
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 

ご協賛案内書 

 
開催日：2021年 5月 29日（土）-30日（日） 

開催形態：オンライン開催 
 



 

        

 

第６回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 

開催趣意書 
 

謹啓  

時下、貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

既に文章やホームページにてご案内させて頂いておりましたように、本年 9 月に開催を予定しておりました第 6回ク

リニカルバイオバンク学会シンポジウムは、新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて延期を決定しておりました。

協賛を予定してくださっていた企業の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。 

この度、学会理事会にて、第 6 回クリニカルバイオバンク学会シンポジウムは完全オンラインにて 2021 年 5 月 29

日、30日に延期開催することが確定致しました。早速、オンライン開催での利点を最大限に活用した新たなプログラム

の作成に向けて鋭意、準備を進めているところでございます。 

昨今のゲノム医学の飛躍的な発展により、研究的なニーズに加えて臨床現場で最先端の解析機器を用いた遺伝子解析

を行い、診断・治療に必要なデータを抽出するクリニカルシークエンスの確立が急務の課題となっています。そのため

には、「診療情報と直結した生体試料の確保」と、「生体試料の合目的な高い品質管理」が必要であり、「迅速かつ少数検

体の解析を行い、診療へフィードバックする」ことが求められます。当学会では、バイオバンク及びクリニカルシーク

エンスに関するシステムや技術についての最新の情報交換の場を提供することを目的として 2015 年に第 1 回シンポジ

ウムを開催、昨年開催の第 5 回シンポジウム（福岡）では 250 名を超える参加者が集い、協賛・展示企業も 40 社を超

え、年々この分野への注目と参加者の熱意が高まっていることが感じられます。 

2021 年の第 6 回シンポジウムでは、「ゲノム医療の展開における診療施設併設型バイオバンクの果たすべき役割」

をテーマとして、問題点の整理と解決策を見出すことを目指します。 

本来、シンポジウムの開催・運営に関する経費は、参加費及び自己資金の実施可能な範囲での運営が基本ではありま

すが、参加者の負担のみではシンポジウムの運営に支障をきたすことが見込まれます。 

つきましては、書面にてはなはだ恐縮ではございますが、シンポジウムを実り多いものとし、この分野を発展させる

ためにも、趣旨をご理解いただき、協賛・展示について貴社からの格別なるご支援を賜りたくお願い申し上げる次第で

ございます。 

末筆ではございますが、皆様の益々のご発展を祈念申し上げましてお願いの御挨拶とさせていただきます。 

謹白  

 

 2020年 12月吉日 

 

第 6回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム  

      大会長  西原 広史 

     （慶應義塾大学医学部臨床研究推進センター・腫瘍センター 教授） 



シンポジウム概要 

 

1．シンポジウムの名称 

第 6回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 

 

2．主催及び代表者 

  慶應義塾大学医学部臨床研究推進センター・教授 

  慶應義塾大学医学部腫瘍センターゲノム医療ユニット長 

  クリニカルバイオバンク学会 代表理事 

西原 広史 

 

3．テーマ 

「ゲノム医療の展開における診療施設併設型バイオバンクの果たすべき役割」 

 

4．開催期間 

  2021（令和 3）年 5月 29日（土）～30日（日）  

 

5．会 場 

  完全オンライン開催 

 

6．開催趣旨と目的 

本シンポジウムは「ゲノム医療の展開における診療施設併設型バイオバンクの果たすべき役割」をテーマとし

て、「診療情報と直結した生体試料の確保」と「生体試料の合目的な高い品質管理」、また、ゲノム医療を確実

に実行するために「迅速かつ少数検体の解析を行い、診療へフィードバックする」際の問題点の整理と解決策

を見出し、SOPを策定するために、研究発表、討論、情報交換を行います。     

このように専門分野を越えた議論の場はこれからの研究・医療を加速度的に発展させる学会となり、責任

と大きな意義を担う事となります。 

 

7. 企画概要 

  特別講演、シンポジウム、共催セミナー 

 

8．参加予定人数 

   400名（対象：ゲノム医療に関わる臨床医、病理医、研究者、臨床検査技師、学生、 

医療機器企業、製薬企業等） 



9．収支予算概要 

【収入の部】 （単位：円）

金額

Ⅰ 参加費収入 3,500,000

1 参加費 10,000 × 350 名 3,500,000

Ⅱ 協賛関係費 2,520,000

1 オンデマンド企業協賛セミナー(60min) 200,000 × 1 枠 200,000

2 オンデマンド企業協賛セミナー(30min) 150,000 × 1 枠 150,000

3 オンデマンド企業協賛セミナー(60min)セット 300,000 × 1 枠 300,000

4 オンデマンド企業協賛セミナー(30min)セット 250,000 × 1 枠 250,000

5 企業協賛LIVEセミナー 300,000 × 1 枠 300,000

6 ブレイクタイム動画（幕間） 100,000 × 7 枠 700,000

7 バナー広告 50,000 × 4 枠 200,000

8 プログラム集後付広告1/1 50,000 × 6 頁 300,000

9 プログラム集後付広告11/2 30,000 × 4 枠 120,000

Ⅲ 寄付収入 1,600,000

Ⅳ 雑収入 10,000

7,630,000

【支出の部】 （単位：円）

金額

Ⅰ 事前準備関係費 5,550,000

1 運営準備費 5,300,000

a.プログラム集作成費:\500,000

b.HP作成運営費：\450,000

ⅽ.参加登録システム費：\400,000

d.オンデマンド企業協賛セミナーデータ処理費：\1,000,000

e.企業協賛LIVEセミナー　機材費:\300,000

f.企業協賛LIVEセミナー　サポート人件費費:\100,000

g.ブレイクタイム動画データ処理費：￥700,000

h.バナー広告データ処理費：\80,000

i.運営委託業務費：\1770,000

2 通信費 100,000

3 事前打合諸経費（委員会開催経費 等） 50,000

5 消耗品・雑費 100,000

Ⅱ 当日運営関係費 1,900,000

2 Zoom関連機材・備品費 800,000

4 招聘費用（謝金） 300,000

5 運営人件費 800,000

Ⅲ 事後処理費 80,000

1 雑費 50,000

2 通信費 30,000

Ⅳ 予備費 100,000

7,630,000合　計

項目 内訳

合　計

項目 内訳

 

 

 

10. 透明性ガイドラインの情報公開について 

当学会では、「医療機関等との透明性に関する基本方針」に基づいて、医療関係者への支払いの透明性を確

保するために、貴社のウェブサイト等での情報公開による一般公開に賛同いたし 

  ます。 

 



11. 学会 プログラム委員 

   西原広史、柳田絵美衣（慶應義塾大学） 

   岡野和広（アジレント・テクノロジー株式会社） 

   中嶋祥人（サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社） 

 

 

12.  開催変更・中止について 

天災・その他のやむを得ない事情、 並びに運営事務局の責任に帰し得ない原因により、 

展示会の開催日時を変更・中止する場合があります。 

開催変更：この変更により生じた出展社の損害は補償できかねます。 

また、出展社はこの変更を理由とする出展申込みの取り消し、 または契約を解約することはできません。 

中止：前述の原因により開催中止を決定した場合には、事務局は出展社に対し、会期前に納入された出展料か

ら準備費用を除いた金額を 算出し、ご返金致します。 

 

13. 本シンポジウムに関する問い合わせ先（講演内容・プログラム等） 

⚫ シンポジウム大会事務局 慶應義塾大学医学部 腫瘍センター ゲノム医療ユニット 

    事務局(代表) 辻野千晶、中條智子、池田律子  

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 総合医科学研究棟３F ３S5 

TEL: 03-5315-4375 （直通）内線: 61596 

   ●学会事務局 小林奈緒美 

    〒007-0835 札幌市東区北 35条東 15丁目オーシャンビル 4F 

（株式会社モルフォテクノロジー内） 

    TEL・FAX：011-722-6690  携帯：090-7642-9946 

 



第 6 回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 寄附金募集要項 
 

1. 寄附金の名称 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 寄附金 

2. 寄附金の目的 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 開催資金の調達 

3. 寄附金募集責任者 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 大会長 西原 広史 

4. 寄附金期間 

2021年 1月 5日（火）～2021年 5月 28日（金）まで 

5. 寄附金の使途 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 準備と運営費用の一部として 

6. 寄附お申込み方法 

趣旨にご賛同賜りご協力いただけます際は、同封の申込書（寄附応諾書）に必須事項をご記入のうえ、下

記運営事務局（8.運営事務局参照）までご送付ください。 

7. 寄附金振込口座 

金融機関：北海道銀行 

店番号：101 

預金種別：普通口座 

口座番号：3334313 

口座名義：ダイロツカイクリニカルバイオバンクガツカイシンポジウム 

⚫ シンポジウム大会事務局 慶應義塾大学医学部 腫瘍センター ゲノム医療ユニット 

    事務局(代表) 辻野千晶、中條智子、池田律子  

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 総合医科学研究棟３F ３S5 

TEL: 03-5315-4375 （直通）内線: 61596 

8. 運営事務局/応諾書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


寄附応諾書 

2021年  月  日 

 

「第6回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム」への助成金として下記の通り寄附いたします。 

 

金          円也 

 

貴社名：           

部署名：           

ご担当者名：           

ご住所：           

電話番号：     FAX：      

E-mail:            

 

◆本誌は E-mailあるいは FAXにて第 6回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム運営事務局に 

お送りくださいますようお願いいたします。 

◆寄附金期間：2021年 1月 5日（火）～2021年 5月 28日（金）まで 

 

◆運営事務局/応諾書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


第 6 回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 

プログラム集広告掲載 募集要項 
 

1. 広告媒体名：第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム プログラム・抄録集 

 

2. 配布対象：学会参加者、協賛企業等 

 

3. 発行部数（版型）：400部（予定）（A4版） 

 

4. 【広告掲載料金】※消費税は含まれておりません。 

後付け 1頁（白黒） ￥50,000（税別） ／ 広告サイズ：天地 255 mm×左右 180 mm 

後付け 1/2頁（白黒） ￥30,000（税別） ／ 広告サイズ：天地 120 mm×左右 180 mm 

※企業会員は、10％割引 

ブリード版（裁ち落とし）の広告はできません。 

 

5. 【広告申込締切日】 

2021年 3月 19日（金） 

6. 【広告原稿締切日】 

2021年 3月 26日（金） 

 

7. 広告原稿 

完全データでの入稿をお願いいたします。 

lllustratorファイルもしくは PDFファイルにてご入稿ください。（要アウトライン済み） 

 

8．お申込み方法 

同封の広告掲載申込書に必要事項をご記入いただき、運営事務局までメール添付か FAXにてご送付ください。 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


  第 6回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム 

プログラム・抄録集広告掲載申込書 
2021年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お申込内容】 

✔ 掲載面 刷色 掲載料金 

 後付 1頁 白黒 ￥50,000（税別） 

 後付 1/2 頁 白黒 ￥30,000（税別） 

 

【広告申込締切日】2021年 3月 19日（金） 

【広告原稿締切日】2021年 3月 26日（金） 

 

運営事務局/広告掲載申込書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

申込社 
 

 

所在地 

（〒   －    ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mailアドレス： 

※申込後にご連絡いたします 

ので必ずご記入ください。 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


◆ブレイクタイム（幕間）動画広告 

セッションとセッションの繋ぎの間に貴社の PowerPointにて作成の貴社の音声付き製品紹介の動画を 30秒間

配信いたします。 

 

（１）スライド枚数：3枚まで 

（２） 配信掲載料： 100,000 円（税別） 

    ※企業会員は、10％割引 

 

申込締切日：2021年 4月 9日（金） 

※ブレイクタイム（幕間）動画広告にご協賛いただいた協賛会社の方へは、参加登録の際に同意をいただいた 

方のお名前・ご所属・E-Mailの情報をご報告させていただきます。 

ただし、ご同意いただいた人数に関しては、一切責任は取りかねます事、ご承知ください。 

1. ※配信掲載料は個人への支払い費用とは関係ございません。 

2. お申込み方法 

同封の展示出品申込書に必要事項をご記入いただき、下記運営事務局までメール添付または FAXでご送付くだ

さい。 

 

3. 運営事務局/申込書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

◆ホームページバナー広告 

掲載期間：申込後から 2021年 6月末日まで  

広告掲載料： 50,000 円 （税別） 

※企業会員は、バナー広告を掲載させていただきます。 

 ご希望の方は、バナー広告の申込書の社名を記入する項目に貴社社名と共に「企業会員」とご記載く 

 ださい。 

 ※配信掲載料は個人への支払い費用とは関係ございません。 

掲載箇所：大会HPトップページ内  

データサイズ：（W）２１６×(H)７０ピクセル程度  ※データ入稿でお願いいたします。  

  申込締切：4月 9日（金）  

 

2. 運営事務局/申込書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

ホームページバナー広告は締め切りました 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


第 6 回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム 

ブレイクタイム（幕間）動画広告掲載申込書 
2021年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【

広告申込締切日】2021年 4月 9日（金） 

 

 

第 6 回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム 

ホームページバナー広告掲載申込書 
2021年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広告申込締切日】2021年 4月 9日（金） 

 

運営事務局/広告掲載申込書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

 

申込社 

 

 

 

所在地 

（〒   －    ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mailアドレス： 

※申込後にご連絡いたします 

ので必ずご記入ください。 

申込社 

 

 

 

所在地 （〒   －    ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mailアドレス： 

※申込後にご連絡いたします 

ので必ずご記入ください。 

ホームページバナー広告は締め切りました 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


第 6 回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 

企業協賛オンデマンドセミナー募集要項 
 

企業協賛セミナーは、シンポジウムホームページよりオンデマンドにて配信するサービスです。 

オンデマンドの為、シンポジウム開催中ならいつでも何回でも聴講することが可能です。 

冒頭 5分（60分講演の場合には 10分）は、製品（サービス）等のプロモーション専用のための時間

として自由にお使い頂けます。 

参加者に配布するプログラム集にタイトルも掲載させていただきます。また、要旨も掲載予定です。 

参加される多くの方に閲覧いただけると思われます。 

※企業協賛オンデマンドセミナーにご協賛いただいた協賛会社の方へは、参加登録の際に同意をいただいた 

方のお名前・ご所属・E-Mailの情報をご報告させていただきます。 

ただし、ご同意いただいた方の人数に関しては、一切責任は取りかねます事、ご承知ください。 

 
※配信掲載料は講演頂いた方等への費用は発生いたしません。 

 

◆配信期間： 2021年 5月29日～30日の2日間 及び開催終了後2週間 ※6月7日（月）まで 

 講演時間 ： 60分 or 30分 

◆配信形態： オンデマンド配信 

 

◆募集枠数： 制限はありません。 

 

◆共催費（単独の場合）   60分間： 200,000円（税別） 

                     30分間： 150,000円（税別） 

                    ※企業会員は、10％割引 

◆共催費（セットの場合）ブレイクタイム(幕間)動画広告（100,000円）+ホームページバナー広告（50,000円） 

              60分間： 300,000円（税別） 

                     30分間： 250,000円（税別） 

                    ※企業会員は、10％割引 

 

◆申込方法  E-mailあるいは FAXにて第 6回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム運営事務局にお送り

くださいますようお願いいたします。 

◆申込締切 2021年3月19日(金) （予定） 

 

※ 企業協賛セミナーにご協賛いただきました企業様には要旨のご提出をお願いいたします。 

  要旨のフォーム等は後日お送りいたします。 

 

◆要旨提出締切 4月16日（金） 

 

◆申込先  

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


第 6 回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム 

 企業協賛オンデマンドセミナー申込書 
 

下記のとおり、参加申込いたします。 

 

 

貴社名 

 

 

担当者名      TEL. 

 

 

E-mail 

 

セミナータイトル. 

 

オーガナイザー名（所属） 

 

 

□ 60分枠希望  申込枠数：＿＿＿＿＿枠 

 

□ 30分枠希望  申込枠数：＿＿＿＿＿枠 

 

 

□ セット 60分希望 申込枠数：    枠 

 

□ セット 30分希望 申込枠数：    枠 

 

 

申込締切日：2021年 3月 19日（金） 

 

 

 

 

運営事務局/協賛セミナー申込書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

 

 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


第 6 回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 

企業協賛 LIVEセミナー募集要項 
 

企業協賛 LIVEセミナーは、LIVE にて配信するサービスです。 

時間帯は 5月 29日（土）の午前・正午・午後の 3枠 各々30分間 配信いたします。 

冒頭 5分は、製品（サービス）等のプロモーション専用のための時間として自由にお使い頂けます。 

詳細な時間についてはプログラムが決定次第ホームページにてお知らせいたします。  

参加者に配布するプログラム集にタイトルも掲載させていただきます。また、要旨も掲載予定です。 

参加される多くの方に閲覧いただけると思われます。 

※企業協賛オンデマンドセミナーにご協賛いただいた協賛会社の方へは、参加登録の際に同意をいただいた 

方のお名前・ご所属・E-Mailの情報をご報告させていただきます。 

ただし、ご同意いただいた方の人数に関しては、一切責任は取りかねます事、ご承知ください。 

 

●LIVE配信に含まれるもの 

 ・Zoom回線使用費 

 ・オペレーション費 

 

●LIVE配信に含まれないもの 

 ・演者・進行係に関しての人件費 

 ・ご発表いただく際に使われるノート PC代 

 

LIVE 配信セミナーのご講演に関して 

 LIVE配信セミナーでのご講演の演者・進行（座長）はご協賛企業に一任いたします。 

 ただし、当学会の趣旨に沿わないテーマ・内容・演者の場合は組織委員の権限で、お断りする場合 

 がございます。 

 

◆配信期間： 2021年 5月29日（土） 午前・正午・午後の30分間 3枠  

                   ※同時に別企業が配信することはございません 

 講演時間 ： 30分 

◆配信形態： LIVE配信 

 

◆募集枠数： 3枠 

 

◆共催費   ： 300,000円（税別） 

               ※企業会員は、10％割引 

◆申込方法  E-mailあるいは FAXにて第 6回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム運営事務局にお送り

くださいますようお願いいたします。 

◆申込締切 2021年3月19日(金) （予定） 

 ※ 企業協賛セミナーにご協賛いただきました企業様には要旨のご提出をお願いいたします。 

  要旨のフォーム等は後日お送りいたします。 

◆要旨提出締切 4月16日（金） 

◆申込先  

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp


第 6 回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム 

 企業協賛 LIVEセミナー申込書 
 

下記のとおり、参加申込いたします。 

 

 

貴社名 

 

 

担当者名      TEL. 

 

 

E-mail 

 

セミナータイトル. 

 

オーガナイザー名（所属） 

 

 

□ 午前        

□ 正午 

□ 午後 

 

 

 

申込締切日：2021年 3月 19日（金） 

 

 

 

 

運営事務局/協賛セミナー申込書送付先 

第 6回クリニカルバイオバンク研究会 シンポジウム 運営事務局 

（株式会社エー・イー企画 担当：衛藤） 

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL : 03-3230-2744（代表）FAX : 03-3230-2479 

E-Mail : ecbs6@aeplan.co.jp 

 

mailto:ecbs6@aeplan.co.jp

