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謹　啓 

　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素は、日本動物細胞工学会の活動につきまして、格別のご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、第33回日本動物細胞工学会2020年度国際大会 (JAACT2020 Fuchu) を、来る11月17日 (月) から 20日 (木) までの

4日間、府中の森芸術劇場 (府中市) において開催させていただくことになりました。

　本大会は、“Animal Cell Technology for Health and Better life”を開催の基本コンセプトとして、動物細胞工学に関する

あらゆる技術情報を集約することで、動物細胞工学が我々の健康と社会により大きく貢献することを目的としておりま

す。本大会では産官学と国内外のすべての世代の動物細胞工学研究者が一堂に会し、相互に交流し啓発していただくこ

とにより、参加者一人ひとりが現状を理解し、それをもとに今後の展望を拓く契機となることを期待しております。こ

のため、抗体医薬などの有用物質生産、バイオ医薬品の物性解析、細胞治療・再生医療、食と健康にかかわる動物細胞

工学技術（動物実験代替法なども含む）までをカバーする幅広い範囲のシンポジウムや、最近基礎研究の面だけでなく

応用研究の面からも注目を集めている細胞外分泌小胞に関するプレナリーレクチャーを予定するなど、数多く企画して

おります。また、日本動物細胞工学会とつながりの深い欧州動物細胞工学会 (ESACT) からも中核メンバーを中心にご参

加いただき、欧米の動物細胞工学の最新動向についてご講演いただきます。

　日本動物細胞工学会は、その設立当初より、アカデミアの研究者、公的機関の研究者、産業界の研究者が垣根を作ら

ず、相互に交流する場として機能し、また学生や若手研究者が国際学会で発表するためのトレーニングの場を与えると

いう役割を果たしてきております。本大会においても、そのコンセプトは変わらず、動物細胞を用いた研究に関連する

者であれば、どのような分野の、どのような立場の研究者でもご参加いただき、情報交換や相互連携の場としてご利用

いただくことができます。また学術的な面からは基礎研究から産業応用にかかわる技術開発まで、最新の動物細胞工学

の情報を入手いただけるものと確信しております

　また、本大会では、多くの方々が展示会場にお運びいただき、ランチョンセミナーにご参加いただけるように、ポス

ター会場と展示会場を同一会場に設置し、ポスター発表を会期中2回実施することで、より多くの参加者が展示会場に足

を運んでいただけるように企画しております。またプログラムに時間的余裕を持たせることでより多くの交流が展示会

会場で行えるようプログラムの編成を行う所存です。大会実行委員会として、円滑かつ活気のある大会となるよう全力

で準備を進めております。

　会場となる府中の森芸術劇場は新宿より京王線で30分以内の東府中駅から徒歩5分の場所に位置し、周囲には武蔵野

の森が残る緑豊かな環境にあります。JAACT2002と同じ開催場所となっております。

　貴社におかれましては、ぜひとも本大会へのご出展、ご参加をご検討いただきたく、ご案内申し上げる次第です。ま

た、要旨集等への広告、ランチョンセミナー・テクニカルセミナーの開催等もあわせてご検討いただけると幸いに存じ

ます。何とぞご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、展示、広告、ランチョンセミナー、テクニ

カルセミナーに関する業務は、株式会社エー・イー企画に委託しておりますので、お問い合わせ、お申し込みは同社宛

にお申し付けくださいますよう、お願い申し上げます。

　末筆ながら、貴社の今後の益々のご発展を心より祈念申し上げます。

謹　白

2019年12月10日

第33回日本動物細胞工学会2020年度国際大会
（JAACT2020 Fuchu)

大会実行委員長　三浦　豊
東京農工大学大学院農学研究院

ごあいさつ



出品要綱

2020年11月17日（火）10：00～19：30
2020年11月18日（水）10：00～17：00
2020年11月19日（木）10：00～15：30
2020年11月20日（金）9：00～15：30
※ プログラムの変更等により、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

府中の森芸術劇場  平成の間
〒183-0001 東京都府中市浅間町1-2　　
TEL : （代）042--335-6211

電力（100Ｖおよび200Ｖ）ご使用の場合、電源仮設工事費および消費電力料金は出品者
の負担になります。

100Ｗ以上500Ｗまで　￥20,000（税別）

501Ｗ以上1KWまで       ￥25,000（税別）

※ただし、１kw以上ご使用の場合は、１kw増すごとに￥12,000（税別）を加算させてい
ただきます。

※200V（単相・三相）をご使用の場合は、別途仮設となり割高になりますのでご了承くだ

さい。

料金は会期後にご請求いたします。

展示会期

展示会場

電力料金

小間規格/出品料金

展示会にご出展していただくと、1社につき1名様をバンケットにご招待いたします。
（1名様以上のご参加の場合、バンケット参加費をお支払ください。）

特典

オクタノルム製
画びょうは使用できません。チェーンま
たはマジックテープをご使用ください。

（会場でお貸しします）
社名は英文名で表示します。

※詳細についてはお申込み後、ご連絡さ
せて頂きます。

白布にて台上を覆い、腰はブルーの布で
覆います。

●テーブル
W1,800×D900×H700mm
白布にて台上を覆い、腰はブルーの布で
覆います。

Aタイプ
￥220,000

（税別）

Bタイプ（書籍）
￥50,000

（税別）



出品要綱

1）申込方法： 規定の申込み書に必要事項をご記入の上、お申込ください。

2）申込締切日： 2020年8月21日（金）

3） 申込先：

小間数に制限がありますので、お早目にお申込みください。

株式会社エー・イー企画　JAACT2020展示会係
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  一ツ橋別館4Ｆ
TEL. 03-3230-2744　FAX. 03-3230-2479
E-mail: e_jaact2020@aeplan.co.jp

4）支払方法： 請求書がお手元に届いた時点でお振込みください。

出品申込書の提出後は展示会事務局が不可抗力と認めた事故以外は取り消しできま

せん。

キャンセルを受理した場合、申込締切日前のキャンセルについては請求額の50％、

申込締切日以降のキャンセルについては請求額を全額お支払いただきます。

ブースには出品台が含まれていますが、床面に直接機器等を設置したい場合は、

申込み書に出品台不要の旨を申込書に明記してください。

各出品物の管理は出品者が責任をもつものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛

失・火災・損傷など、不可抗力による出品物の損害に対して、補償などの責任は

一切負いませんのでご了承ください。

出品申込方法

出品の取り消し

展示出品台

出品物の管理

出品物の搬入・搬出（予定）

搬入　　

搬出　　

2020年11月16日（月）　14 : 00～16 : 30 

2020年11月20日（金）　15 : 30～

＊詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。

展示会場設営　2020年11月16日（月）　9 : 00～14 : 00



展示会場（予定）

※変更になる場合があります。予めご了承ください。展示・ポスター会場（平成の間）レイアウト案

アクセスマップ

最寄り駅
京王線 東府中駅（新宿駅から約25分、京王八王子駅から約20分）北口 徒歩7分
JR中央線 武蔵小金井駅 下車　
武蔵小金井駅南口（5番乗り場）より東府中駅行きバス約20分、東府中駅下車徒歩約7分
武蔵小金井駅南口（1番乗り場）より府中駅行き（一本木経由）バス約20分、第二小学校下車徒歩約10分
武蔵小金井駅南口よりタクシーで約15分　1,400円程度

調整室 13
30
0

29500

2ブース 8ブース

8ブース

11ブース

11ブース

ドリンクコーナー



Nov.17 (Tue) Nov.18 (Wed) Nov.19 (Thu) Nov.20 (Fri)

Morning

9:00-
Registration

10:00-10:10
Opening Remarks

10:10-12:10
Symposium 1

9:00-9:50
Plenary Lecture 1

10:00-12:00
Symposium 4

9:00-10:20
Plenary Lecture 2

10:30-12:30
Symposium 5

9:00-11:00
Poster Session 2
※軽食配布

11:10-12:00
Plenary Lecture 3

Lunch 12:20-13:10
Luncheon Seminar 1

12:10-13:00
Luncheon Seminar 2

12:40-13:30
Luncheon Seminar 3

12:10-13:00
Luncheon Seminar 4

Afternoon

13:20-15:20
Symposium 2

15:30-17:30
Symposium 3

13:10-14:10
Oral Session 1 (4)

14:20-15:50
Technical Seminars (6)

16:00-18:00
Oral Session 2 (8)

13:40-14:40
JAACT総会 / Break

14:50-15:50
Oral Session 3 (4)

16:00-18:00
Excursion

13:10-15:10
Symposium 6

15:20-17:35
Oral Session 4 (9)

17:35-17:50
Award Ceremony

17:50-17:55
Closing Remarks

Evening

17:40-19:40
Poster Session 1 &
Get-Together Party
※ポスター会場内でミキサー形式
で開催

18:00-20:00
Banquet
大國魂神社

プログラム（案）

PROGRAM & ABSTRACTS  広告掲載料（A4サイズ）

スケジュールおよびタイトル・演者は2019年11月現在の予定になります。告知なく変更されることがあります。ご了承ください

8月21日（金）　広告原稿締切日 8月28日（金）

8月21日（金）
株式会社 エー・イー企画　担当：長瀬仁 ・西尾文利
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  一ツ橋別館4Ｆ
TEL. 03-3230-2744　FAX. 03-3230-2479
E-mail: e_jaact2020@aeplan.co.jp

1 ページ …………………………… ¥70,000（税別）
（広告サイズ：255mm×175mm） （展示会出展企業は ¥60,000（税別） ）

½ページ …………………………… ¥45,000（税別）
（広告サイズ：120mm×175mm）

広告申込締切日

展示申込締切日

申込み、お問い合せ先

Plenary Lecture …………… 3セッション
Symposium ……………… 6セッション
Oral Session ……………… 4セッション（最大25題）
Poster Session …………… 2セッション（約100演題）
Technical Seminar ……… 2セッション（最大6題）



JAACT2020 Fuchu シンポジウム企画予定(2019/12/26)

※シンポジウムの企画予定です。変更がある場合がございます。ご了承ください。

領域 バイオ医薬生産 

タイトル Technological challenges for Next Generation Bio-production 

- Cell and Cell Culture Engineering

- Downstream and Single-use Technologies

オーガナイザー 永野竜馬(協和キリン株式会社)、小平邦彦(中外製薬株式会社) 

領域 細胞工学基礎 

タイトル Advanced Cell Engineering -Emerging Technologies and Future 

Perspectives-（仮題） 

オーガナイザー Yoshinori Kawabe (Kyushu Univ.), Masamichi Kamihira (Kyushu 

Univ.) 

概要 動物細胞において、物質生産や細胞機能評価のためのシングルセルレベルでのマニ

ピュレーションや評価法が重要となっている。本シンポジウムでは、シングルセル評

価のための染色体解析、細胞分離、遺伝子シーケンスについて最新の技術について

紹介するとともに今後の展開について討論したい。 

領域 再生医療 

タイトル A New Decade of Cell Therapies 

オーガナイザー 桑江 忍、加藤竜司、塚本洋子、井嶋博之 

概要 国内外で新規な細胞療法が承認され、新しい細胞療法も開発されつつある。本シン

ポジウムではこの分野でご活躍の方々をお招きし、先進の細胞治療についてご紹

介いただくとともに、質疑討論により当該分野の理解を深める。 

領域 医薬品物性 

タイトル Recent advancements in the characterizations and quality 

control of therapeutic proteins 

オーガナイザー 内山 進（大阪大学）、津本浩平（東京大学） 

概要 抗体医薬においては、二重特異性抗体や抗体薬物複合体など従来の抗体医薬とは

異なる抗体医薬品が登場し、また、ワクチン分野では組換え蛋白質から構成される

ウイルス様粒子が利用されつつある。本シンポジウムでは、こうした新しいタイプの

医薬品を含め、蛋白質医薬品の特性解析や品質管理について研究を行っている企

業および大学研究機関の研究者による講演を実施、さらに、蛋白質医薬品の現状

と将来について討議する。

領域 食と健康 

タイトル 腸管と食品 

オーガナイザー 薩 秀夫、戸塚 護、好田 正 

領域 エキソソーム関連

タイトル -

オーガナイザー 三浦 豊、原太一 



以下のとおり展示会に出展申込いたします 　水色セルにご記入またはチェックをお願いします

社名・団体名等

部署名

氏名

郵便番号

住所

住所（ビル名等）

電話番号

FAX

E-mail 必ずご記入ください

日本語
申込者の欄と異なる場
合はご記入ください

英語 必ずご記入ください

小間 ×単価 （税別）

小間 ×単価 （税別）

※電力は別途費用です W

1W以上500Wまで\20,000。 501W以上1KWまで\25,000。　1KW以上は1KW増すごとに\12,000を加算。

コンセントでの提供となります。コンセントは1KWごとに 1個（2口）設置となります。

200V（単相・三相）をご使用の場合は別途仮説となり、上記100Vより割高になります。ご了承ください。

ご請求は、原則会期後となります。

※展示会+広告掲載をお申込みの場合はこちらにチェックをお願いします。

白黒 1ページ \70,000→ 出展者は \60,000 料金：

ご出展いただくと、1社につき1名様をバンケットにご招待いたします。参加される場合はチェックをお願いします。

※ 1名様以上のご参加の場合、バンケット参加費をお支払いください。

備考・通信欄 出品物に重量物がある場合や、請求関係について、その他ご相談がございましたらご記入ください。

ご記入後は、メール添付かプリントしFAXでお送りください。 申込締切日

JAACT2020 Fuchu 展示会行き

FAX： 03-3230-2479 E-mail. e_jaact2020@aeplan.co.jp

2020年8月21日(金)

出展特典
参加確認

電気備考： 200V 他お申込みについてあればご記入ください

大会抄録号 広告掲載 出展同時申込

お申込み電気容量 100V

電源仮設・
電力申込

電源仮設料金

申込小間数 ¥50,000 出展料 ¥0

日本動物細胞工学会2020年度国際大会

JAACT2020 Fuchu

展示会申込書

出展申込
タイプ

出展者名表記

コーポレートサイト・ホームページ

申込小間数 ¥220,000 ¥0出展料

申込日

ご担当者

住所申込者

Aタイプ

Bタイプ

広告掲載を希望する

参加する
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JAACT2020Fuchu 日本動物細胞工学会 2020 年度国際大会 

「PROGRAM & ABSTRACTS」 広告掲載についてのお願い 
 

第 33 回日本動物細胞工学会 2020 年度国際大会大会 

（JAACT2020Fuchu） 

大会実行委員長 三浦 豊 

（東京農工大学大学院農学研究院） 

謹啓 

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日本動物細胞工学会の事業につきましては、平素より格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、第33回日本動物細胞工学会2020年度国際大会(JAACT2020Fuchu)を、来る11月17日(月)～20日(木)

の4日間、府中の森芸術劇場（府中市）において開催することになりました。 

JAACT2020Fuchuは、基礎研究から産業界の物質生産の現場まで、様々な領域の融合によって深化する、現在の

動物細胞工学の潮流を実感して頂ける学会を目指して準備を進めているところです。これらの研究者が一堂に会して情

報交換や研究交流をさらに進める場として、これまでにも増して充実させたいと考えております。  

本書を通じての広告掲載は、貴社の新しいユーザー開発のための広告媒体として最適のもので、多大の効果が期待で

きるものと確信いたしております。何卒この機会を逸せずに、本書に貴社の優秀な製品・書籍等の広告をご掲載いただき

たく、お願い申し上げます。 

なお、広告取扱業務は、株式会社エー・イー企画に委託いたしましたので、お問い合わせ、お申込みは同社宛にお申し

付けくださいますようお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

【広告掲載料金】         (税別)  【媒体概要】   

表４カラー 1P 120,000 円  発行部数・体裁 300 部・A4 判  

表２ 1P 90,000 円  原稿サイズ 1 頁 天地 254mm×左右 178mm  

表３ 1P 80,000 円   1/2 頁 天地 125mm×左右 178mm  

後付 1P 70,000 円  発行日 2020 年 11 月 17 日（大会当日） 

後付 1/2P 45,000 円  申込締切日 2020 年 8 月 21 日（金） 

※モノクロ印刷（表４のみカラー）  原稿締切日 2020 年 8 月 28 日（金） 

    ※完全版下データ（ai/pdf ファイル、要アウトライン） 

 

【広告申込先】   株式会社エー・イー企画 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

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

E-Mail: e_jaact2020@aeplan.co.jp 
  

広告掲載申込書 
2020 年     月     日 

下記の通り、第 33 回日本動物細胞工学会 2020 年度大会（JAACT2020Fuchu）「講演要旨集」に広告掲載の申込を致します。 

 
貴社名   

ご担当者 氏名  

 部署名  

 郵便番号 

住所 

〒 

 

 電話番号  

 E-mail  

 

●申込掲載場所 ※表紙回り（表 4、表 2、表 3）をご希望の場合は一度お問合せください。 

□ 表 4（カラー）（120,000） □ 表 2（白黒）（90,000） □ 表 3（白黒）（80,000） 

 □ 後付 1 ページ（70,000） ×申込ページ数     ページ  掲載料金          円（税別） 

□ 後付 1/2 ページ（45,000） ×申込ページ数     ページ  掲載料金          円（税別） 

 



20200305 

JAACT2020Fuchu 
日本動物細胞工学会 2020 年度国際大会 

ランチョンセミナー募集案内書 
 

大会実行委員長 三浦 豊 

（東京農工大学農学研究院応用生命科学） 

拝啓  

貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日本動物工学会の事業につきましては、平素より格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、第 33 回日本動物細胞工学会 2020 年度国際大会 (JAACT2020 Fuchu) を、来る 11 月 17 日 (火) 

から 20 日（金）までの 4 日間、府中の森芸術劇場 (東京都府中市浅間町 1-2) において開催させていただくことに

なりました。本大会は、動物細胞工学分野におけるバイオサイエンス（基礎研究）からバイオエンジニアリング（工学的な

応用研究）、さらにはバイオインダストリー（実際の生産）まで、同分野の研究者・技術者が興味をもって世界中から参加

し、研究交流、情報交換、共同研究、技術移転等のきっかけとなる場を提供する大会として位置づけられます。 

本大会においては、会期中に、参加者とセミナ－参加企業相互の情報交換を目的として、最新の技術や解析方法の

解説等をご紹介していただくランチョンセミナーを開催することに致しました。貴社におかれましては、本会の趣旨をご

理解いただき、大会に相応しい企画がございましたら、奮ってご参加いただきたく、ご案内を差し上げる次第です。是

非ともご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

【 実施要項 】 
 

◆日時 2020 年 11 月 17 日（火）・18 日（水）・19 日(木）・20 日（金） 昼食時間帯 50 分 時間未定 

◆場所 大会講演会場 約 450 名収容 

◆募集枠数 4 枠 （各日 1 枠 ） 

◆使用言語 発表・要旨ともに 英語 

◆共催費 250,000 円（税別） 

（会場費及び機材費を含みます。参加者の昼食代は別途ご請求となります。（お弁当単価＠1200 円(税別)×約 250 個） 

※参加申込後（E-mail、FAX 等による申込受理）は、参加登録の取り消しはできません。参加費の返金はいた

しませんので、予めご了承ください。 

※参加は展示会出展企業が対象となります。 

◆申込締切日 2020 年 8 月 21 日(金) 

◆原稿等締切日 大会抄録集に演題・演者名・要旨を掲載いたします。原稿の手配をお願いいたします。 

 ※2020 年 8 月 28 日(金）までにＡ４サイズ 1 ページに収まる程度の内容でご準備ください。 

 要旨のフォーマットファイルをメールにお送りいたします。 

 締切日については要旨集の作成・印刷等により変更になる可能性がございますので予めご了承ください。 

 

◆申込・問合せ 株式会社エー・イー企画 担当 長瀬 仁・西尾 文利 

  〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

  TEL. 03-3230-2744   FAX. 03-3230-2479 

  E-mail. e_jaact2020@aeplan.co.jp 

 



JAACT2020Fuchu 

ランチョンセミナー申込書 
 

 2020年       月       日 

 

 

 

◆発表希望日  第１希望日：  月     日    第２希望日：   月     日 

 
※発表日の希望は、原則申込順といたしますが、最終決定は主催が検討し決定いたしますことをご了

承ください。 

 

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は「演題名・演者名 原稿 締切日」までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込締切日 2020 年 8 月 21 日(金) 

申込書送付先 株式会社エー・イー企画 担当行  FAX. 03-3230-2479 E-mail. e_jaact2020@aeplan.co.jp 

申込者 
和文  

英文  

所在地 （〒                  ） 

 

住所 

 

TEL（代表）  

ご担当者 

氏名 TEL. 

所属部課 FAX. 

E-mail ※必須：お申込み後はE-mailでのご案内がございます。 



20200305 

JAACT2020Fuchu 
日本動物細胞工学会 2020 年度国際大会 

 テクニカルセミナー募集案内書  
 

大会実行委員長 三浦 豊 

（東京農工大学農学研究院応用生命科学） 

拝啓  

貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日本動物工学会の事業につきましては、平素より格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、第 33 回日本動物細胞工学会 2020 年度国際大会 (JAACT2020 Fuchu) を、来る 11 月 17 日 (火) 

から 20 日（金）までの 4 日間、府中の森芸術劇場 (東京都府中市浅間町 1-2) において開催させていただくことに

なりました。本大会は、動物細胞工学分野におけるバイオサイエンス（基礎研究）からバイオエンジニアリング（工学的な

応用研究）、さらにはバイオインダストリー（実際の生産）まで、同分野の研究者・技術者が興味をもって世界中から参加

し、研究交流、情報交換、共同研究、技術移転等のきっかけとなる場を提供する大会として位置づけられます。 

本大会においては、会期中に、参加者とセミナ－参加企業相互の情報交換を目的として、最新の技術や解析方法の

解説等をご紹介していただくテクニカルセミナーを開催することに致しました。貴社におかれましては、本会の趣旨を

ご理解いただき、大会に相応しい企画がございましたら、奮ってご参加いただきたく、ご案内を差し上げる次第です。

是非ともご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

【 実施要項 】 
 

◆日時 2020 年 11 月 18 日（水） 14：20 ～ 15：50 

◆場所 大会講演会場 約 450 名収容 

◆募集枠数 6 枠 （ 1 枠 15 分 ※複数枠の申込可 ） 

◆使用言語 発表・要旨ともに 英語 

◆共催費 150,000 円（税別） / 1 枠 

（会場費及び機材費を含みます。） 

※参加申込後（E-mail、FAX 等による申込受理）は、参加登録の取り消しはできません。参加費の返金はいた

しませんので、予めご了承ください。 

※参加は展示会出展企業が対象となります。 

◆申込締切日 2020 年 8 月 21 日(金) 

◆原稿等締切日 大会抄録集に演題・演者名・要旨を掲載いたします。原稿の手配をお願いいたします。 

 ※2020 年 8 月 28 日(金）までにＡ４サイズ 1 ページに収まる程度の内容でご準備ください。 

 要旨のフォーマットファイルをメールにお送りいたします。 

 締切日については要旨集の作成・印刷等により変更になる可能性がございますので予めご了承ください。 

 

◆申込・問合せ 株式会社エー・イー企画 担当 長瀬 仁・西尾 文利 

  〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

  TEL. 03-3230-2744   FAX. 03-3230-2479 

  E-mail. e_jaact2020@aeplan.co.jp 

 



JAACT2020Fuchu 

 テクニカルセミナー申込書  
 

 2020年       月       日 

 

 

 

申込枠数      枠 × 150,000円(税別 ＝             円 

 
 

 

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は「演題名・演者名 原稿 締切日」までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込締切日 2020 年 8 月 21 日(金) 

申込書送付先 株式会社エー・イー企画 担当行  FAX. 03-3230-2479 E-mail. e_jaact2020@aeplan.co.jp  

申込者 
和文  

英文  

所在地 （〒                  ） 

 

住所 

 

TEL（代表）  

ご担当者 

氏名 TEL. 

所属部課 FAX. 

E-mail ※必須：お申込み後はE-mailでのご案内がございます。 




