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第 21 回日本消化器関連学会週間（JDDW 2013） 

 

≪併設展示会募集のご案内≫ 

 

 

謹啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。平素は私どもに格別の

ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

来年 10 月に日本消化器関連学会週間（JDDW 2013）を東京で開催することとなり、併設展示会

募集のご案内を申し上げます。 

JDDW は 1993 年に第１回の合同開催を行って以来、本年で 21 回目となり、約 20,000 名規模の参

加者が集う我が国でも最大級の学会となりました。 

また、幅広い領域での研究成果の交換や教育的なプログラムは、学会員のみならず我が国の医学

会全体より高い評価をいただいております。 

会期は平成 25 年 10 月 9 日（水）～12 日（土）の 4 日間で、会場はグランドプリンスホテル新高輪・

国際館パミール・グランドプリンスホテル高輪・品川プリンスホテルでの開催となります。学会開催の期

間中、医療機器・医薬品などの展示会を開催し、学会参加者に広く供覧致したく存じます。つきまして

は、貴社の医療機器・医薬品を展示して頂きたくお願い致します。 

なお、展示募集は株式会社コングレを通じて行います。併設展示会募集概要別紙をご参照いただ

き出展のお申し込みを賜りますようお願い致します。本学会の発展に是非ご協力賜りたく、各位のご理

解とご支援を宜しくお願いいたします。 

 末筆となりましたが、貴社の益々のご繁栄を祈念申し上げます。 

敬白 

 

 

第 21 回日本消化器関連学会週間 

JDDW 2013 運営委員長  
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第 21 回日本消化器関連学会週間（JDDW 2013） 
展示会概要 

【構成学会・会長】   
第 55 回日本消化器病学会大会      会長 川崎誠治（順天堂大・肝胆膵外科） 

第 86 回日本消化器内視鏡学会総会   会長 藤田直孝（仙台市医療センター仙台オープン病院・消化器内科） 

第 17 回日本肝臓学会大会       会長 青栁 豊（新潟大大学院・消化器内科学） 

第 11 回日本消化器外科学会大会    会長 具 英成（神戸大大学院・肝胆膵外科学） 

第 51 回日本消化器がん検診学会大会  会長 斎藤 博（国立がん研究センターがん予防・検診研究センター） 

第 44 回日本消化吸収学会総会     会長 舩越顕博（福岡山王病院・膵臓内科） 

会 期 2013 年 10 月 9 日（水）～ 12 日（土）（4 日間） 
会 場 グランドプリンスホテル新高輪・国際館パミール・グランドプリンスホテル高輪 

品川プリンスホテル 
展示場 グランドプリンスホテル新高輪 B1F 飛天、他 
 〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1  TEL：03-3442 -1111  
 
展示小間様式<基礎小間> 

使用電力・料金 機器実演用、スポットなどの電気使用の申込は正確にお願いいたします。また、電気工事
費及び使用料は１小間につき 200W までは展示料に含まれています。200W を超える電気工
事費の実費をご負担いただきます。 

展示料金 ①300,000 円 （１小間あたり・基礎小間含む） 
※別添消費税（15,000 円）がかかります。 

 ②70,000 円（１㎡あたり・スペースのみ／20 ㎡以上申込） 
※別添消費税（3,500 円）がかかります。 

展示準備と搬入 2013 年 10 月 8 日（火）        7:00-24:00（予定）特別装飾 
10 月 8 日（火） 12:00-24:00 (予定) 小間の装飾・製品の搬入 

展示期間       2012 年 10 月 9 日（水）～12 日（金） 9:00-17:00 (予定) 
10 月 12 日（土） 9:00-15:00 (予定) 

展示撤去    2012 年 10 月 12 日（土） 15:00-19:00(予定) 
※搬入出は各社の時間を事務局で指定する計画搬入出を予定しております 

小間割り  事務局にご一任下さい。（2013 年 8 月末頃、小間割り・搬入時間など詳細送付予定） 
申込締切り 2013 年 5 月 10 日（金）必着 ※7 月にはプログラム集の編集作業に入りますので 
                      ご協力のほどお願いいたします。       
申込方法 別紙の展示申込書に必要事項を記入の上、下記事務局宛お申し込み下さい。 
申込先 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 6 階 
 株式会社コングレ 
 第 21 回日本消化器関連学会週間 展示担当：飯塚 勝、鈴木 規史 
 Tel 03-5216-5318   Fax03-5216-5552 
出展料振込み   請求書を 5/15 に送付いたしますので、6 /28 までにご入金の完了をいただきたく 
    お願い申しあげます。なお、期日までにお振込みがない場合は、出展取り消しとさせて 
    いただきます。また、入金後の取消に伴う返金は致しかねます。予めご了承下さい。 
その他     会場のスペースの都合で、お申込みの㎡数を取れない場合もありますので、予めご承知 

おきください。 

パラペット ●24cm（巾）×180cm（長さ） 
社名板 ●統一した書式で作成〔※1 社 1 枚〕

基礎照明 ●パラペットの裏側に 40W 蛍光灯を 

  １小間ずつ付設 

電源     ●1小間あたり100V 200W(コンセント

2 口)まで付設 

社名版 パラペット
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第 21 回日本消化器関連学会週間展示会 ≪申込書≫ 

受領日 申込番号 

  

 

送付先 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 6 階 
 株式会社コングレ 
 第 21 回日本消化器関連学会週間 展示担当：高橋 啓、鈴木 規史 
 Tel 03-5216-5318   Fax03-5216-5552 
 

社名  

住所 〒 

  

担当者 ご所属  

 ご氏名  

電話  ファックス  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 

申込み小間数 基礎： 小間 スペース： m2

使用電力 100V： W 200V： W

社名板 不要    要   

（記載事項：                             ）

展示台  不要    要  （   台）  

 

【スペース小間寸法】 

※スペースにてお申し込みの場合、 

   右記にて（）内に寸法をご記入 

下さい。 

 

出展料金 円（税抜き）

 

主な出展内容  

 

 
 

 

小間 （      m） 

正面 

（      m） 


