各位
第 14 回医療系e ラーニング全国交流会
企業展示・広告掲載およびランチョンセミナー募集のご案内
拝啓
貴社におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より、ご支援、
ご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2019年 12月 21日（土）
・22日（日）の２日間、広島大学 霞キャンパス
広仁会館において第14回 医療系e ラーニング全国交流会を開催させていただくこと
となりました。
本交流会は、医療系e ラーニングに関する分野で学術研究、教育普及活動を行い、
日本の医療系e ラーニングを発展させ、国民の保健ならびに公益の増進に寄与すること
を目的としております。年に1 回の交流会では多くの演題と活発な討議が行われ、今
後の医学の発展に寄与するものにしたいと存じます。
今回の総参加数は、約100 名を予定しております。
つきましては、別紙の要綱にて会期中会場でのご出展および当該抄録集等へのご案
内を申し上げますので、是非とも貴社にご協力賜りたく各位のご理解と支援を、よろ
しくお願いいたします。
ご賛同いただける場合、末尾添付申込用紙をご利用の上、お申込みいただければ幸
甚に存じます。
末筆ながら貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
謹白
2019年 7月 吉日
第 14 回医療系e ラーニング全国交流会
大会長・事務局長
広島大学 中谷 久恵

第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会
ご出展・ランチョンセミナー / 広告掲載 募集要項
１．交流会開催概要
（１）会 期：2019年 12月 21日（土） ～ 2019年 12月 22日（日）
（２）場 所：広島大学 霞キャンパス 広仁会館
〒734-8553 広島市南区霞 1-2-3
（３）対 象：全国の医療系にかかるICT 活用教育関係者
(想定数 100 名)
（４）目 的：医療系大学における ICT 活用の発展に資すること
２．募集する内容
（１）企業展示
・当日の展示会場における機器・教材等の展示・販売
・1 小間の出展費用には、4 名分の大会参加費と情報交換会費4 名分、
ランチョンセミナー発表費用が含まれます。
（２）抄録集への広告掲載
・広告掲載費用には、1 件につき1 名分の大会参加費が含まれます。
情報交換会費は別途お支払ください。
３．お問い合わせ先
第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会 事務局
広島大学
中谷久恵、菅井敏行、藤田麻理子
TEL：082-257-5421 / e-mail： office@jmel14th.hiroshima-u.ac.jp
４．諸料金のお振り込み先
下記の口座に、期日までにお振込みください。
医療系e ラーニング全国交流会
（ｲﾘｮｳｹｲｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾞﾝｺｸｺｳﾘｭｳｶｲ）
端末の場合すべてが表示されない場合があるかもしれません
・ゆうちょ銀行からの振込みの場合
ゆうちょ銀行 【記号】14040 【番号】51390831
・ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込みの場合
ゆうちょ銀行 【店名】四〇八（読み ヨンゼロハチ）
【店番】408 【預金種別】普通預金
【口座番号】5139083

第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会
出展・ランチョンセミナー 募集要項
１．展示日時 ： 2019年 12 月 21日（土）10：00 ～ 22日（日）12：00
２．展示会場 ：広島大学 霞キャンパス 広仁会館
〒734-8553 広島市南区霞1-2-3
３．募集展示数 ： 10 小間 (2m×2m)
お申し込みが多い場合は、先着順とさせていただきます。
募集数は変更となる場合があります。
４．小間配置 ： 事務局にて調整の上、決定させていただきます。
５．展示面積と費用 ：
・1 小間につき 55,000 円
※テーブル、椅子、電源をご用意いたします。
・費用には、4 名分の大会参加費、4 名分の情報交換会費および、
ランチョンセミナー発表費用を含みます。
６．スケジュール：
・展示時間
2019年 12月 21日（土）10：00 ～ 22 日（日）12：00
・展示の搬入は各社様でお願いします。
・企業展示にあたり、以下の方法で物品の搬入をしていただくことができ
ます。
1） 運送業者をご使用の場合
物品の搬入に運送業者をご使用の場合、以下の宛先に直接搬入して
頂いてください。
【住所】〒734-8553
広島市南区霞1-2-3
広島大学 霞キャンパス 広仁会館
【宛名】第 14回医療系 eラーニング全国交流会事務局
搬入希望時間：
（1）12 月 20 日（金）前日 13～16 時

菅井 敏行

2） 直接の搬入の場合

自動車等で直接搬入の場合は第14回医療系eラーニング全国交流会事務局
の菅井（office@jmel14th.hiroshima-u.ac.jp）まで12 月 16日（月）ま
でにご連絡ください。直接搬入について調整いたします。
（1）12 月 20 日（金）前日 13～16 時
（2）12 月 21 日（土）当日 8 時 30 分以降
・展示の撤収は12 月 22日（日）の 14：00 までにお願いします。
７．ランチョンセミナー
・日時 ：2019年 12月 21日（土）12：00～13：50（予定）
（午前のプログラム終了後）
・会場 ：広島大学 霞キャンパス 広仁会館
・発表時間 ： 1 社あたり4 分
➢ プロジェクタを用意します。
８．お申込方法 ：別紙「出展申込書」に必要事項をご記入の上、
E-mail（PDF ファイル添付）にてお送りください。
申込締切は 2019年 10月 31日（木）とさせていただきます。
９．展示費払い込み方法 ：
11月初旬に請求書をお送りさせていただきますので、
11 月 29 日（金）までにお振り込みをお願いいたします。

【お申し込み・お問い合せ先】
第 14回医療系ｅラーニング全国交流会 事務局
広島大学 中谷 久恵、菅井 敏行、藤田 麻理子
TEL：082-257-5421 / e-mail：office@jmel14th.hiroshima-u.ac.jp

＜出展申込書 送付先＞
e-mail：office@jmel14th.hiroshima-u.ac.jp
第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会
事務局代表 広島大学 中谷 久恵 行

第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会 出展申込書
第 14 回医療系 e ラーニング全国交流会
大会長
中谷 久恵
殿
第 14 回医療系e ラーニング全国交流会 における
企業出展・ランチョンセミナーを申込みいたします。
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第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会
広告掲載 募集要項
１．掲載誌 ： 第14回医療系ｅラーニング全国交流会 抄録集（Ａ４版）
２．制作部数 ： 200 部
３．広告タイプ ：
抄録集広告（モノクロ印刷）
：後付 本文後
・ A4 縦 1 面 20,000 円
・ A4 縦 1/2 面 15,000 円
※1 件の広告につき 1 名分の大会参加費用を含みます。
４．お申込方法 ：
別紙「広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、電子メール添付にて
お送りください。
※申込締切 2019年 10月 2日（水）
５．データ送付方法 ：
• 用紙設定 ： A4 縦（高さ297mm、幅210mm） 色数：1 色
• 版下は、デジタルデータでご送付ください。
• データ形式 ： イラストレーターCS4 まで（Windows, Macとも）
• データ記憶メディア ： CD-R
※容量によってはメールでの添付、クラウド経由のデータ授受も承りま
すので、別途ご相談ください。
• 文字はすべてアウトラインにしてください。
• データと出力見本を添付して、事務局宛にお送りください。
６．データ送付締切 ：
2019年 10月 31日（木）
７．広告掲載費払い込み方法 ：
11月上旬に請求書をお送りさせていただきますので、
11月 29日（金）までにお振り込みをお願いいたします。

【お申し込み・お問い合せ先】
第 14回 医療系ｅラーニング全国交流会 事務局
広島大学 中谷 久恵、菅井 敏行、藤田 麻理子
TEL：082-257-5421 / e-mail：office@jmel14th.hiroshima-u.ac.jp

＜広告掲載申込書 送付先＞
e-mail：office@jmel14th.hiroshima-u.ac.jp
第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会 事務局
広島大学
中谷 久恵 行

第 14 回医療系ｅラーニング全国交流会 広告掲載申込書
第 14回医療系 e ラーニング全国交流会
大会長 中谷 久恵 殿
第 14 回医療系e ラーニング全国交流会 における
広告掲載を申込みいたします。
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A4

縦

1 面

A4

縦 1/2 面

内容

金額

後付

20,000 円

本文後

15,000 円

ご記入日：

貴社名

月

日

印

ご担当部署
ご担当者名
ご住所
TEL
ご連絡先

申込欄（○印）

携帯
e-mail

FAX

