
E-mail: sp-83jsh@jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 

 
第 83 回日本血液学会学術集会 

コーポレートパートナー申込書（1/7）【提出必須】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

住所 〒 

 

 

ご担当者 氏名  

部署  

TEL  

FAX  

E-mail  

備考 

 
2 社共催のご希望等が 

あればご記入ください。 

 

 

 

お問合せ先：第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 

株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-12-10 四国第二ビル 2 階 

TEL:03-5283-6778 E-mail：sp-83jsh@ jcs-c.com 

学術集会 URL：http://www.jshem.or.jp/83/ 

 

申込期限 ： 2021 年 1 月 31日（日） 
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E-mail: sp-83jsh@jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 

 
第 83 回日本血液学会学術集会 

コーポレートセミナー申込書（2/7）【提出必須】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

氏名  

 

申込内容 

 
ご希望の日付、会場席数、 

オンデマンド配信希望を 

チェックください。  

開催枠については主催者 

にて最終決定をいたします

ので、ご一任ください。 

 

※コーポレートパートナー基本共催費にランチョンセミナー1枠の 

実施権利が含まれます。 
 
ランチョンセミナー 1枠 

希望日について、チェックをお願いいたします。 

□9月 23日（木・祝） □9月 24日（金） □9月 25日（土） □いずれも可 
 
希望会場席数について、チェックをお願いいたします。 

□301～500席 □151～300席 □150席未満 

【オンデマンド配信 希望】 

オンデマンド配置の希望を、チェックをお願いいたします。 

□希望する □希望しない 

セミナー希望内容 

 
テーマ、座長名、演者名を 

ご記入ください。  

ただし、主催者で調整の上、

決定させていただきますの

でご了承ください。 

 

テーマ： 

 
 
座長（第 1希望）：         所属：                    
 
座長（第 2希望）：         所属：                    
 
座長（第 3希望）：         所属：                    
 
演者（第 1 希望）：        所属：                    
 
演者（第 2 希望）：        所属：                
 
演者（第 3 希望）：        所属：                   

 

海外招待演者 

※学術集会 海外招待演者のうち、コーポレートセミナーでの講演を希望される演者、および、御社で招聘を 

予定されている海外演者をお知らせください。また、御社における招聘条件・スポンサーシップについての規定が 

あればご記入ください。 

 

備考 

 
座長/演者の組み合わせ、 

会場規模、セミナー調整等、 

ご不明な点や、貴社のご希望 

等があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

申込期限 ： 2021 年 1 月 31日（日） 
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E-mail: sp-83jsh@jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 

 
第 83 回日本血液学会学術集会 

コーポレートセミナー申込書（3/7）【追加希望の場合、要提出】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

氏名  

 

申込内容 

 
ご希望の枠、日付、会場席数、 

オンデマンド配信希望を 

チェックください。  

開催枠については主催者 

にて最終決定をいたします

ので、ご一任ください。 

 

※コーポレートセミナー追加をご希望の場合、以下にご回答を
お願いいたします。 

 
コーポレートセミナー追加希望枠① 

□ランチョンセミナー □モーニングセミナー □イブニングセミナー 

□いずれも可 
 
希望日について、チェックをお願いいたします。 

ランチョンセミナーの場合 

□9月 23日（木・祝） □9月 24日（金） □9月 25日（土） □いずれも可 

モーニングセミナーの場合―□9月 24日（金） □9月 25日（土） □どちらも可 

イブニングセミナーの場合―□9月 23日（木・祝）のみ 
 
希望会場席数について、チェックをお願いいたします。 

□301～500席 □151～300席 □150席未満 

【オンデマンド配信 希望】 

オンデマンド配置の希望を、チェックをお願いいたします。 

□希望する □希望しない 

セミナー希望内容 

 
テーマ、座長名、演者名を 

ご記入ください。  

ただし、主催者で調整の上、

決定させていただきますの

でご了承ください。 

 

テーマ： 

 

座長（第 1希望）：         所属：                    

座長（第 2希望）：         所属：                    

座長（第 3希望）：         所属：                    
 
演者（第 1 希望）：        所属：                    

演者（第 2 希望）：        所属：                

演者（第 3 希望）：        所属：                   
 

海外招待演者 

※学術集会 海外招待演者のうち、コーポレートセミナーでの講演を希望される演者、および、御社で招聘を 

予定されている海外演者をお知らせください。また、御社における招聘条件・スポンサーシップについての規定が 

あればご記入ください。 

 

備考 

 
座長/演者の組み合わせ、 

会場規模、セミナー調整等、 
ご不明な点や、貴社のご希望 
等があればご記入ください。 

 

 

 

申込期限 ： 2021 年 1 月 31日（日） 
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E-mail: sp-83jsh@jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 

 
第 83 回日本血液学会学術集会 

コーポレートセミナー申込書（4/7）【追加希望の場合、要提出】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

氏名  

 

申込内容 

 
ご希望の枠、日付、会場席数、 

オンデマンド配信希望を 

チェックください。  

開催枠については主催者 

にて最終決定をいたします

ので、ご一任ください。 

 

※コーポレートセミナー追加をご希望の場合、以下にご回答を
お願いいたします。 

 
コーポレートセミナー追加希望枠② 

□ランチョンセミナー □モーニングセミナー □イブニングセミナー 

□いずれも可 
 
希望日について、チェックをお願いいたします。 

ランチョンセミナーの場合 

□9月 23日（木・祝） □9月 24日（金） □9月 25日（土） □いずれも可 

モーニングセミナーの場合―□9月 24日（金） □9月 25日（土） □どちらも可 

イブニングセミナーの場合―□9月 23日（木・祝）のみ 
 
希望会場席数について、チェックをお願いいたします。 

□301～500席 □151～300席 □150席未満 

【オンデマンド配信 希望】 

オンデマンド配置の希望を、チェックをお願いいたします。 

□希望する □希望しない 

セミナー希望内容 

 
テーマ、座長名、演者名を 

ご記入ください。  

ただし、主催者で調整の上、

決定させていただきますの

でご了承ください。 

 

テーマ： 

 

座長（第 1希望）：         所属：                    

座長（第 2希望）：         所属：                    

座長（第 3希望）：         所属：                    
 
演者（第 1 希望）：        所属：                    

演者（第 2 希望）：        所属：                

演者（第 3 希望）：        所属：                   
 

海外招待演者 

※学術集会 海外招待演者のうち、コーポレートセミナーでの講演を希望される演者、および、御社で招聘を 

予定されている海外演者をお知らせください。また、御社における招聘条件・スポンサーシップについての規定が 

あればご記入ください。 

 

備考 

 
座長/演者の組み合わせ、 

会場規模、セミナー調整等、 
ご不明な点や、貴社のご希望 
等があればご記入ください。 

 

 

 

申込期限 ： 2021 年 1 月 31日（日） 
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E-mail: sp-83jsh@jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 

 
第 83 回日本血液学会学術集会 

Industry Session 申込書（5/7）【追加希望の場合、要提出】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

氏名  

 

申込内容 

 
ご希望の枠、日付、会場席数、 

オンデマンド配信希望を 

チェックください。  

開催枠については主催者 

にて最終決定をいたします

ので、ご一任ください。 

 

※Industry Session追加をご希望の場合、以下にご回答を 
お願いいたします。 

 
Industry Session希望枠 

□Industry Session 
 
希望日について、チェックをお願いいたします。 

□9月 23日（木・祝）のみ 
 
希望会場席数について、チェックをお願いいたします。 

□301～500席 □151～300席 □150席未満 

【オンデマンド配信 希望】 

オンデマンド配置の希望を、チェックをお願いいたします。 

□希望する □希望しない 

セミナー希望内容 

 
テーマ、座長名、演者名を 

ご記入ください。  

 

テーマ： 

 
 
座長（第 1希望）：         所属：                    
 
座長（第 2希望）：         所属：                    
 
座長（第 3希望）：         所属：                    
 
演者（第 1 希望）：        所属：                    
 
演者（第 2 希望）：        所属：                
 
演者（第 3 希望）：        所属：                   

 

海外招待演者 

※学術集会 海外招待演者のうち、Industry Sessionでの講演を希望される演者、および、御社で招聘を 

予定されている海外演者をお知らせください。また、御社における招聘条件・スポンサーシップについての規定が 

あればご記入ください。 

 

備考 

 
座長/演者の組み合わせ、 
会場規模、セミナー調整等、 

ご不明な点や、貴社のご希望 
等があればご記入ください。 
 

 

 
 

申込期限 ： 2021 年 1 月 31日（日） 
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E-mail: sp-83jsh@ jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 
 

第 83 回日本血液学会学術集会 

展示スペース・展示ルーム申込書（6/7）【申込希望の場合、要提出】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

氏名  

 

申込内容 

 
ご希望の枠数をチェック 

ください。  

開催枠については主催者 

にて最終決定をいたします

ので、ご一任ください。 

 

※展示スペース・展示ルームをご希望の場合、以下にご回答を 
お願いいたします。 

 

展示スペース 

希望申込枠数について、チェックをお願いいたします。 

□申込なし □1枠 希望する □2枠 希望する □3枠 希望する 

 

展示ルーム 

希望申込枠数について、チェックをお願いいたします。 

□申込なし □1枠 希望する □2枠 希望する □3枠 希望する 

備考 

 
ご不明な点や、貴社のご希望 

等があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込期限 ： 2021 年 1 月 31日（日） 
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E-mail: sp-83jsh@ jcs-c.com 
第 83 回日本血液学会学術集会 コーポレートセミナー準備室 行 
 

第 83 回日本血液学会学術集会 

コングレスバッグ申込書（7/7）【申込希望の場合、要提出】 

回答日：      年   月   日 

御社名  

氏名  

 

申込内容 

 
ご希望の口数をチェック 

ください。  

※コングレスバッグ協賛をご希望の場合、以下にご回答を 
お願いいたします。 

 

コングレスバッグ 

希望申込口数について、チェックをお願いいたします。 

□申込なし □1口 希望する □2口 希望する 

備考 

 
ご不明な点や、貴社のご希望 

等があればご記入ください。 

 

 

 

申込期限 ： 2021 年 4 月 30日（金） 


