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謹 啓   

貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、この度第 35回日本内分泌外科学会総会を、2023年 6月15日（木）〜17日（土）に長野県

松本市ホテルブエナビスタで開催させて頂くことになりました。  

本学会は日本甲状腺外科学会と日本内分泌外科学会が統合し、2019年 4月から一般社団法人

日本内分泌外科学会として新たに歩み出しており、学術集会も2022年の第 34回総会（会長　

筑波大学 原尚人教授）から、年1回3日間の開催になりました。信州大学外科学教室では、本学会 

の前身の 2学会のうち、日本甲状腺外科学会（旧甲状腺外科検討会）を第 1回（1968年、丸田

公雄先生）、第7回（1974年、降旗力男先生）、第20回（1987年、飯田太先生）に、日本内分泌外

科学会総会を第 6回（1994年、飯田太先生）に開催させて頂いており、今回 29 年ぶりに松本で

開催できることを大変光栄に思っております。 

本学会は、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵内分泌、乳腺の腫瘍性疾患と機能性疾患に関して、外科、

耳鼻咽喉科、頭頸部外科、泌尿器科、放射線科、病理診断科、内科など、基盤領域の異なる医療

者が一堂に会して議論する集学的な特徴を有する学会です。第 35回総会では、テーマを「こころ

分子におきてメスを構える」とさせて頂き開催の予定です。この言葉は、熊本大学の教授をお務

めになられた小川道雄先生が 20年以上前に述べられたものです。固形腫瘍の治療での外科的治療

の重要性は、今後も失われることはないと考えますが、多様な分子標的薬の開発やがんゲノム

医療の推進に伴い、腫瘍のバイオロジーに基づく治療戦略の重要性が増しており、まさに「こころ

分子におきてメスを構え」、腫瘍に立ち向かう時代になってきていると考えます。多くの皆様に

松本にご参集頂き、がんゲノム医療の展望も含め、今後の内分泌外科領域の診断や治療の発展に

繋がる充実した学術集会となるよう、現在、鋭意企画を進めているところでございます。 

会の運営にあたり、本来であればその経費は総会への参加登録料で賄うべきでありますが、参加

者が個人で負担できる金額には限りがあり、諸経費の相当額をご援助に頼らざるを得ないのが実

情でございます。つきましては本趣意書に記載させて頂きました通り、協賛企業の募集を行わせ

て頂きます。本学会総会および当分野に関連される企業の皆様におかれましては、趣旨にご賛同

を頂きたく格別のご高配をお願い申し上げる次第でございます。諸事ご多用の折、誠に恐縮では

ございますが、何卒ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹 白  
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会場のご案内

電車でお越しの方へ

ＪＲ中央本線、篠ノ井線、大糸線、アルピコ交通上高地線　松本駅下車　徒歩７分

車でお越しの方へ

【１】最寄りのインターチェンジは、長野自動車道・松本I.Cです。

【２】松本市内方面へ直進後、ＪＲガード下をくぐり「中央１丁目」交差点を右折します。

【３】松本駅前を直進し、松本バスターミナル前の交差点を左折、右手に松本信金の見え

る交差点を右折、FM長野前の交差点を右折、FM長野と「牡丹園」に挟まれた道に入

り右折すると駐車場に到着いたします。
　　　※駐車券はフロントまでお持ちください。

飛行機でお越しの方へ

札幌、神戸、福岡より信州まつもと空港へ。

信州まつもと空港からは、バスにて約25分で松本バスターミナルにお越しいただけます。

松本バスターミナル下車後、徒歩５分でホテルブエナビスタへ到着いたします。

バスでお越しの方へ

新宿・名古屋・大阪・長野より高速バスおよび各路線バスをご利用ください。

松本バスターミナル下車後、徒歩５分でホテルブエナビスタに到着いたします。

 

名     称 第 35 回日本内分泌外科学会総会 ：

会     期 2023 年 6 月 15 日（木）～17 日（土） ：

会     場 ホテル ブエナビスタ 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1  
Tel: 0263-37-0111（代表） 
http://www.buena-vista.co.jp/ 

：

主     催 一般社団法人 日本内分泌外科学会 ：

会     長 伊藤 研一  
（信州大学医学部外科学教室  乳腺内分泌外科学分野  教授）

：

テ  ー  マ 「こころ分子におきてメスを構える」 ：

約 700 名（予定） 参加予定人数 ：

参  加  費 12,000 円（予定） ：

https://gakkai-e.jp/35jaes ホームページ  ：

主 催 事 務 局 信州大学医学部外科学教室 乳腺内分泌外科学分野 
〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1   
TEL：0263-37-2657  FAX：0263-37-2721 

：

運 営 事 務 局 ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1  
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

：

開 催 概 要
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4. 会場決定と今後のスケジュールについて  

会場及び開催日については、プログラムの内容等を考慮の上、事務局にて決定させていただ

きます。貴社のご希望を優先させていただきますが プログラムの都合上ご希望に添えない場

合もございます。その際はどうぞご容赦くださいますようお願いいたします。 

5. 共催費用に含まれるもの 

     

 
プロジェクター 1台 

スクリーン 1台 

 

PC(Windows) 1台 

モニター・マウス・キーボード(演者卓) 1台 

レーザーポインタ(演者卓) 1本 

遠隔操作システム(スイッチャー) 1式 

卓上ライト(司会・演者・進行席) 各 1台 

デジタル計時回線(司会・演者卓) 各 1台 

 

司会席・演者席マイク 1本 

質疑応答用マイク 2本 

照明使用料 1式 

 

学会参加証 1枚 

抄録集 1冊 

映像オペレーター 1名 

6． 共催費用に含まれないもの 

下記の内容は、貴社にて別途ご負担いただきます。 

各種追加手配事項に関しましては、後日運営準備室よりお伺いいたします。 

   

控室 

会場内での参加者のお弁当とお茶 

録音・収録 

氏名掲示 

スタッフ資料・お弁当配布係 

照明係 

進行・タイムキーパー 

アナウンサー 

    

司会・講師のご飲食関係 

お打合せ用機材 

PC(Windows) 

スクリーン 

プロジェクター 

 会場前・控室前 

 

司会・講師への謝礼・旅費 

ポスター・チラシ等の印刷物制作費 

規定時間外の控室利用 

会 場 会場利用料

会場機材

会場機材

音響・照明

そ の 他

会 場

控 室

看 板

そ の 他

 
◆第35回日本内分泌外科学会総会 共催セミナーへの共催社を募集します。  

 

1．  開催形態   

第35回日本内分泌外科学会総会との共催となります。  

 

共催：第35回日本内分泌外科学会総会  

○○○○株式会社  

 

2． 共催費  

 

開催日 
時間 

（予定） 
セミナー名 座席数 

募集 

枠数 

共催費 

（税込） 

ランチョン 1 450席 1 ¥2,200,000 

ランチョン 2 450席 1 ¥2,200,000 

ランチョン 3 200席 1 ¥1,650,000 

イブニング 1 450席 1 \1,980,000 

イブニング 2 450席 1 \1,980,000 

モーニング 1 450席 1 \1,980,000 

ランチョン 4 450席 1 ¥2,200,000 

ランチョン 5 450席 1 ¥2,200,000 

ランチョン 6 200席 1 ¥1,650,000 

モーニング 2 450席 1 \1,980,000 

ランチョン 7 450席 1 ¥2,200,000 

ランチョン8 450席 1 ¥2,200,000 

ランチョン 9 200席 1 ¥1,650,000 

 ※ 日本製薬工業協会「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき、貴社が

共 催費を公表することについて了承いたします。  

※ 上記料金には消費税10％が含まれております。  

 

3. プログラム・司会・講師について  

テーマ・司会・講師については、本事務局と協議の上、決定させて頂きます。お申し込み

時に現状の案をご記入の上お申し込みください。

共催セミナー 募集要項

6月 15日(木) 

6月 16日(金) 

6月 17日(土) 

12:00-13:00 

16:00-17:00 

8:00- 9:00 

12:00-13:00 

8:00- 9:00 

12:00-13:00 

(※ 座長・演者との交渉は事務局からの指示の後に行っていただきますようお願いいたします。)
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◆第35回日本内分泌外科学会総会の抄録集広告を掲載いたします。 

1. 広告媒体名称 

第35回日本内分泌外科学会総会 抄録集 

2. 配布対象 

学会会員、参加者および関係者 

3. 発行部数 

1,300 部(予定) 

4. 媒体作成費 

1,800,000円（税込） 

5. 依頼社数 

約15 社  

6. 広告掲載料 

種類 口数 
料金 

（税込） 

表 2（モノクロ） 1 ¥165,000 

表 3（モノクロ） 1 ¥165,000 

表 4（モノクロ） 1 ¥220,000 

後付け 1頁（モノクロ） 2 ¥110,000 

後付け 1/2頁（モノクロ） 10 ¥88,000 

 
※ 表 2、表 3、表 4 の申込多数の場合は事務局に決定をご一任ください。  

※ 上記料金には消費税 10％が含まれております。  

7. 広告原稿 ： 電子媒体（CD-ROM、DVD-ROM、Eメール添付） 

※サイズ :A4サイズ（表2・表3・表4 はカラー可（金額はお問合せください）  
後付 1 頁・1/2 頁はモノクロのみ） 

8. 申込方法  

 下記URL または QR コードよりオンライン申込フォームにてお申込ください。 

URL：https://forms.gle/RngY4mVBFKHVoMyY9 

広告協賛 募集要項

 

7. 申込締め切り 

2023年1月末日 

 

8. 申込方法 

下記URL または QR コードよりよりオンライン申込フォームにてお申込ください。  

オンライン申込フォーム（共催セミナー）  

URL：https://forms.gle/5jUifM3nM4nf2UDZ6 

9．  申込キャンセル  

申込後の取消しは、原則として受けかねます。 

 自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、 
行政機関の指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開

催を制限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しな

い場合があります。予め、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 

10．   

共催枠確定後（2023年3月頃）、請求書をお送りしますので、１ヶ月以内に請求書に記載の指

定口座にお振込みください。なお、振込手数料は共催企業様にてご負担願います。  

 

【申込書送付ならびにお問い合わせ先】  
第35回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1  
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

共催費のお支払い

(1）

(2) 
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◆第35 回日本内分泌外科学会総会 展示会の出展社を募集します。 
 
1. 展示会名称 
第35回日本内分泌外科学会総会 展示会 
 

2. 開催日時 
2023年6月15日（木）9:00 ～ 6月17日（土）16:00（予定） 

搬入・設置 (予定）： 2023年6月14日（水）17：00～19：00 
展    示 (予定)： 2023年6月15日（木）9：00～ 

           2023年6月16日（金）9：00～ 

           2023年6月17日（土）9：00～16：00 

撤去・搬出 (予定) : 2023年6月17日（土）16：00〜17：00 

 

3.展示会会場 

〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 ホテルブエナビスタ 

 

4.出展対象 

医療機器・検査機器・書籍・医薬品・医療情報機器・システム他、当方の認めたもの 

 

5. 出展料金(税込) 

付設展示 

付設展示種類 単位 小間サイズ 出展料金（税込） 募集数 

基礎小間 1小間 1,800×900×2,100 275,000円 5小間 

※上記料金には消費税 10％が含まれております。 

書籍展示 

種類 規格 出展料金（税込） 募集数 

書籍展示   机１本11,000円 1 

※上記料金には消費税 10％が含まれております。 

※テーブルに白布を掛けてお渡しします。バックパネル・社名版・蛍光灯は設置されません。 

6. 小間仕様 

◇ 基礎小間（パッケージブース）1 小間 = 間口1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.1m 

・間仕切りの後壁 

・社名板・展示台 1台(W1800×D900×H700)、白布付き(但し商品の上にかけるクロスはご持参ください)

※展示台不要の場合は、その旨ご連絡ください。 

長机(1800mm×900mm)× _希望出展本数

出展協賛 募集要項

10. 発行予定日 

2023年 5月下旬 

※ 広告掲載企業様には1冊進呈いたします。 

 

11. 申込キャンセル 

申込後の取り消しは、原則としてできません。やむを得ず取り消される場合は、お支払い済

みの広告料のご返金はいたしかねます。予めご了承ください。 

 

12. お振込み 

掲載ページ確定後、請求書をお送りしますので、１ヶ月以内に請求書に記載の指定口座にお

振込みください。なお、振込手数料は各社様にてご負担願います。 

 

13. 注意事項 

掲載ページについてはなるべくご希望に沿うようにいたしますが、最終的な決定は学会事務

局が行いますので予めご了承ください。また、広告内容に起因する名誉毀損の請求又は訴訟、

プライバシーの侵害、著作権の侵害及びその他の請求、訴訟に関しては、一切責任を負いま

せんのでご了承ください。 

【申込書送付ならびにお問い合わせ先】 

第35回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1  
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666 
E-mail：35jaes@gmail.com 

9. 申込締切  

申込締切日   : 2023 年 1 月末日   

原稿送付期限 : 2023 年 1 月末日
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・出展物の販売の禁止 

会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。但し、当方の認めたものは、限

定的に許可する場合があります。 

10. 申込締切 

2023年 1月末日  

・但し募集小間数に達し次第、申込を締め切る場合があります。 

・会場の管理 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力

による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

・会場・会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により会場・会期・開場時間を変更する場合があります。この変更を理由と

して出展申込を取り消すことはできません。またこれによって生じた損害は補償できかねます。 

・総会への参加資格について 

出展社の第 35 回日本内分泌外科学会総会 展示会の講演会場及び関連プログラムへの参加は認

められておりません。但し展示会場への出入りが可能な出展者用ネームプレート(ホルダー付)

を 10枚までご用意いたします。 

・抄録集 

出展社には、当日抄録集を 1部、無償で提供させていただきます。 

9. 申込方法 

下記URL または QR コードよりオンライン申込フォームにてお申込ください。 

オンライン申込フォーム（展示） 

URL：https://forms.gle/2FesBMYkaeXrT8s37 

基礎小間姿図

2100 

900 

1800 

720 

○○○○㈱ 社名プレート 
FL40W 

・出展者へのご案内 

出展社説明会は行いません。申込締め切り後、順次小間割、搬入、装飾、管理などについて詳

細をご連絡します。什器・照明器具などのリースも、この時にご案内します。 

8. 注意事項 

・薬事法未承認品の展示について 

薬事法未承認品の展示を希望される場合は、出展申請書および出展理由説明書をご提出くださ

い。展示が認められましたら、後日主催より出展要請書を発行いたします。 

・展示スペースの転売 

展示スペース一部またはすべてについて、転売、譲渡は禁止されております。  

7. 小間の配置 

・展示小間の決定 

展示小間の配置は、申込締切後に当方で決定します。 

◇その他オプション品 

 

本展示会ではご希望の方に有償で電気(コンセント)を(交流単相二線式 100V50Hz)を小間まで

供給します。電気、追加コンセント、スポットライトの設置を希望される場合は出展料とは別

に費用がかかります。詳細は、会期 1 ヵ月前までに展示事務局よりご案内させて頂きます。
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供給します。電気、追加コンセント、スポットライトの設置を希望される場合は出展料とは別

に費用がかかります。詳細は、会期 1 ヵ月前までに展示事務局よりご案内させて頂きます。
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1. 募金の名称 ： 

 

2. 募集期間  ： 

3. 募金目標額  

4. 寄付を必要とする理由：本来、学会は会員の参加費にて運営されるべきものと承知しており

ますが、事前準備や会場費・機材費など諸費用の負担は年々高まっております。学会の自助

努力のみにて初期の目標・目的を達成するような学会運営は困難な状況でございます。参加

者が個人で負担できる金額にも限界がございます。このため必要経費の相当額は、諸企業や

関係の皆様からのご浄財によるご援助に頼らざるを得ないのが実情でございます。誠に恐縮

に存じますが、本会が多大な成果をあげるために、ぜひともご支援を賜りたく存じます。

 

 

 

5. 対象先： 製薬業界、医療機器業界、関連医療機関、信州大学外科同門会、他 

6. 寄付金の使途 ： 第 35 回日本内分泌外科学会総会の準備ならびに運営経費に充てます。 

7. 申込方法 ： 趣意にご賛同賜りご協力いただけます場合は、 

下記URL または QR コードよりオンライン申込フォームにてお申込ください。 

寄付申込フォーム 
URL:https://forms.gle/9jA3YtfdnoRGqA99A 

 

8. お支払い 

お申込みから１ヶ月以内に下記の指定口座にお振込みください。 

なお、振込手数料はご負担願います。
 

金融機関名：長野銀行  
支 店 名 ：本店営業部（店番号 100） 
口座種別 ：普通預金  
口座番号 ：8887233 
口座名義 ：第 35 回日本内分泌外科学会総会 会長 伊藤研一 
（カナ）    ダイ 35 カイニホンナイブンピツゲカガッカイソウカイ 

【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

寄付金 募集要項

第 35 回日本内分泌外科学会総会 

2022年 7月から 2023年 6月 15日 

2,000,000円 ：

 免税措置：この寄付金は一般寄付金ですので、税法上の損金算入等の優遇措置は講ぜられて

おりませんのでご了承ください。  

12. 出展料のお支払い 

出展場所が確定後、請求書をお送りしますので、１ヶ月以内に請求書に記載の指定口座にお振

込みください。なお、振込手数料は出展各社様にてご負担願います。 

【申込書送付ならびに問い合わせ先】 
第35回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1  
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

11. 申込キャンセル 

(1）申込後の取消しは、原則として受けかねます。 

(2) 自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の 

損壊、行政機関の指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が 
催事開催を制限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返

 
金しない場合があります。予め、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
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その他、ご希望またはお問い

合わせがあれば記入ください。

FAX送信先：0263-37-0666         
Eメール：35jaes@gmail.com 

     プログラム・抄録集 広告掲載 申込書            

【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

 

申込期限：2022年  月 日  

第 35 回日本内分泌外科学会総会 

*印刷物等への掲載時に使用させていただきます。

□表2（165,000円）□表3（165,000円）□表4（220,000円）

□後付け1頁（110,000円） □後付け1/2頁（88,000円）

ご希望の種類に☑をお付け下さい

申込日 年 月 日

会社名・団体名

実務担当者の氏名

実務担当者の所属

所在地の郵便番号
（例：100-0001）

所在地

電話番号

メールアドレス

ご希望の広告媒体を選択して

ください。

表紙（表 4、 2、 3）は、

お申込先着順となりますので

あらかじめご了承ください。

(各種金額は消費税10％込です。）

所在地

電話番号

メールアドレス

希望開催日程及びセミナー名

開催日をご記入ください。

希望のテーマ

希望の座長(お名前・ご所属)

希望の演者(お名前・ご所属)
未定の場合は未定と記載ください。

その他、ご希望またはお問い

合わせがあれば記入ください。

FAX送信先：0263-37-0666          申込期限：2022年  月 日  
Eメール：35jaes@gmail.com 

         共催セミナー 申込書               
申込日 年 月 日

企業名
*印刷物等への掲載時に使用させていただきます。

実務担当者の氏名

実務担当者の所属

お名前

ご所属

お名前

ご所属

【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

第 35 回日本内分泌外科学会総会 

開催日

第1希望

セミナー名

第2希望

所在地の郵便番号
（例：100-0001）
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その他、ご希望またはお問い

合わせがあれば記入ください。

FAX送信先：0263-37-0666         
Eメール：35jaes@gmail.com 

     プログラム・抄録集 広告掲載 申込書            

【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

 

申込期限：2022年  月 日  

第 35 回日本内分泌外科学会総会 

*印刷物等への掲載時に使用させていただきます。

□表2（165,000円）□表3（165,000円）□表4（220,000円）

□後付け1頁（110,000円） □後付け1/2頁（88,000円）

ご希望の種類に☑をお付け下さい

申込日 年 月 日

会社名・団体名

実務担当者の氏名

実務担当者の所属

所在地の郵便番号
（例：100-0001）

所在地

電話番号

メールアドレス

ご希望の広告媒体を選択して

ください。

表紙（表 4、 2、 3）は、

お申込先着順となりますので

あらかじめご了承ください。

(各種金額は消費税10％込です。）

所在地

電話番号

メールアドレス

希望開催日程及びセミナー名

開催日をご記入ください。

希望のテーマ

希望の座長(お名前・ご所属)

希望の演者(お名前・ご所属)
未定の場合は未定と記載ください。

その他、ご希望またはお問い

合わせがあれば記入ください。

FAX送信先：0263-37-0666          申込期限：2022年  月 日  
Eメール：35jaes@gmail.com 

         共催セミナー 申込書               
申込日 年 月 日

企業名
*印刷物等への掲載時に使用させていただきます。

実務担当者の氏名

実務担当者の所属

お名前

ご所属

お名前

ご所属

【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

第 35 回日本内分泌外科学会総会 

開催日

第1希望

セミナー名

第2希望

所在地の郵便番号
（例：100-0001）
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FAX送信先：0263-37-0666             募集期限：2023 年  月  日 
Eメール：35jaes@gmail.com 

第 35 回日本内分泌外科学会総会 
                    寄付金 申込書             

 

 
【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

申込日  年 月 日

*印刷物等への掲載時に使用させていただきます。
企業名

電話番号

メールアドレス

振込予定日

その他、ご希望または

お問い合わせがあれば記入ください。

年 月 日

金融機関名：長野銀行  
支 店 名 ：本店営業部（店番号 100） 
口座種別 ：普通預金  
口座番号 ：8887233 
口座名義 ：第 35 回日本内分泌外科学会総会

会長 伊藤研一

（カナ）

【振込先】

ダイ35カイニホンナイブンピツゲカガッカイソウカイ

実務担当者の氏名

実務担当者の所属

円也寄付金額

  

FAX送信先：0263-37-0666           
Eメール：35jaes@gmail.com 

第 35 回日本内分泌外科学会総会 
                 企業展示 申込書                     
申込日  

*印刷物等への掲載時に使用させていただきます。

お申し込み小間数

展示内容の概要

社名版用標記名

申込期限：2022年  月 日  

使用する（    口）・（     kw）□

使用しない  □

【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
第 35 回日本内分泌外科学会総会 運営事務局 
ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 
TEL：0263-37-0777 FAX：0263-37-0666   
E-mail：35jaes@gmail.com 

会社名・団体名

実務担当者の氏名

実務担当者の所属

所在地の郵便番号
（例：100-0001）

所在地

電話番号

メールアドレス

年 月 日

電気利用　※有償
「交流単相二線式100V50ヘルツ」を
開閉器にて小間まで供給

その他ご連絡事項等が

ございましたらご記入ください。

【基礎小間】1小間（1,800mm×600mm×2,100mm）
　　　　　　：275,000円（税込）
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【申込書送付ならびに問い合わせ先】  
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ホテルブエナビスタ 営業部 長谷川一夫 
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会社名・団体名

実務担当者の氏名

実務担当者の所属
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（例：100-0001）

所在地
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その他ご連絡事項等が
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【基礎小間】1小間（1,800mm×600mm×2,100mm）
　　　　　　：275,000円（税込）
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