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ご挨拶
拝啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、The 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology （WCP2018）を

2018年7月1日（日）～6日（金）の6日間、国立京都国際会館において開催することになり
ました。
WCPは4年ごとに開催する会議であり、1961年の第1回から当会議で第18回を迎える、
薬理学分野で最も歴史のある国際会議です。日本での開催は、第8回以来、37年振り、
2回目となります。
本会議のテーマは「Pharmacology for the Future -Science, Drug Development and
Therapeutics-」とし、薬理学および臨床薬理学に関する最新の研究成果の国際的な発
表、情報交換の場を提供し、社会への啓発、教育の向上と発展、国際的人的交流、産

学の連携を推進することを目的としています。
学会の運営については、できるだけ簡素、質素を旨といたす所存です。しかしながら、
参加費のみで運営するには限度があり、内容を充実させ、その成果をより大きなものと
するために、是非各方面 からのご支援を賜りたいと存じます。趣旨ご理解の上、ご協力
賜れば幸甚です。宜しくご協力をお願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴社の今後益々のご発展をお祈り申し上げます。
敬具

The 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology
（WCP2018）
会長 成宮 周
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開催概要
１．会議名
英文名：The 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology
和文名：第18回国際薬理学・臨床薬理学会議
略称 ：WCP2018

２．主催
公益社団法人日本薬理学会、一般社団法人日本臨床薬理学会
第18回国際薬理学・臨床薬理学会議組織委員会
日本学術会議

３．会期
2018年7月1日（日）～6日（金）

４．開催場所
国立京都国際会館
〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池

５．参加予定人数
合計4,000名（国外 1,500人

国内 2,500人）

６．過去開催状況
開催年

開催地

1961年（第1回）

スウェーデン（ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ）

1981年（第8回）

日本（東京）

2001年（第14回）

アメリカ（ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ）

2006年（第15回）

中国（北京）

2010年（第16回）

デンマーク（ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ）

2014年（第17回）

南アフリカ（ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ）

2018年（第18回）

日本（京都）
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７．会議構成
テーマ：Pharmacology for the Future -Science, Drug Development and Therapeutics言語

：英語

プログラム：Plenary Lecture、Cutting Edge Lecture、Tan Prize Lecture、
Opening Lecture、Opening Symposium、Symposium、
Oral/Poster presentation（予定）

８．組織委員会
成宮 周
川合 眞一
飯野 正光
三品 昌美
松木 則夫
赤池 昭紀
大橋 京一
渡邉 裕司
熊谷 雄治
山崎 力
橋本 均
池谷 裕二
今井 由美子
萩原 正敏
上田 泰己
矢部 千尋
手代木 功

京都大学
会長
東邦大学
副会長
日本大学
事務総長
立命館大学
東京大学
学術プログラム委員長
名古屋大学
財務委員長
大分大学
浜松医科大学
学術プログラム副委員長
北里大学
広報委員長
東京大学
財務副委員長
大阪大学
広報副委員長
東京大学
秋田大学
京都大学
東京大学
京都府立医科大学
日本製薬工業協会・塩野義製薬株式会社

９．運営事務局（お問い合わせ先）
株式会社コングレ内
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1
Tel:03-5216-5318
Fax:03-5216-5552
E-mail：wcp2018@congre.co.jp

弘済会館ビル
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１.共催セミナー
■開催日時
日程：2018年7月2日（月）～5日（木）の4日間
時間：12:30～13:30（予定）
■募集内容
ランチョンセミナーA
共催費：2,160,000円（税込）
席数 ：約400席以上
時間 ：60分（予定）
募集枠：最大20枠

ランチョンセミナーB
共催費：1,620,000円（税込）
席数 ：約100～300席
時間 ：60分（予定）
募集枠：最大32枠

■共催費に含まれる内容
(１)
(２)
(３)

(４)

控室室料(場所は事務局指定)
会場付帯設備費(机、いす、ステージ、音響設備、照明など)
会場付帯機材費
・パソコン発表用ビデオプロジェクター(１台)
＊パソコン接続用周辺機器を含む
・メインスクリーン（１台）
・計時回線（１式）
・座長、演者、進行係用卓上ライト(各１台)
・演者用レーザーポインター(１本)
プログラム集掲載費(企業名、テーマ名、講師・座長名)

■共催費に含まれない内容
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

参加者昼食代(ランチョンセミナー)
1,500円～2,000円/個 を予定。
講師／座長への謝金および旅費・宿泊費
控室での接遇飲食費・機材費
運営費用(学会手配以外の追加機材／看板装飾費他)
ポスター／チラシ等印刷制作物
同時通訳者・同時通訳機材
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2.広告
■募集内容
１．ポケットプログラム 表4（カラー）
募集枠：1社

324,000円（税込）

２．ポケットプログラム 表3（カラー）
募集枠：1社

270,000円（税込）

３．ポケットプログラム 表2（カラー）
募集枠：1社

270,000円（税込）

４．ポケットプログラム 後付1P（白黒）
募集枠：15社

108,000円（税込）

５．ポケットプログラム 後付1/2P（白黒）
募集枠：16社

64,800円（税込）

６．電子抄録集（マイスケジュール）バナー広告
324,000円（税込）
募集枠：3社
■ポケットプログラム概要（予定）
媒体名：WCP2018 Program Book
発行部数：6,000部
サイズ：A5
媒体制作費：4,000,000円
広告料総額：3,520,800円

■電子抄録集（マイスケジュール）（予定）
主要コンテンツ：プログラム検索、抄録閲覧、参加者へのご案内等
広告方法： バナー画像のローテーション表示および指定 URL へのリンク
広告原稿サイズ： 申込後にお知らせいたします
発行日：会期1週間程度前を予定
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3.附設展示会
■出展にあたり
◇展示会 会期
2018年7月2日（月）～5日（木）の4日間
※WCP2018会期は2018年7月1日～6日の6日間ですが、展示会は上記の4日間となります。
◇出品物の搬入・搬出の日程（予定）
搬入：
2018年7月1日（日）14:00～18:00
搬出：
2018年7月5日（木）18:00より
※搬入出の日程は予定ですので、必ず出展確認書をご覧ください。
◇展示会 会場
京都国際会館 イベントホール他
◇募集対象
医療機器、検査機器、医療情報機器や基礎研究等に必要な機器類、試薬類、ディスポー
ザブル製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシステム類、受託・
解析等のサービス類、大学や研究施設等の共同利用・紹介・募集、その他当該領域に携
わるサービス類、関連書籍類等の出展を募集対象といたします。
◇申込方法
既定の申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、FAXまたはe-mail添付にてお申込みく
ださい。申込書をFaxでお送りいただく際には、送信・受信エラー等により申込書が届
かない場合や確認できない場合がございます。必ずお電話にて到着確認を行ってくださ
い。
◇申込締切日
2018年3月9日（金）
予定小間数となり次第、申込期間中でも締め切らせていただくことがございます。
ご了承ください。
◇申込書の受理
原則、申込先（株式会社エー・イー企画）に届いた時点を正式な申込日とさせていただ
きます。但し、募集対象外の企業等から申込みが来た場合は、組織委員会と相談の上、
出展の有無を決定します。
◇請求書
申込締切日以降に請求書を発行いたします。
請求書に記載された振込期日までにお振込みください。振込手数料は出展者の負担とな
ります。
※請求書発行についてご不明な点やご相談がありましたらはお問い合わせください。
◇振込期日 2018年5月31日（木）
※出展料金をご請求後、何らかの諸事情で振込期日までにお振込みが間に合わない場合
は、必ずご連絡ください。ご連絡がなく、お振込みがない場合には、出展を解約された
ものと判断し、解約料金をお支払いいただくこととなります。この場合、開催当日、展
示会場には小間のご用意はございません。ご了承ください。
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3.附設展示会
◇出展の解約（キャンセル）について
申込み受理後は、組織委員会が不可抗力と認めた事故以外は原則解約することはできま
せん。組織委員会が解約を認めた場合でも、出展の解約理由を書面にてお送りいただき、
受領した日を基準として解約料金をお支払いいただきます。
※解約料金
2018年3月9日（金）までに受領した場合…請求額（出展料金）の50％の金額をお支払い
いただきます。
2018年3月10日（土）以後に受領した場合…請求額（出展料金）の全額をお支払いいた
だきます。
◇申込み・問合せ先
株式会社エー・イー企画 担当：安藤 敬・長瀬 仁
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4階
Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479
E-mail（WCP2018附設展示会専用）: e_wcp18@aeplan.co.jp
◇小間の割当て
申込締切日後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮し、小間割りした後「出
展確認書」にて出展者へご通知いたします。
出展者説明会は行いません。ご了承ください。
※グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい場合などご希望がある場合
は、申込フォームの「通信欄」に入力いただく等、申込み締切日までにご連絡ください。
◇展示出品台の有無
基礎小間に既設出品台が付いております。床面に直接機器類を設置したい場合は、
申込書に出品台不要の小間数をご入力ください。
◇出品物の管理
各出品物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛失・火
災・損傷等不可抗力による出品物の損害に対し、事務局は補償などの責任は一切負いま
せんのでご了承ください。
◇その他
●開催当日の自社小間前以外（展示会場や講演会場となる建物内外）で、チラシ、カタ
ログ、試供品などの配布行為は禁止いたします。どちらの出展者もこのような行為を
行った場合に、会場内外で収拾が付かなくなりますのでご協力ください。
●附設展示会のため、展示会にはWCP2018参加者のみご入場いただけます。無料招待状
などはございません。
●出展者用にお渡しします「展示説明員」のネームバッジでは、大会の講演は聴講でき
ません。また既定の配布枚数以上はお渡しすることはできませんのでご了承ください。
●大会参加登録費はホームページをご覧ください。 http://www.wcp2018.org
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3.附設展示会
■小間タイプと料金

Sタイプ
申込料金 370,000円（消費税別）/小間

複数小間お申込みの場合はお問合せください。
規定以上の電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。
※詳細は「電力申込みについて」をご覧ください。
募集対象：
医療機器、検査機器、医療情報機器や基礎研究等に必要な機器類、試薬類、ディスポー
ザブル製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシステム類、受託・
解析等のサービス類、その他研究に携わるサービス類の出展を募集いたします。

●小間サイズ： W3,000×D2,000×H2,400
●セット内容 ： 電源コンセント（2口 100V 500Wまで）、イス1脚
●Sタイプには、バックやソデパネル、社名板、蛍光灯などは付属されません。
床面にスペース指示（墨出し）の上、お引渡しします。
●申込み時の小間位置（場所）の指定は、受付けできません。
●壁面、テーブル、照明器具等をご利用の場合は、別途ご相談ください。
ご対応いたします。
◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。
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3.附設展示会
Aタイプ
申込料金 270,000円（消費税別）/小間
規定以上の電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。
※詳細は「電力申込みについて」をご覧ください。

募集対象：
医療機器、検査機器、医療情報機器や基礎研究等に必要な機器類、試薬類、ディスポー
ザブル製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシステム類、受託・
解析等のサービス類、その他研究に携わるサービス類の出展を募集いたします。

Aタイプ 2小間以上のお申込みのブースイメージ
（アカデミックタイプ同様）

●小間サイズ ： W2,000×D1,000×H2,400mm
●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）、
照明器具（40W相当）、 電源コンセント（2口 100V 500Wまで）、イス1脚
「社名板」は 3小間まで 1枚 4小間以上 2枚
●基礎小間製作仕様はシステムパネルとなります。
壁面への画鋲や釘類でのパネル・ポスター等の貼付はできません。
●申込み時の小間位置（場所）の指定は、受付けできません。
グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい希望がある場合、
申込み時「申込書の通信欄」に記入いただく等、申込締切日までにご連絡ください。
◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。
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3.附設展示会
Bタイプ
申込料金 50,000円（消費税別）/小間
規定以上の電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。
※詳細は「電力申込みについて」をご覧ください。
募集対象：
関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービスについては、Bタイプで募集いたします。
●小間サイズ ： W1,800×D900×H750mm
●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）
電源コンセント（2口 100V 500Wまで）、イス1脚
「社名板」は 3小間まで 1枚 4小間以上 2枚
●出品台を覆う布は付属しません。ご用意ください。
◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。

アカデミックタイプ
申込料金 200,000円（消費税別）/小間
規定以上の電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。
※詳細は「電力申込みについて」をご覧ください。
募集対象：
アカデミックタイプの対象は、大学や公的機関の研究施設等で出展される場合を
対象としております。
※ブース仕様はAタイプと同様となります。
●小間サイズ ： W2,000×D1,000×H2,400mm
●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）
社名板、 照明器具（40W相当）、
電源コンセント（2口 100V 500Wまで）、
イス1脚（複数小間申込みの場合は異なります）
「社名板」は 3小間まで 1枚 4小間以上 2枚
●基礎小間製作仕様はシステムパネルとなります。
壁面への画鋲や釘類でのパネル・ポスター等の
貼付はできません。
●申込み時の小間位置（場所）の指定は、
受付けできません。グループ間や協力・協同で小間を
隣接されたい希望がある場合、
申込み時「申込書の通信欄」に記入いただく等、
申込締切日までにご連絡ください。
◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。
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3.附設展示会
■電気申込みについて
基本仕様として、100V 500W/1小間の電力が含まれていますが、それ以上の電力が必要な
場合などには、展示会申込み後に詳細をお伺いしますので、その際にご申請ください。追
加分の電源仮設工事費および消費電力料金は出展者の負担となります。
●ご請求は、会期後請求いたします。
●電力料金は次のとおりです。
100Vでの電力供給の場合：小間内へコンセント（2口）で供給します
501W以上 1KWまで
10,000円（コンセント1個付属/消費税別）
・1KW以上のご使用の場合は、1KWごとに15,000円（消費税別）を加算させていただきます。
コンセント数は、1KWごとに1個付属します。
※コンセントを追加される場合やアースが必須の場合には、別途費用となります。
※200V（三相・単相）を申込みの場合、100Vとは別に別途電源仮設工事が必要となり
割高になります。ご了承ください。
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4.Sponsorship Level
本学会では、多くのご協賛をいただいける企業に対し、プラチナスポンサー、ゴールド
スポンサー、シルバースポンサーといった3種類のステータスをご用意し、以下の通り
特典を準備しております。
＊詳細につきましては別途ご説明させていただきます。

項目
プラチナスポンサー
協賛金額
7,500,000円(税込)
以上

1

各種プロモーションツールへのロゴ掲載

2

コングレスバックへのチラシ（現物企業提供）

3

当日看板へのロゴ掲載

○

4

学会無料ネームカード

20枚

5

ホスピタリティールーム（50㎡～100㎡）
項目

ゴールドスポンサー
協賛金額
5,000,000円(税込)
以上

○
4,000部

1室
数量

1

各種プロモーションツールへのロゴ掲載

2

コングレスバックへのチラシ（現物企業提供）

3

当日看板へのロゴ掲載

○

4

学会無料ネームカード

10枚

項目

シルバースポンサー
協賛金額
3,000,000円(税込)
以上

数量

○
4,000部

数量

1

各種プロモーションツールへのロゴ掲載

○

2

当日看板へのロゴ掲載

○

3

学会無料ネームカード

5枚

≪お問い合わせ≫
WCP2018運営事務局 株式会社コングレ内
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル
Tel:03-5216-5318 / Fax:03-5216-5552
E-mail：wcp2018@congre.co.jp
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各種期限
申込み用紙に必要事項を記入のうえ、運営事務局までメールまたはFAXにて
お送りください。申込書受領後、1週間以内に確認のメールをいたしますので、
万が一連絡が届かない場合は、運営事務局までご連絡ください。

項目

申込み締切

共催セミナー

2017年11月30日

広告

2017年11月30日

附設展示会

2018年3月9日

お問い合わせ/申込み書提出先
≪共催セミナー・広告に関するお問い合わせ≫
WCP2018運営事務局 株式会社コングレ内
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル
Tel:03-5216-5318 / Fax:03-5216-5552
E-mail：wcp2018@congre.co.jp
≪附設展示会に関するお問い合わせ≫
附設展示会 事務局
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 岩波書店一ツ橋別館4階
Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479
E-mail: e_wcp18@aeplan.co.jp

各種お支払いについて
お申込み確定後、請求書を発行いたしますので、指定の口座へのご入金をお願い
いたします。
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お問合せ・申込書送付先： WCP2018 運営事務局 （株式会社コングレ内）
TEL： 03-5216-5318／ FAX： 03-5216-5552
E-maiｌ： wcp2018@congre.co.jp
申込期限：2017 年 11 月 30 日(木)

WCP2018 共催セミナー 申込書
申込日：

年

月

日

日本語表記：
貴社名
日英の両方の
表記をご記入
ください

英語表記：
（〒

－

）

所 在 地
住 所

ご担当者

氏名

TEL

所属部署

FAX

E-mail アドレス：
※申込後にご連絡いたします
必ずご記入ください。

＜貴社お申込みタイプ＞ （ご希望枠は、第 1～第 3 希望までご記入ください。）

タイプ
(A/B いずれかに○をしてくださ。)

日程

セミナー開催
希望枠

第 1 希望

2018 年 7 月

日

A タイプ: 約 400 席以上
B タイプ: 約 100 席～300 席

(2,160,000 円)
(1,620,000 円)

第 2 希望

2018 年 7 月

日

A タイプ: 約 400 席以上
B タイプ: 約 100 席～300 席

(2,160,000 円)
(1,620,000 円)

第 3 希望

2018 年 7 月

日

A タイプ: 約 400 席以上
B タイプ: 約 100 席～300 席

(2,160,000 円)
(1,620,000 円)

＜講演概要＞ 現在のご予定で結構ですので、ご記入ください。
セミナーテーマ：

座 長：

演 者：

お問合せ・申込書送付先： WCP2018 運営事務局 （株式会社コングレ内）
TEL： 03-5216-5318／ FAX： 03-5216-5552
E-maiｌ： wcp2018@congre.co.jp
申込期限：2017 年 11 月 30 日(木)

WCP2018 広告掲載 申込書
申込日：

年

月

日

日本語表記：
貴社名
日英の両方の
表記をご記入
ください

英語表記：
（〒

－

）

所 在 地
住 所

ご担当者

氏名

TEL

所属部署

FAX

E-mail アドレス：
※申込後にご連絡いたします
必ずご記入ください。

掲載ご希望頁 (ご希望に○をお付けください。
掲載媒体

ポケットプログラム
A5 サイズ予定

電子抄録集
(マイスケジュール)

広告スペース

料金（税込）
※消費税 8％

表 4（裏表紙 １頁） カラー

324,000 円

表 3 (裏表紙内側 １頁) カラー

270,000 円

表 2 (表紙内側 １頁) カラー

270,000 円

後付１頁

108,000 円

モノクロ

後付 1/2 頁 モノクロ

64,800 円

バナー広告

324,000 円

ご希望に○を付けて
ください。

※募集枠 1 社の表 2、表 3、表 4 について、複数社よりお申込みがあった場合は、主催にて決定させていただき
ます。
広告掲載に関して貴社のご希望などがあれば記載ください。

お問合せ申込書送付先 ：WCP2018 展示会事務局 （株式会社エー・イー企画内）
FAX. 03-3230-2479 ／ TEL. 03-3230-2744 E-mail（専用） e_wcp18@aeplan.co.jp

申込期限：2018 年 3 月 9 日(金)

WCP2018 展示会 申込書
申込日：

申込社

年

月

日

日本語表記：

日本語、英語を両
方ご記入ください

英語表記：

（〒

－

）

所 在 地
住 所

ご担当者

氏名

TEL

所属部署

FAX

E-mail アドレス：
※申込後にご連絡いたします
必ずご記入ください。

1. 申込タイプ
チェック

※B タイプのお申込みは、書店・出版社、翻訳・校正サービスに限ります。

タイプ

小間単価（消費税別）

S タイプ

370,000 円

A タイプ

270,000 円

B タイプ（書店・出版社、翻訳・校正

50,000 円

サービスに限る）

アカデミックタイプ

申込 小間数

合計金額（消費税別）

200,000 円

2. 出展エリアについて（B タイプお申込みを除く）
※今大会は日本薬理学会、日本臨床薬理学会の年次大会も兼ねておりますので、出展エリアで分けることも検討しております。ついてはエリアとした場合
にどのエリアをご希望かを差し支えなければチェック願います。
□ WCP2018（国際薬理学・臨床薬理学会議）

3. 展示台の有無

□ 日本薬理学会

□ 日本臨床薬理学会

□どのエリアでも良い

※既設展示台は出展料金に含まれておりますが、展示台が不要な場合には事前にお知らせください。
申込み小間数

小間の内

小間分の出品台が 不 要

4. 特別装飾を専門会社に依頼し施工予定の場合は、チェックをしてください。
5. 搬入出の予定について
□ 自社車輌

□ 自社にて特別装飾を予定

※搬入計画にご協力ください。
□ 富島海運（事務局推奨）

□ 自社手配の運送会社（チャータートラックなど）

□ 宅配便（ヤマト、佐川急便等のルート便）
□ 未定・その他

6. 展示出品物について ※出品物の主製品などご記入ください。小間割の際に必要です。また、重量物（100kg 超え）がある場合もご記入ください。
展示出品物

事務局欄

受理：

サイズ（幅×奥行×高さ mm）

送信：

重量（kg）

請求：

※通信欄

小間 No

