
 

 

 

第81回九州山口薬学大会 

 

 

 

趣意書 
 

 

 
会期：2022年9月18日（日）・19日（月・祝） 

会場：熊本城ホール 

主催：公益社団法人熊本県薬剤師会 

第 81回九州山口薬学大会実行委員会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目次 

 

ご挨拶 ...................................................................... 2  

開催概要 .................................................................. 3  

共催セミナー募集要項 ............................................. 4-6  

ダイジェスト版プログラム広告掲載募集要項 ................. 7-8  

企業展示募集要項 ................................................. 9-12  

書籍展示募集要項 .................................................... 13

寄付金募集要項 ....................................................... 14 

振込口座情報およびお問合せ先 ................................. 15  

収支予算書 ......................................................... 16-17 

 

 

 

 

 

1 



 

 

ご 挨 拶 

2022年９月、第 81回九州山口薬学大会を熊本県で開催致します。メインテーマは「未来への礎

～変化と再構築～」です。 

2020 年の九州山口薬学大会は沖縄県で開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の

ために中止となり、2021 年は日本薬剤師会学術大会が福岡県にて開催されたため、今回の九州

山口薬学大会は実に 3 年ぶりの開催となります。また、今回の熊本大会は 2016 年の熊本地震で

中止された第 77回九州山口薬学大会熊本大会の仕切り直しの開催でもあります。 

熊本地震から 5 年以上が経過し、街並みからその傷跡はほぼ見えなくなりました。当時、発災当

初から全国、そして九州山口地区の薬剤師の皆様に幾度となく駆け付けていただき、ご支援いた

だいたことや多大な義援金を賜ったこと等、感謝に堪えないご恩を忘れることはありません。今回、

九州山口各県での持ち回りでの開催順よりも早く当県での開催を決めたのは、一日でも早く、皆様

のお陰でこんなに復興した熊本県を見て頂きたいからにほかなりません。 

現在も熊本県知事の蒲島郁夫氏が掲げる「創造的復興」を旗印に、地震の前よりもさらに豊かで

発展した熊本県にしようと歩みを進めており、熊本県薬剤師会も熊本県が行う薬事に関する公益

事業に参加・協力しているところです。 

今回の第 81 回九州山口薬学大会では、超少子高齢化等を含む 2025 年問題やポストコロナを

踏まえて、九州山口地区の薬剤師が講演会やシンポジウム・学術展示を通じて、薬学の最先端を

学ぶとともに薬剤師の未来像を思い描く機会を提供したいと考えています。 

本大会が参加者の皆様にとって有意義なものとなるよう、万全の準備を進めて参ります。 

本大会を開催するにあたり、本来であれば直接お伺いしてご挨拶申し上げるべきところではあり

ますが、失礼ながら書面にてご協賛のお願いを申し上げます。どうぞ本大会の趣旨にご賛同いた

だき、何卒格段のご配慮を賜りたく重ねてお願い申し上げます。 

なお、拠出いただきました協賛金・寄付金につきましては、各社が公表することを了承いたしま

す。 

末尾ながら貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

 

令和3年10月吉日 

第81回九州山口薬学大会 

大会実行委員会 実行委員長 富永 孝治 

（公益社団法人 熊本県薬剤師会 会長） 
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第 81 回九州山口薬学大会 

開催概要 

1. 会議名称 

第81回九州山口薬学大会 

2. 会期 

2022年9月18日（日）・19日（月・祝） 

3. 会場 

熊本城ホール 

4. 目的と意義 

九州・山口の薬剤師が医療現場及び各職場で習得・研究した成果の発表を行うとともに、 

学術水準を高め、保健・医療・福祉・環境の発展に貢献する。 

5. 参加者数 

薬剤師、薬学関係者、薬学生等約3,500名 

6. 開催形式  

現地とウェブ配信のハイブリッド開催 

7. テーマ 

未来への礎 － 変化と再構築 － 

8. 内容 

特別講演、シンポジウム、一般演題(ポスター)、共催セミナー、学術フォーラム、 

学生フォーラム、女性薬剤師分科会、企業展示、専門図書展示(販売) 

※プログラムにつきましては、大会ホームページに掲載いたします。 

大会ホームページ 

https://site2.convention.co.jp/kyuyama-kumamoto81/index.html 

9. 主催団体及び代表者/共催団体 

主催団体：公益社団法人熊本県薬剤師会 

代表者：第81回九州山口薬学大会実行委員会  

実行委員長 富永 孝治（公益社団法人 熊本県薬剤師会 会長） 

共催団体：熊本県薬剤師会 

10. 運営事務局 

第81回九州山口薬学大会 

(日本コンベンションサービス株式会社内) 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7F 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 

E-mail: kyuyama-kumamoto81@convention.co.jp 
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共催セミナー募集要項 

1. 開催概要 

・ランチョンセミナー ：2022年9月18日(日) 12:20～13:10  

 ・共催セミナー    ：2022年9月18日(日) ①14:30～15:20 / ②15:30～16:20 

・モーニングセミナー：2022年9月19日（月/祝） 8:00～8:50 

 

2. 共催費 

・会場仕様は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。 

・新型コロナウイルス感染防止策として、会場が作成するガイドラインに基づき、講演会場内の 

収容人数を調整させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

セッション名 

（予定席数） 

開催日 

（予定） 

時間 

（予定） 
設定数 

共催費 

（10％税込） 

ランチョンセミナー 

（メインホール予定） 
9月18日(日) 50分 1枠 880,000円 

ランチョンセミナー 

（200席以上予定） 
9月18日(日) 50分 5枠 550,000円 

モーニングセミナー 

(200席以上予定) 
9月19日(月/祝) 50分 2枠 440,000円 

共催セミナー 

(200席以上予定) 
9月18日(日) 50分 

①と② 

1枠ずつ 
220,000円 

 

〇共催費用に含まれるもの (予定) 

・会場使用料 

・映像オペレーター人件費 

・発表機材および備品（スクリーン、PC プロジェクター、卓上ライト） 

・発表用PC（windows） 

・レーザーポインター etc. 

・付帯設備費（演台、椅子、テーブル） 

・音響、照明設備基本使用料 

 

〇共催費用に含まれないもの (予定) 

・参加者用弁当 

・看板（会場前） 

・控室使用料 

・「座長/演者」に関する接遇費用（交通費、宿泊費、謝金、飲食費、諸経費等） 
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・広告チラシ作成費、運営要員人件費、控室での試写機材 

・録画･録音･通訳機器等のオプション機材費 

※各種オプション品のお申し込みにつきましては、後日お送りする「実施要項」にてご案 

内いたします。 

・その他、セミナー会場内に設置されている機材以外の追加機材手配に関わる費用 

・オンライン会議システムからの発表費用 

※開催地以外から発表をご希望の場合、以下の費用は共催費には含みません。 

発表のための会場費、発表会場における機材費、通信費、人件費等 

  ・事後オンデマンド配信に掛かる費用 

    ※オンデマンド配信の詳細が決定次第ご連絡致します。 

 

1. プログラム内容（テーマ、座長、演者） 

プログラム内容については各企業のご希望をいただき、学会プログラムと調整、 

ご相談のうえ、決定させていただきます。 

テーマおよび演題等プログラム内容につきましては、調整をお願いすることもありますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

2. 開催会場 

日程の割当などは申し込み締切後、希望枠、講演内容、演者の予定等を考慮して  

事務局にて決定致しますので、ご一任願います。 

時間･会場等についてはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

3. 会場運営 

セミナーの運営は貴社にてお願いします。 

弁当･資料配布係、アナウンス･進行係・照明係等は貴社にてご準備ください。 

 

4. 会場前看板 

ご希望により、大会統一書式のものを作成いたします。（オプション） 

後日お送りする「実施要項」にてお申し込みください。 

 

5. 開催の取消し 

① 申込期限後の取り消しはできません。ただし、やむなく取り消しを希望される場合は、運 

営事務局宛てに文書にてその事由とともにご連絡ください。 

② 取り消された場合には、開催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。 
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6. 変更・中止 

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を変更、ま

たは開催を中止する場合があります。 

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。 

 

7. 備品の管理および事故 

① セミナーで使用する備品等の管理は申込企業が責任を負うものとし、 

盗難･紛失･損傷等について、主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、各

社にて保険に加入するなどの措置をとってください。 

② 申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において 

解決するものとし、主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

 

8. 告知 

原稿、告知方法、告知媒体を事前に運営事務局にご連絡ください。 

 

9. 情報公開について 

日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明 

性ガイドライン」、及び日本医療機器連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性 

ガイドライン」に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」 

に従って、学会等の会合開催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」の通りに、貴社の 

ウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

10. 申込方法 

ホームページの「協賛申込」よりオンライン登録をお願いいたします。 

 https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6364&code=2a7fa 

                                                                  

11. お申し込み締切 : 2022年4月27日(水) 

 

12. 共催費のお支払い 

セミナー申込内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 
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ダイジェスト版プログラム広告掲載募集要項 

1. 概要 

① 媒体名：第81回九州山口薬学大会ダイジェスト版プログラム 

② 配布対象：会員、大会参加者、関連病院施設、関係団体他 

③ 発行日:2022年8月発行予定 

④ 版型:A4タテ版（予定）※印刷サイズに変更が生じる場合がございます。 

⑤ 発行部数:5000部(予定)配布対象：会員、大会参加者、関連病院施設、関係団体他 

⑥ 媒体作成費:3,500,000円（税込） 

⑦ 広告料総額:2,695,000円（税込） 

 

2. 広告掲載料 

 種類 サイズ  金額（10％税込）  募集予定数  

1  表4（カラ―）  A4 1頁  220,000 円  1口  

2  表2（カラ―）  A4 1頁  165,000 円  １口  

3  表3（カラ―）  A4 1頁  165,000 円  1口  

4  後付１頁 

（モノクロ）  

A4 1頁  55,000 円  15口  

5  後付1/2頁 

（モノクロ）  

A4 1/2頁  33,000 円  15口  

6  後付1/4頁 

（モノクロ）  

A4 1/4頁  22,000 円  15口  

7  中面１頁 

（カラー）  

A4 1頁  165,000 円  3口  

※表2・表3・表4につきましては、お申し込みがあり次第、先着順で締切とさせていただきます。  

※掲載順・掲載位置の指定はできませんので、予めご了承ください。  

 

3. お申し込み締切 : 2022年6月30日(木) 

    

4．広告版下 

版下データを2022年6月30日(木)までに、運営事務局までお送りください。 

下記運営事務局に、印刷用の版下を電子データ（PDFまたはイラストレーターで開けるデータ）

までお送りください。 
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【版下送付先】 

第81 回九州山口薬学大会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7 階 

TEL：092-712-6201（平日9:30～17:30） 

E-mail：kyuyama-kumamoto81@convention.co.jp 

 

5．申込方法  

ホームページの「協賛申込」よりオンライン登録をお願いいたします。 

https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6394&code=9b712 

                                                                   

※ただし、定数となりました場合には締切日前に受付を終了いたします。あらかじめご了承 

ください。 

 

6. 情報公開について 

日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明 

性ガイドライン」、及び日本医療機器連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性 

ガイドライン」に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」 

に従って、学会等の会合開催にかかる費用を貴社のウェブサイト上に公開することに同意し 

ます。 

 

7. 変更・中止 

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を変更、 

または開催を中止する場合があります。 

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。 

 

8. 広告料のお支払い 

広告申込書の記載内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 
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企業展示募集要項 

1. 募集概要  

・展示日程（予定） 

2022年9月18日（日）9：00～17：30、2022年9月19日（月/祝）9：00～12：30 

・出展場所 

熊本城ホール1F、展示ホール（予定） 

・出展対象 

  医療機器、検査機器、医療情報機器、医薬品 

・募集小間数：約40小間（予定） 

 

2. 出展料 

（1）基礎小間187,000円／1小間（10％税込） 

＜基礎小間仕様＞（予定） 

・バックパネル：W1800mm×H2100mm・蛍光灯：40W×1灯 

・社名板：W900mm×H200mm（文字のみ･全角･黒1色）×1枚 

・テーブル：W1800mm×D900mm×H700mm（白布付)×1本 

テーブルがご不要の場合は、出展申込書の該当項目にその旨をご記入ください。 

・展示期間中及び設営・撤去時のスペース使用料 

＜基礎小間イメージ＞（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）スペース小間187,000円／1小間分（10％税込） 
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＜スペース小間仕様＞ 

・W1800mm×D900m×H2100 

・展示期間中及び設営・撤去時のスペース使用料 

※下記をご希望の場合は別途料金となります。詳細は後日送付の出展マニュアルにてご確認 

ください。 

・社名板へのロゴ掲載（※基礎小間のみ） 

・電気工事（電気、コンセント） 

・その他レンタル備品 

・その他詳細（小間の位置、搬入出、オプション申込等）に関しましては後日お送りする「出展マニ

ュアル」にてご案内いたします。 

 

3. 電源 

コンセント100v 単相､200v 単相､三相の使用等をご希望の場合の費用は出展者の負担と 

なります｡ 

※電気使用料金はすべて出展者の負担となります｡ 

※電源の使用につきましては「出展要項」（2022年8月上旬にご案内予定）にて 

お申し込みいただけます｡ 

 

4. お申し込みについて 

ホームページの「協賛申込」よりオンライン登録をお願いいたします。 

  https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6395&code=f7ed4 

                                                                      

後日請求書をお送りいたします。 

 

5. 申込締切 : 2022年6月30日(木) 

※申込期限前に募集小間数に達した場合は申し込みを締め切らせていただくことも 

ありますので､ご了承ください｡ 

※展示物等が本展示会の主旨にそぐわない場合、出展をお断りする場合がございます。 

 

6. 申込小間数と小間位置の決定 

出展申込小間数は1 小間を単位として小間数に制限は設けません。 

小間位置の決定は、出展物の種類、小間数等を考慮し、主催者が決定いたします。 

出展者が許可なく小間の全部あるいは一部の譲渡や交換を行うことはできません。 
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7. 出展の取消し 

(ア)申込期限後の取り消しはできません。ただし、やむなく取り消しを希望される場合は、 

主催事務局宛てに文書にてその事由とともにご連絡ください。 

(イ)取り消された場合には、開催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。 

 

8. 情報公開について 

日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明 

性ガイドライン」、及び日本医療機器連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性 

ガイドライン」に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に 

従って、学会等の会合開催にかかる費用を貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

9. 変更・中止 

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を変更、また 

は開催を中止する場合があります。 

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。 

 

10. 備品の管理および事故  

① 出展物の管理は申込企業が責任を負うものとし、盗難･紛失･損傷等について、  

主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、各社にて保険に加入するなどの

措置をとってください。 

② 申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において 

解決するものとし、主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

 

11. 未承認医療用具の展示 

運営事務局までお問い合わせください。 

 

12. 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。 

 

13. 搬入・搬出（予定） 

搬入 2022年9月17日（土） 午後（予定） 

搬出 2022年9月19日（月） プログラム終了後（予定） 

※詳細につきましては後日お送りする「出展マニュアル」にてお知らせいたします。 
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※専用のストックルームはございません。搬入出に使用する段ボール箱、 

専用ケース等は会期中貴社でお持ち帰りいただき管理してください。 

 

14. 申込方法 

学術集会HP トップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項 

をご記入の上お申込みください。 

 

15. 出展料のお支払い 

出展申込書の記載内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います 

 

16. 第81回九州山口薬学大会運営事務局 

(日本コンベンションサービス株式会社内) 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7F 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 

E-mail: kyuyama-kumamoto81@convention.co.jp 
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書籍展示募集要項 

1. 開催概要  

①日時（予定）  

■搬入・設営 2022年9月17日（土）18：00～20：00 

■展示 2022年9月18日（日）9：00～17：30 

2022年9月19日（月/祝）9：00～12：30 

■搬出・撤去 2022年9月18日（月/祝）13：00～15：00 

②出展場所  

・熊本城ホール2Fホワイエ（予定） 

③書籍展示小間タイプ 

・展示用机2台：W1800mm×D900mm（白布付・天板のみ） 

・パイプ椅子：2脚 

④出展料 

・学会終了後、売上の5%を請求させていただきます。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください 

 

2. お申し込みについて 

ホームページの「協賛申込」よりオンライン登録をお願いいたします。 

https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6396&code=23495                                                 

後日請求書をお送りいたします。 

 

3. お申し込み締切 : 2022年6月30日(木) 

※展示物等が本展示会の主旨にそぐわない場合、出展をお断りする場合がございます。 
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寄付金募集要項 

1. 寄付の目的  

第81回九州山口薬学大会開催準備および運営費用 

 

2. 募金目標総額  

\2,000,000- 

 

3. 募金期間  

2021年11月1日（月）から2022年7月28日（木）まで 

 

4. 寄付金の振込方法  

本寄付金趣意書にご同意いただき、ご寄付くださる方は、お手数ながらホームページの「協賛

申込」よりオンライン登録をいただいた後に、下記口座までお振込をお願いいたします。  

https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6397&code=c8285 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

※領収書が別途必要な場合は運営事務局へあらかじめご連絡ください。 

※免税措置はございませんのでご了承ください。 

 

5. 寄付金振込先  

銀行名： 肥後銀行 

支店名： 本店営業部（店番101） 

種別：普通 

口座番号：2584932 

口座名： 第81回九州山口薬学大会実行委員会 委員長 富永 孝治  

フリガナ： ダイハチジユウイツカイキユウシユウヤマグチヤクガクタイカイ 

ジツコウイインカイジツコウイインチヨウトミナガコウジ 

※必ず寄附金申込完了後に、下記口座までお振込をお願いいたします。 

 

6. お問合せ先  

第81回九州山口薬学大会  

(日本コンベンションサービス株式会社内) 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7F 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 

E-mail: kyuyama-kumamoto81@convention.co.jp 

14 

https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6397&code=c8285
mailto:kyuyama-kumamoto81@convention.co.jp


 

指定銀行振込口座 

 

各種協賛費用のお振込みは、下記の銀行口座へお振込みをお願いいたします。 

 

銀行名： 肥後銀行 

支店名： 本店営業部（店番101） 

種別：普通 

口座番号：2584932 

口座名： 第81回九州山口薬学大会実行委員会 委員長 富永 孝治  

フリガナ： ダイハチジユウイツカイキユウシユウヤマグチヤクガクタイカイ 

ジツコウイインカイジツコウイインチヨウトミナガコウジ 

 

※請求書発行日より1ヶ月以内に指定銀行口座までお振込みください。 

※振込手数料は、お申し込み者負担でお願いいたします。 

※なお、金融機関発行の振込み控えを以て、領収書に代えさせていただきます。 

領収書が必要な場合には、申込書にその旨ご記入願います。 

 

お問合せ先 

 

第81回九州山口薬学大会運営事務局 

(日本コンベンションサービス株式会社内) 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7F 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 

E-mail: kyuyama-kumamoto81@convention.co.jp 
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■収入

Ⅰ 参加費収入 4,000 ¥30,400,000

1 事前参加費（会員） 7,000 1,800 名 12,600,000

2 事前参加費（一般） 7,000 1,500 名 10,500,000

3 事前参加費（薬学生） 1,000 20 名 20,000

4 当日参加費（一般） 8,000 650 名 5,200,000

5 当日参加費（薬学生） 1,000 30 名 30,000

6 懇親会参加費（事前） 8,000 200 名 1,600,000

7 懇親会参加費（当日） 9,000 50 名 450,000

Ⅱ 共催セミナー 10 社 ¥4,950,000

1 ランチョンセミナー（大ホール予定） 880,000 1 社 ¥880,000

2 ランチョンセミナー（200席～） 550,000 5 社 2,750,000

3 モーニングセミナー（200席～） 440,000 2 社 880,000

4 共催セミナー（200席～） 220,000 2 社 440,000

Ⅲ 商業展示出展料 ¥8,610,000

1 日本薬科機器協会協賛金 700,000 1 式 700,000

2 日本薬科機器協会会場費 330,000 1 式 330,000

3 基礎小間出展料 187,000 30 小間 5,610,000

4 スペース小間出展料 187,000 10 小間 1,870,000

5 書籍出展料 100,000 1 式 100,000

Ⅳ 広告関係費 51 社 ¥2,695,000

1 プログラム広告 　 　 　

　 　表4（カラー） 220,000 1 社 220,000

　 　表2（カラー） 165,000 1 社 165,000

　 　表3（カラー） 165,000 1 社 165,000

　 　後付1ページ（モノクロ） 55,000 15 社 825,000

　 　後付1/2ページ（モノクロ） 33,000 15 社 495,000

　 　後付1/4ページ（モノクロ） 22,000 15 社 330,000

　 　中面1ページ（カラー） 165,000 3 社 495,000

Ⅴ 負担金・助成金 ¥5,600,000

1 九州山口各県薬剤師会 5,000,000 1 式 5,000,000

2 日本薬剤師会 100,000 1 式 100,000

3 熊本国際観光コンベンション協会 500,000 1 式 500,000

Ⅵ 寄附金 　 ¥4,000,000

1 寄付金（企業・会員） 2,000,000 1 式 2,000,000

2 寄付金（地域薬剤師会） 2,000,000 1 式 2,000,000

合計 ¥56,255,000

項目 単価 金額単位数量
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■支出  

Ⅰ 事前準備関係費 ¥15,033,424

1 一般準備経費 0

2 財務会計 80,000

3 運営準備 1,212,000

4 企業協賛 1,022,000

5 総務・広報 206,000

6 接遇 0

7 プログラム 1,474,100

8 事前登録関係 2,135,800

9 通信費 1,488,724

10 会議費 0

11 制作費（うち、ダイジェスト版プログラム作成費 3,500,000円） 7,414,800

Ⅱ 当日運営関係費 ¥31,189,578

1 会場関係費 9,808,128

2 機材関係費 4,526,100

3 看板・ポスターパネル関係施工費 3,741,600

4 運営要員関係費 4,026,450

5 当日参加（自動発券機）利用経費 0

6 ランチョンパスポート 0

7 展示会場関係費 1,550,000

8 飲食会合関係費 4,450,000

9 招待者関係費 1,893,700

10 諸雑費 1,193,600

Ⅲ 事後処理費 ¥41,800

Ⅳ 運営委託業者業務管理費 ¥2,340,937

Ⅵ 消費税（10％想定） ¥3,558,159

合計 ¥52,163,898

Ⅶ 予備費 ¥4,091,102

項目 主催者経費


