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2020 年 8 月吉日 

2021 国際医用画像総合展出展募集のご案内 

学会並びに展示会の開催方法が決まりましたので本日より出展募集を開始致します。 

よろしくご検討のうえ申込書によりお申込みいただきますようお願い申し上げます。 

但し、今後の社会状況の変化に応じ開催方法、開催日程等変更となる場合があることをご了

解願います 

記 

学術大会 

メインテーマ 先人たちの功績とその先へ

Milestones and Beyond 

・第 80 回日本医学放射線学会総会

会 長：富山 憲幸 

大阪大学大学院 

会 期：2021 年 4 月 15 日（木）〜18 日（日） 

会 場：パシフィコ横浜 会議センター・アネックスホール 

および Web 開催 

・第 77 回日本放射線技術学会総会学術大会

大会長：西出 裕子 

岐阜医療科学大学 

会 期：2021 年 4 月 15 日（木）〜18 日（日） 

会 場：パシフィコ横浜 会議センター・アネックスホール 

および Web 開催 

・第 121 回日本医学物理学会学術大会

大会長：兼松 伸幸 

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 

会 期：2021 年 4 月 15 日（木）〜18 日（日） 

会 場：パシフィコ横浜 会議センター 

および Web 開催 
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2021 国際医用画像総合展・パシフィコ横浜＋Web（Web 展示概要は別紙） 

       会 期：2021 年 4 月 16 日（金）～18 日（日） 

：Weｂの会期は 4月 16日～5月 31日（予定） 

       会 場：パシフィコ横浜展示ホール 

A（一部）、 B、C、D  計 18,400 ㎡ 

       住 所：〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

           搬入・調整：2021 年 4 月 12 日（月）～4 月 15 日（木） 

           撤去・搬出：2021 年 4 月 18 日（日）～4 月 19 日（月） 

出展料 

（１） パシフィコ横浜 

価格表(消費税別途) 

小 間 種 類 小 間 規 格 JIRA 会員価格＊ 非会員価格 

スペース渡し 

(単位：㎡） 

Ｌ 300、400、500、600 

700、800 

 

￥38,300／㎡ 

 

￥54,500／㎡ 

Ｍ 40、60、80、100、 

120、160、200、240 

基礎小間 

(基礎装飾付) 

Ａ小間 Ｗ約 3m×Ｄ約 3m ￥390,200／小間 ￥557,600／小間 

Ｂ小間 Ｗ約 3m×Ｄ約 2m ￥271,600／小間 ￥388,200／小間 

 

 

1 社１台につき ￥ 95,600／3日 ￥143,500／3日 

角小間追加料 

(1コーナーにつき) 

スペース渡しＭ、Ｌ 

基礎小間  Ａ、Ｂ 

￥ 15,300 

￥  7,700 

￥ 21,800 

￥ 10,900 

（２） パシフィコ横浜＋Web 展示 

パシフィコ横浜会場に展示頂いた際には、Web展示料は無料といたします。 

    ※Web展示の概要については、別紙をご参照ください。 

（３） Web 単独：展示料(消費税別途) 

会員価格： ￥400,000.- 

非会員価格：￥600,000.- 

※Web展示の概要については、別紙をご参照ください。 
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注意事項 

1）一般社団法人日本画像医療システム工業会（JIRA）会員価格（＊）の適用は展示会 

6ヶ月前に一般社団法人日本画像医療システム工業会の会員であること及び展示会 

開催時に一般社団法人日本画像医療システム工業会会員であることが必要です。 

会員登録は一般社団法人日本画像医療システム工業会にお申し込み下さい。 

連絡先は TEL：03（3816）3450  FAX：03（3818）8920 です。 

2）小間決定通知後は増減等の変更はできません。 

3）出展品が中古医療機器など、当展示会の開催趣旨に適合しないと判断した場合は出展を 

お断りする場合があります。 

4）基礎装飾付基礎小間は全てシステムパネルを使用し、高さは A、B小間共 2.7m です。

詳しくは添付形状図面を参照して下さい。 

5）スペース小間の高さ制限に関しては、後日発行の展示要項をご参照ください。 

6）出展料の他に電気工事費、電気使用料等が掛かります。 

 

関連医学会・医療研究施設用出展コーナーについて 

1）日本ラジオロジー協会(JRC)の開催趣旨に則った関連医学会、医療研究施設に限定した

出展コーナーを有料にて設けております。 

2）規格は W2m×D1.5m、電源コンセント、規定の看板、机、椅子を用意します。 

3）展示料は\92,900(消費税別途)です。 

4）設置場所は専用コーナーとなります（詳細はお問い合わせください）。 

5）開催趣旨に添わない場合、出展をお断りさせて頂くことがありますのでご了承 

ください。 

共同出展について 

1）一般社団法人日本画像医療システム工業会の会員と非会員の共同出展を可とします。 

2) 一般社団法人日本画像医療システム工業会の会員同士、非会員同士または会員と非会員

で、幹事会社を含み３社まで共同出展することができます。幹事会社及び出展料の割り

振りを申込用紙にご記入下さい。会員と非会員が共同出展を行う場合は、出展料を 

非会員価格とし、小間抽選順も非会員扱いとします。 

なお、小間数決定通知後は共同出展会社の増減等の変更はできません。 

3) 一般社団法人日本画像医療システム工業会の規定で、割当てられた展示小間の全部 

または一部を第三者に譲渡・転貸することを禁じております。 

共同出展につきましては、充分ご検討の上お申込み下さい。 
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出展申込先 

〒101-0052東京都千代田区神田小川町 3−8 神田駿河台ビル 7階 

一般社団法人 日本ラジオロジー協会・国際医用画像総合展係  

担当者 渡辺 直人 

TEL: 03（3518）6111 FAX: 03（3518）6139 E-mail：item@office.email.ne.jp 

 

出展申込締切日（厳守願います。） 

2020年 9月 18日（金）迄に、次の要領でお申し込みください。 

1）申込書に必要事項記載、社印押印後郵便またはＦＡＸにて送付。 

2）申込書に必要事項記載、社印押印後メールに添付して送付。 

上記１）２）共にお申込み受付の FAXまたはメールを必ず送付しますのでご確認 

ください。 

お申込みいただいた各社の小間数（展示小間の広さ）決定通知を 2020 年 10月 23日

（金）までに、会場図面、小間割抽選会案内と共に郵送致します。 

 

出展料振込先 

口座名 三菱ＵＦＪ銀行 神田支店 普通預金５７２８４９８ 

         ｼｬ) ﾆﾎﾝﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰｷｮｳｶｲ 

         一般社団法人 日本ラジオロジー協会 

 

出展料支払締切日 （厳守願います。） 

最終小間（広さと場所）確定通知（11月下旬予定）と一緒に請求書を送付致します 

ので、前記出展料振込先へ 2021 年 1月 29日（金）迄に決定展示料をお振込み下さい。 

期日までにお振込みいただけない場合は、出展取消とさせていただく事もあります。 

なお、振込手数料は御社にてご負担下さいますようお願い致します。 

 

出展申込後の取消について 

自己都合により出展申込を取消した場合は、取消料として下記の金額をお支払いいた

だきます。 

1）2020年 10月 30日～2021 年 1月 29日迄   決定展示料の   50％ 

2）2021年 1月 30日以降            〃     全 額 

 

 

mailto:item@office.email.ne.jp
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自然災害等発生による展示会中止についての対応 

  自然災害等発生及び感染症の大規模流行等により主催者（一般社団法人日本ラジオ 

ジー協会）が展示会開催を困難と判断した場合には、中止時期における状況を勘案し 

必要経費を差し引いて、出展料を返却させていただきます。 

 

展示についての問い合わせ先 

1）出展料、出展申込みについて  

一般社団法人 日本ラジオロジー協会      担当者   渡辺 直人 

TEL 03（3518）6111  FAX 03（3518）6139 

2）展示実務について 

一般社団法人 日本画像医療システム工業会 事務局長  渡辺 良 

                               展示事務局担当者   馬場 朋子 

TEL：03（3816）3450  FAX：03（3818）8920 E-mail：exhibit@jira-net.or.jp 

※ JIRA会員登録お申込み 日本画像医療システム工業会 事務局長  渡辺 良 

TEL：03（3816）3450  FAX：03（3818）8920 E-mail：exhibit@jira-net.or.jp   

展示説明会・小間割抽選会 

2020年 11月 6日（金）  13時 00分～16時 00分 

一般財団法人 日本教育会館 一ツ橋ホール  

（サイト URL：https://www.jec.or.jp/index.php） 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 

TEL：03-3230-2831 

その他 

1）申込の総面積が有効面積を上回った場合は、一般社団法人日本画像医療システム 

工業会の会員会社を最優先とし、各社の申込面積、過去の実績等を勘案して 

調整させていただきますのでご承知おき下さい。 

2）出展会社の代理会社や委託業者を通じての展示申込みは一切受付けません。 

 3) 展示に係る下記費用のお支払いは、出展会社の代理会社や委託業者を経由する 

   ことは出来ません。 

・電気料・残業による会場使用料・自動火災報知機取付工事費・アンカーボルト 

使用料（含補修費）・薬事未承認品出展表示板・出展社カード追加分・ 

作業用カード追加分 等 

 4) 開催方法、開催期間等、世の中の状況に応じて変更される場合があります。 

 

 

mailto:exhibit@jira-net.or.jp
mailto:exhibit@jira-net.or.jp
https://www.jec.or.jp/index.php
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感染症対策について 

本展示会の運営に当たっては、感染症拡大のあらゆるリスクを低下することにより、ご来

場者、ご出展者、設営関係者、及び運営関係者の健康と安全を確保する必要があります。 

そこで運営を担当する一般社団法人日本画像医療システム工業会（JIRA）では、「パシフィ

コ横浜における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に則って、自治体・所轄

官庁との密接な連携を取りながら以下をはじめとする COVID-19感染対策を実施し、安全に

展示会を開催してまいります。 

感染の状況により、次の施策を適宜実施いたします。 

1) 展示場での密集を避けるため入場人数の制限をいたします。＊出展社説明要員、係員、

ブース製作時・運営時の関連業者も含めます。 

2) 展示場内の通路幅を十分に確保いたします。 

3) 基礎装飾小間は、ブース間の干渉を避けるため隣接小間間の袖壁を完全閉鎖いたしま

す。 

4) 展示会場内の換気を徹底いたします。 

5) 全入場者の検温を実施いたします。 

6) 消毒液を各所に設置し、共有部分については巡回して消毒いたします。 

なお、10月 16日には、その時点での行政・パシフィコ横浜の感染対策ガイドラインを踏

まえて具体的な感染対策を掲載させていただきます。 
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スケジュール 

（１）パシフィコ横浜展示 

項   目 期   日 時   間 

出展募集締切日 2020年 9月 18日(金)  

展示実施要項案内 2020年 10月 23日(金)  

小間数決定通知(展示小間広さ) 2020年 10月 23日(金)  

展示説明会及び抽選会 

（一ツ橋ホール） 

2020年 11月 6日(金) 

 

13時 00分 

～16時 00分 

小間割確定通知（展示小間の広

さと場所）及び請求書送付 

2020年 11月下旬(予定)  

出展料支払締切日 2021年 1月 29日（金）  

 

（２）Web 展示 ※概要については、別紙をご参照ください。 

項   目 期   日  

展示実施要項案内、および、 

出展募集開始 

2020年 11月 6日(金)  

出展応募締め切り 2021年 2月 26日(金)  

出展料支払締切 

（Web単独の場合のみ） 

2021年 3月 19日(金)  

 

 

 




