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趣意書 

 

謹 啓 

   時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、アロマセラピー関係事業にご理解とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

 この度、2016 年 11 月 5 日（土）、6 日（日）の２日間、星薬科大学（東京都品川区）において「第 19 回日本ア

ロマセラピー学会 学術総会」を開催させていただく運びとなりました。 

今大会のテーマは、『香りと医療の東西邂逅 ～アロマセラピーと漢方～』です。日本には古くから“お香”を

焚く文化があり、森や山などの自然そのものも神道や山岳宗教のような宗教空間として捉えられていました。香

りはさまざまな儀式ではもちろんのこと、当時の人々の日常生活の中で、精神面・健康面にも浸透していたと言

っても過言ではありません。このお香の原料も、森や山の植物の香りも、そのほとんどが現代のアロマセラピー

で用いられている香料と同じです（大会前日に「香りの文化体験」もプレ・セミナーとして開催予定）。日本には

さらに 6世紀に輸入された中国医学から発展を遂げた独自の漢方医学があります。漢方医学で用いられる生

薬にもまた、ご存知のように薬用植物が用いられています。 

今大会では、自然の植物からの贈り物である香り（アロマセラピー）と漢方を再考し、西洋医学との共通項を

探り、日本独自の統合医療と西洋医学の架け橋になればと存じます。 

豪華さや華々しさはなくても、参加された皆様に体いっぱいにアロマの香りと温もりを感じていただける大会

になりますよう、関係者一同全力を尽くす所存でございます。 

本来であれば本会の運営は全て参加費を以ってあたるべきでございますが、質素倹約を旨とする地道な運

営を目指し鋭意模索しておりますが、なお参加費のみで開催費を充足することは極めて困難な現状でござい

ます。 

つきましては、出費多端な折り誠に恐縮ではございますが、諸般の事情をご賢察頂き、本大会のために暖か

いご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹 白 

平成 28年 6月 1日 

 

第 19回日本アロマセラピー学会 学術総会 

     総会会長 志茂田典子 
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Ⅰ 第 19回日本アロマセラピー学会学術総会開催概要 

 

 

名   称   ：   第 19回日本アロマセラピー学会学術総会 

   

会   期   ：   2016年（平成 28年）11月 5日（土）、11月 6日（日） 

 

総会会長   ：   志茂田 典子 （ACURE研究所 所長） 

 

実行委員長   ：    工藤 千秋  (くどうちあき脳神経外科クリニック 院長) 

 

参 加 者  ..：   参加予定者 約 550名 

 

会   場    ：   星薬科大学  

               〒142-8501 東京都品川区荏原 2−4−41 

  

開催計画の概略：  特別講演、招待講演、シンポジウム、 

一般演題（口頭）、一般演題（ポスター）、 

症例報告、ランチョンセミナー、等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ ランチョンセミナー共催概要 

 

＜開催日時（予定）＞※学術総会のプログラムによっては変更の可能性がございます。 

ランチョンセミナー 

11月 5日（土曜日） 

        第 2会場 12：30～13：15 （45分） 

        第 3会場 12：30～13：15 （45分） 

      

11月 6日（日曜日） 

        第 2会場 12：30～13：15 （45分） 

        第 3会場 12：30～13：15 （45分） 

＜開催会場＞ 

星薬科大学 新星館 

1. 第 2会場 102講義室（100～150名）  

2. 第 3会場 105講義室（100～150名）  

    

＜共催費＞  

ランチョン各セミナー共通 450,000円 

 

共催費に含まれるもの 

 

1. 会場使用料、講師控室料 

2. 機材・備品 メインスクリーン 

   液晶プロジェクター 

   レーザーポインター 

   映像オペレーター 

   マイク 

   会場備品 

 

共催費に含まれないもの 

     下記の内容は別途ご負担をお願いします。会期 2か月前に運営会社より発注書を 

お送りしますので、発注書でお申込みをお願いいたします。 

 

1. 飲食関係 参加者飲食費  

・1月 5日（土曜日） 

                      第 2会場 1000円前後＠150名 

                      第 3会場 1000円前後＠150名 

・11月 6日（日曜日） 

                  第 2会場 1000円前後＠100名  

                             第 3会場 1000円前後＠100名 

 

     ・その他、控室での司会・講師等の飲食 



 

2. 機材・備品    録音・収録 

  控室での打合せ用機材（PC,プロジェクター、スクリーン） 

3. 看板関係 会場前看板 

4. 要員関係 資料配布、アナウンサー、照明係、弁当配布 等 

5. その他.      司会・講演者への謝金・旅費等 

  ポスター・チラシ等の印刷物 

 

 

＜お申込とお支払方法＞ 

 

申込締切： 平成 28年 8月 11日（木） 

 

申込方法： 添付の申込書に必要事項をご記入の上、事務局まで FAX またはメールでお送り

ください。 

お申込みいただいた後、請求書を発行しますので、請求書発行 1か月以内に 

所定の銀行口座にお振込みください。 

（振込手数料は、貴社にてご負担ください。） 

 

問合せ先： 第 19回日本アロマセラピー学術総会 運営事務局 

〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1 

ヤマトインターナショナルビル 株式会社レイ内 

ＴＥＬ：03-3764-8661    ＦＡＸ：03-3764-8662 

E-mail: soukai@aroma-jsa.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ご提出】FAX: 03-3764-8662 / E-mail: soukai@aroma-jsa.jp 

 

第１９回日本アロマセラピー学術総会 ランチョンセミナー共催申込書 

 
申込締切日：平成28年8月11（木） 

 
 

お申込みテーマの内容（後日ても結構です） 

テーマ 
 

司会（所属） 
 

演者（所属） 
 

 

ご要望等がありましたら、ご記入ください。 

 

 

問合わせ先  

第 19回日本アロマセラピー学術総会 運営事務局 

〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1 

ヤマトインターナショナルビル 株式会社レイ内 

ＴＥＬ：03-3764-8661    ＦＡＸ：03-3764-8662 

E-mail: soukai@aroma-jsa.jp 

 

 

 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

TEL:                       FAX: 

E-mail: 

mailto:soukai@aroma-jsa.jp
mailto:soukai@aroma-jsa.jp


Ⅲ 出展申込概要 
 

1. 出展料金 

〈パネル付き〉 賛助会員 （１小間）￥162,600.-（税込）  

        非賛助会員 （１小間）￥194,400.-（税込）  

    〈机のみ〉  賛助会員 （1本）  ￥108,000.-（税込） 

   非賛助会員 （1本）  ￥129,600.-（税込） 

    

 

2. 募集小間数（予定） 

    基礎小間 15小間（予定）  

 

3. 展示会場 

星薬科大学 百年記念館 1階学生ホール 

 

4. 搬入・搬出・撤去（予定） 

搬入  11月 4日（金） 13:00～17:00 

撤去・搬出        .11月 6日（日） 15:00～16:00 

 

5. 小間企画（パネル付き） 

バックパネル W1800mm×H2100mm、展示台W1800mm×D800mm 

システムパネル使用、袖パネル無し、社名版（W900mm×H150ｍｍ） 

＜電気＞ 

すべてオプションになります。ご希望の場合は有償で電気（交流単相二線式 100V） 

を小間まで供給します。それ以外の特殊電源については別途ご相談ください。 

電気１次幹線工事代金、コンセント等、電気 2次幹線工事代金は別途申し受けます。 

立面図 



 

 

6. 展示小間割の決定 

     展示の出展申し込み受付け後、出展物の種類、形状、小間数等を考慮の上、主催者 

にて決定させていただきます。 

 

7. 出展者へのご案内について 

開催の 1か月前頃に小間割、搬入、搬出、管理などについて詳細をご連絡します。 

前ページ小間企画以外の装飾、備品等はお持込みになるか、別途オプションにてお申し込み

ください。什器・照明器具などのリースも開催 1か月前頃ご案内します。 

 

8. 出展の取り消し    

    出展内容が本学術総会における展示会の趣旨にそぐわない場合、主催者はその申し 

    込みを受け付けしかねる場合があります。ご了承ください。 

 

9. 申込方法 

添付の申込書に必要事項をご記入の上、事務局まで FAXまたはメールでお送りくだい。 

    お申込みいただいた後、請求書を発行しますので、請求書発行 1か月以内に所定の銀   

    行口座にお振込みください。（振込手数料は、貴社にてご負担ください。） 

 

10. 申込締切  

    平成 28年 9月 9日（金） 

 

11. 出展キャンセルについて 

     平成 28年 9月 9日以降の取り消しについては、一切お受けできませんので予めご了 

    承ください。申し込み後、やむをえない事情により取リ消しをされる場合は、以下の通り  

    規定の取り消し手数料を申し受けることになりますので、あらかじめご了承ください。 

 

 取り消し料： 9月 30日まで 出展料の 50％ 

              10月 1日以降 出展料の 100％ 

 

12. 問い合せ先 

    第 19回日本アロマセラピー学術総会 運営事務局 

    〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1 

 ヤマトインターナショナルビル 株式会社レイ内    

    ＴＥＬ：03-3764-8661     ＦＡＸ：03-3764-8662    

    E-mail: soukai@aroma-jsa.jp   

 

 

 

  



【ご提出】  FAX: 03-3764-8662 / E-mail: soukai@aroma-jsa.jp 

 

第 1９回日本アロマセラピー学会学術総会 出展申込書 

 

申込締切日：平成28年9月9日(金) 

 

申込日 平成    年     月    日 

貴社名  

部署名  

ご担当者  

ご連絡先 

〒 

 

 

TEL:                    FAX: 

 

e-mail: 

 

出展料 

〈パネル付き〉 

賛助会員（162,600円）× （    ）小間＝  （        ）円 

非賛助会員（194,400円）×（    ）小間＝ （         ）円 

〈机のみ W1800mm×D800mm〉 

賛助会員（108,000円）× （    ）小間＝  （        ）円 

非賛助会員（129,600円）×（    ）小間＝ （         ）円 

展示物概要 

 

 

 

 

 

 

問い合せ先 

    第 19回日本アロマセラピー学術総会 運営事務局 

    〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1 

 ヤマトインターナショナルビル 株式会社レイ内    

    ＴＥＬ：03-3764-8661    ＦＡＸ：03-3764-8662    

    E-mail: soukai@aroma-jsa.jp   

mailto:soukai@aroma-jsa.jp


Ⅳ 広告申込概要 

 

1. 広 告 内 容 出版物（抄録集）の広告 

 

2. 出版物の仕様 A4版、約 130頁、発行部数 2,000部（予定） 

   発行予定日 平成 28日 10月 

 

3. 抄録集配布対象 参加登録者、広告掲載主、その他 

 

4. 広告掲載料  掲載料はモノクロ料金です。 

 

掲載ページ 所属 料金 枠 

後付け 1ページ（モノクロ） 
賛助会員 54,000 

9社 
非賛助会員 86,400 

広告後付け 1/2ページ（モノクロ） 
賛助会員 32,400 

8社 
非賛助会員 54,000 

表３（モノクロ） 
賛助会員 108,000 

1社 
非賛助会員 194,400 

表 4（モノクロ） 
賛助会員 216,000 

1社 
非賛助会員 324000 

 

5. 入構原稿について 

原稿は、完全データ（イラストレータ）または紙焼・フィルムにてご提出ください。 

なお、データにてご提出の場合は必ず出力サンプルを付けてください。 

入稿締切 平成 28年 8月 22日（月） 

 

※同じ広告枠に複数の企業及び施設の希望がございましたら、申込順とさせて 

頂きます。また、掲載順番等につきましては、事務局に御一任下さいますよう 

お願い致します。 

 

6. 申込方法 

別紙申込書にご記入の上、申込期限までにFAXまたはメールでお送りください。申込書

受領後にご請求書をお送りいたします。 

  

7. 申込み／問合せ先 

第 19回日本アロマセラピー学術総会 運営事務局 

〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1 

ヤマトインターナショナルビル 株式会社レイ内    

ＴＥＬ：03-3764-8661    ＦＡＸ：03-3764-8662    

E-mail: soukai@aroma-jsa.jp   

 

 



【ご提出】FAX: 03-3764-8662/ E-mail: soukai@aroma-jsa.jp 

 

第１９回日本アロマセラピー学術総会 広告申込書 

 
申込締切日：平成28年8月22日（月） 

申込日 平成    年     月    日 

貴社名  

部署名  

ご担当者  

ご連絡先 

〒 

 

 

TEL:                    FAX: 

 

e-mail: 

 

広告掲載 ご希望の□にチェックをしてください。 

（下記の金額は消費税込みです） 

□後付１ページ（賛助会員） ９社 54,000 円 × (   ）口 ＝ (      ）円 

□後付 1ページ（非賛助会員）  86,400 円 × (   ）口 ＝ (      ）円 

□後付１/2（賛助会員）        ８社 32,400 円 × (   ）口 ＝ (      ）円 

□後付１/2（非賛助会員）        54,000 円 × (   ）口 ＝ (      ）円 

□表 3（賛助会員）   1社 108,000 円 × ( １ ）口 ＝ (      ）円 

□表 3（非賛助会員） 194,400 円 × ( １ ）口 ＝ (      ）円 

□表 4（賛助会員）             1社 

 

216,000 円 × ( １ ）口 ＝ (      ）円 

□表４（非賛助会員）           324,400 円 × ( １ ）口 ＝ (      ）円 

※表3につきましては申込みがあり、募集を終了させていただきました。 

※原稿は完全データ（イラストレータ/_出力サンプル同封または紙焼・フィルムにて  

  平成28年8月22日（月）までに上記宛にご提出ください 

 

問合わせ先 

第 19回日本アロマセラピー学術総会 運営事務局 

〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1 

ヤマトインターナショナルビル 株式会社レイ内 

ＴＥＬ：03-3764-8661    ＦＡＸ：03-3764-8662 

E-mail: soukai@aroma-jsa.jp 

 

mailto:soukai@aroma-jsa.jp

