3rd DIA Project Management
Training Course in Japan
REGISTRATION FORM

Meeting ID # 13355

You may register online at www.diahome.org or you may return this complete form by mail or by fax to
DIA Japan at the address/fax number below:
DIA Japan: Nisso 22 Bldg. 7F, 1-11-10, Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041 Japan
tel +81.3.5575.2130 • fax +81.3.3583.1200 • email: diaJapan@diajapan.org

Session begins 9:30 on Day 1
Session concludes 16:45 on Day 2

DIA will send participants a confirmation letter within 10 business days after receipt of their registration.
I DO want to be a DIA member


On or before October 10, 2013

All fees listed below include the
5% consumption tax

I DO NOT want to be a DIA member

Administrative fee that will be withheld
from refund amount:

PARTICIPATION FEE

•
•

¥61,950 

Member

Early Bird*

* Early Bird Deadline:
September 26, 2013
(subject to change)

Industry

¥67,200 

Government (Full-time),
Non Profit, Academic,
Medicals

¥26,250 

Nonmember
WITH
membership
**

Early Bird*

¥77,700 

Nonmember

Industry

¥82,950 

Government (Full-time)

¥42,000 

Non Profit, Academic,
Medicals

¥26,250 

Industry

¥82,950 

Government (Full-time),
Non Profit, Academic

¥42,000 

CANCELLATION POLICY:

Members = ¥20,000
Government/Academia/
Nonprofit Members = ¥10,000

Cancellations must be in writing and
be received by the cancellation date
above. Registrants who do not cancel
by that date and do not attend will be
responsible for the full registration fee
paid. Registrants are responsible for
cancelling their own hotel and airline
reservations.
DIA reserves the right to alter the
venue, if necessary. If an event is
cancelled, DIA is not responsible for
any airfare, hotel or other costs
incurred by registrants.

TRAINING COURSE LOCATION

Urbannet Kanda Conference

PAYMENT OPTIONS:
 BANK TRANSFER TO:
MIZUHO BANK LTD., KAMIYACHO BRANCH,
TRANOMON 45 MT BLDG., 5-1-5 TORANOMON,
MINATO-KU, TOKYO 105-0001, JAPAN
DIA JAPAN ORDINARY ACCOUNT NUMBER:
1273382
SWIFT CODE # MHBKJPJT.

Urbannet Kanda Bldg. 2F, 3-6-2 Uchikanda,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041

 PAYMENT BY CREDIT CARD is available online only –
www.diahome.org

Your name and company, as well as the above event I.D.
number, must be included on the transfer document to
ensure payment to your account.
All local and overseas charges incurred for the bank
transfer must be borne by payer.
Please include BANK TRANSFER REFERENCE #

Please check the applicable category:  Academia  Government  Industry  CSO (Contract research/service organization)  Student (Call for registration information)

Last Name

First Name

M.I.

 Dr.

Degrees

Job Title

Company

Address (As required for postal delivery to your location)

City

State

email Required for confirmation

Phone Number Required

Fax Number

Zip/Postal

Country

 Mr.

 Mrs.

 Ms.

会議参加申込書
一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

Fax:03-3583-1200 〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル7F Tel: 03-5575-2130

第3回 DIAプロジェクトマネジメント・トレーニングコース
2013年10月17日～18日 ｜アーバンネット神田カンファレンス

[カンファレンスID #13355]

東京都千代田区内神田3丁目6番2号

◆ 参加申込方法
DIAウェブサイト(www.diahome.org)よりお申し込み頂くか、この申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付diajapan@diajapan.org
にてお申し込みください。受理後、10営業日以内にEメールにて申込受領書を送付いたします。

◆ 参加費用 (該当するにチェックしてください)
会員資格が失効している方および非会員の方は、会員登録(更新)することにより、会員価格にてご参加いただけます。
また、DIA各種機関紙の入手、DIAウェブサイトの会員専用ページへのアクセス等、種々の特典が得られます。不明な点がございましたら、ディー・アイ・エー・
ジャパンまでお問い合わせください。

◆ 請求書をご希望の方は下のに
チェックを入れてください。

会員
早期割引 2013年9月26日までのお申込み  \59,000（税抜） \61,950（税込）

一般

2013年9月27日以降のお申込み

 請求書を希望します

 \64,000（税抜） \67,200（税込）

政府関係

 \25,000（税抜） \26,250（税込）

非営利団体／大学関係／医療従事者

 \25,000（税抜） \26,250（税込）

DIA Japan 使用欄
Date

非会員
No.

会員登録
する

一般

早期割引 2013年9月26日までのお申込み  \74,000（税抜） \77,700（税込）
2013年9月27日以降のお申込み

登録費

政府関係

 \40,000（税抜） \42,000（税込）

非営利団体／大学関係／医療従事者

 \40,000（税抜） \42,000（税込）

一般

 \79,000（税抜） \82,950（税込）

政府関係

 \40,000（税抜） \42,000（税込）

非営利団体／大学関係／医療従事者

 \25,000（税抜） \26,250（税込）

\15,750
を含む

 \79,000（税抜） \82,950（税込）

会員登録
しない

受領書
送付

Invoice

入金

◆ お支払方法
ご希望の支払方法にチェックを入れてください。

[支払方法] □銀行振込 みずほ銀行 神谷町支店 普通 1273382 （口座名義） 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン
□クレジットカード 使用可能クレジットカード（どちらか1つにチェック） □VISA □MasterCard
カード有効期限(mm/yy)

カード番号

カードご名義

ご署名

ご入金の際は、ご依頼人の欄に必ず参加者名および会社名を記載してください。同一会社で複数名の参加費を同時に振り込まれる場合は、
書面にて参加者名と振込日をディー・アイ・エー・ジャパンまでお知らせください。振込に関する手数料は、振込人負担でお願いいたします。

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )

First name ( 名 )

Job Title

Address

email ( 必須 )

Middle Initial

Degrees

 Dr.

State

Zip/Postal

Country

 Mr.

 Ms.

Company

City

Phone Number ( 必須 )

Fax Number

* 参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2013年10月10日までは手数料として一般会員・非会員とも20,000円、政府/大学関係者については会員・非会員とも
10,000円を申し受けます。それ以降のキャンセルについては参加費全額を申し受けますのでご注意ください。同一会社からの参加変更は可能ですが、その際は
お早めにディー・アイ・エー・ジャパンまでお知らせください。(会員資格の譲渡はできませんので、非会員としての参加費を申し受ける場合があります。) 参加をキャ
ンセルされる際には、必ず書面にてディー・アイ・エー・ジャパンまでご連絡願います。会場は変更される場合がありますので予めご了承ください。
【DIAが取り扱う個人情報について】 お申し込みいただいた個人情報はDIAからの会議案内送付等の目的にのみ使用させていただきます。

