
 
 
 
 
 
 
 

「2019年 PIC/S総会等」運営等業務委託仕様書 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30年 11月 
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 



１．件 名 

「2019年 PIC/S総会等」運営等業務委託 

 

 

２．業務期間及び契約期間 

  契約日から 2019年 11月 30日まで 

 

 

３．目 的 

  2019年医薬品査察協定・医薬品査察協同スキーム総会及びセミナー（以下、「PIC/S総会等」

という。）の我が国での開催にあたり、PIC/S総会等開催前の準備及び当日の運営等を委託す

る業者を調達するものである。 

 

 

４．開催概要 

開 催 日 時 ： 2019年 11月 11日（月）から 11月 15日（金） 

開 催 地 ： ANAクラウンプラザホテル富山 

スケジュール ： 別添  

参 加 人 数 ： 総会：70人程度、セミナー：200人程度 

参 加 費 ： 検討中 

 

 

５．業務の範囲及び内容 

別紙を参照のこと。 

 

 

６．契約後の留意事項 

上記を踏まえ、契約後速やかに、業務内容、業務計画及び業務全体の作業スケジュール等に

ついて具体的に提案し、担当職員の承認を得ること。 

不測の事態が生じるなど、業務の遂行に重大な影響を及ぼす事態が発生した際には、速やか

に担当職員に報告し、判断を仰ぐこと。 
契約期間が複数年度に跨がるため、2018 年度（2019年 3月末まで）に行った業務内容を整

理した業務進捗報告書（2018年度）を納入期限までに提出すること。 

 
 

７． 納入成果物 

（１）納入成果物の納入期限 

以下に掲げる納入期日までに各成果物の最終版を納入する。 

 

納入成果物 納入期限 納入媒体 

業務進捗報告書(2018 年

度) 

2019 年 3月 31日 紙及び電子媒体（1部） 
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進行台本 2019 年 10月 15日 電子媒体にて機構宛送付

のこと 

会場配置図（各種） 2019 年 10月 15日 電子媒体にて機構宛送付

のこと 

運営マニュアル 2019 年 10月 15日 電子媒体にて機構宛送付

のこと 

業務完了報告書 2019 年 11月 30日 紙及び電子媒体（1部） 

 

（２）業務完了報告書の条件について 

・紙のサイズは、日本工業規格 A列 4番を原則とする。図表を用いる場合は、必要に応じ

て A列 3番縦書き又は横書きを使用すること。 

・本受注業務を実施する上で必要となる一切の機器物品等は、受注者の責任で手配すると

ともに、費用を負担すること。 

 

（３）納入場所 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３-３-２新霞が関ビル 12階 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 品質管理部 

 

 

８．検収条件等 

納入成果物については、適宜、担当職員に進捗状況の報告を行うとともに、レビューを受け

ること。最終的な納入成果物については、「７．納入成果物」に記載の全てが揃っていること

及びレビュー後の改訂事項が反映されていること等を、担当職員が確認し、これらが確認され

次第、検収終了とする。 

検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き

取り、必要な修正を行った後、担当職員の承認を得て、指定した日時までに修正が反映された

全ての納入成果物を納入すること。 

また、「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があるの

で、作成資料等を常に管理し、最新状態に保っておくこと。 

 

 

９．特記事項 

（１）基本事項 

受注者は、以下の事項を遵守すること。 

① 本受注業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもっ

て誠実に行うこと。 
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② 本受注業務に従事する要員は、担当職員と円滑なコミュニケーションを行う能力と意思

を有していること。 

③ 本受注業務で取り扱う情報、書類等について、他の業務のものと混在することのないよ

う適切に管理すること。 

④ 本受注業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の

規則に従うこと。 

⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責

めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 

⑥ 本受注業務の履行に際し、担当職員からの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じる

こと。また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応すること。 

⑦ 担当職員へ提示する電子ファイルは事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフ

トウェア等が混入していないことを確認すること。 

⑧ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規及び対象国

の法令を遵守すること。 

⑨  本受注業務に関連する担当職員が依頼する照会事項に対する適切な回答、助言を行う

こと。 

 

（２）応札条件 

  応札者は、以下の条件を満たしていること。 

① 政令指定都市以外の市町村で同様の業務（200人規模以上の国際会議の準備業務、当日

運営業務等）を請け負った実績があること。 

② 富山市内における国際会議の開催に関し十分な知見を有すること。また、別紙「委託予

定業務内容」26 番の視察に関し、富山県及び隣接する各県の事情に十分な知見を有する

こと。 

③ 英語による情報共有ができる担当者を常時５名程度配置できること。 

④ ハラル、宗教等、海外の文化に精通しており、会議参加者の要望を尊重する会議運営が

できること。 

⑤ 会議会場の担当者並びに機構及び厚生労働省の担当者と円滑に情報共有ができる体制

が整えられていること。 

⑥ 別紙「委託予定業務内容」26番の視察の企画、立案、運営ができること。 

⑦ 落札時には、作業スケジュール及び受託の内容ごとに整理された見積り根拠資料の提出

が可能であること。 

 

（３）機密保持 

本受注業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。 

① 受注者は、受注業務の実施の過程で担当職員が開示した情報（公知の情報を除く。以下

同じ。）、受注者が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しく
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は漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 

② 受注者は、本受注業務を実施するに当たり、担当職員から入手した資料等については適

切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 

・業務に必要がなくなり次第、速やかに担当職員に返却又は消去すること。 

・受注業務完了後、上記①に記載される情報を返却又は消去し、受注者において該当情

報を保持しないことを誓約する旨の書類を担当職員に提出すること。 

③ 応札者についても上記①及び②に準ずること。 

④ 「秘密保持等に関する誓約書」（入札説明書別添）を別途提出し、これを遵守しなけれ

ばならない。 

 

（４） 知的財産等 

知的財産の帰属は、以下のとおり。 

① 本受注業務で作成・変更・更新されるドキュメント類の著作権（著作権法第 21 条から

第 28条に定めるすべての権利を含む。）は、受注者が本受注業務の開始前より権利を保有

していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、

機構が所有する等現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て機構に帰属するもの

とする。 

② 本受注業務で発生した権利については、受注者は著作者人格権（著作権法第 18 条から

第 20条までに規定する権利をいう。）を行使しないものとする。 

③ 本受注業務で発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっ

ても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 

④ 本受注業務で作成・変更・修正されるドキュメント類等に第三者が権利を有する著作物

が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切

の手続きを行うこと。この場合は事前に機構に報告し、承認を得ること。 

⑤ 本受注業務において、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、

当該紛争の原因が専ら機構の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を

処理すること。この場合、機構は係る紛争の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要

な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねるなどの協力措置を講ずる。なお、受注者の著作又

は一般に公開されている著作について、引用する場合は出典を明示するとともに、受注者

の責任において著作者等の承認を得るものとし、機構に提出する際は、その旨併せて報告

するものとする。 

 

（５）再委託 

受注者は、本受注業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。受注業務

の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を担当職員に申請し、承認を

受けること。申請に当たっては、「再委託に関する承認申請書」の書面を作成の上、受注者と
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再委託先との委託契約書の写し及び委託要領等の写しを担当職員に提出すること。受注者は、

機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、

必要な処置を実施し、担当職員に報告し、承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合

は、その最終的な責任を受注者が負うこと。 

 

（６）瑕疵担保責任 

本調達の契約期間満了の後、１年以内の期間において、本受注業務の納入成果物に関して瑕

疵の疑いが生じた場合であって、担当職員が必要と認めた場合は、受注者は速やかに瑕疵の疑

いに関して調査し回答すること。調査の結果、納入成果物に関して瑕疵等が認められた場合に

は、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正を実施する場合にお

いては、修正方法等について、事前に担当職員の承認を得てから着手するとともに、修正結果

等について、担当職員の承認を受けること。 

 

（７）環境への配慮 

環境への負荷を低減するため、本件に係る納入成果物については、「国等による環境物品等

の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12年法律第 100号）に基づいた製品

を可能な限り導入すること。 

 

（８）その他 

本受注業務においては、担当職員との十分な協議に基づき行うものとし、本仕様書に掲げ

ている事項その他本業務を遂行するために必要な事項は担当職員との協議の上、実施するも

のとする。 

 

 

１０．窓口連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

品質管理部 會森、松村 

電話：03-3506-9446 

E-mail：emori-akira@pmda.go.jp、matsumura-misaki@pmda.go.jp 
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別紙

大項目 中項目 具体的な要求内容

１　出席人数 【総会】：　70名程度
【セミナー】：　200名程度

２　会場関連 会場の確保（ANAクラウンプラザホテル富山
（仮予約済））

ホテル客室の確保（ANAクラウンプラザホテル
富山及びその周辺のホテル）

①会場の確保に関する手続きをPMDAから引き継いで行うこと。
②使用するホール名：　大宴会場　鳳、中宴会場　あすか、小宴会場　孔雀、その他控え室等。

③あらかじめ出席者数を見込んだホテル客室を確保しておくこと。
④確保した客室のうち、使用しないことが判明した客室を指定の期日までにホテル側にリリースすること。

【セミナー】
通訳の手配及び通訳費の支払い等に関する実
務作業

①セミナー期間中（H31.11.13～11.15の午前中）、5人程度の医薬品の製造管理及び品質管理に精通した
日英同時通訳者を選定すること。
②過去にPMDA又は海外の規制当局のGMP調査に同行した経験を持つ通訳者を選定すること。
③通訳派遣会社との間で生じる事務手続き作業も請け負うこと。
④通訳時間は目安として一日当たり４時間程度（延長の可能性あり）とする。なお、レセプション、オフィ
シャルディナーの際には通訳は不要。

【セミナー】
通訳機材の手配及び当日の運用

①通訳ブース、通訳機材、音声レシーバー等の手配、配布、回収を滞りなく行うこと。
②通訳機材の使用方法を出席者に分かりやすく伝達すること（日本語及び英語）。
③通訳機材が破損又は紛失した場合は、すぐに、代替機を用意することとし、原則、その責任を出席者
個人に求めないこと（故意、重過失の場合は除く。）。
④通訳機材が破損又は紛失した場合は、別途PMDAに請求しないこと。

【総会】及び【セミナー】
参加登録システムの構築、設定、運用

①参加登録システムについては新たな構築はせず、既存のシステム又はサービスを活用すること。
②登録マニュアルを作成すること。
③webページに登録方法が分かりやすく案内されていること。
④PMDAが参加申込者の一覧を加工可能な電子データ（エクセルファイル等）で随時入手できるようにす
ること。

【総会】及び【セミナー】
参加登録ホームページ画面の制作

①参加登録ホームページ画面を作成すること。
②確保済のホテルの宿泊予約も、参加登録用webページからできるようにすること。

【総会】及び【セミナー】
システムの情報管理等

①参加登録期間は、システムが安定して利用できるようにすること。
②また、個人情報の流出を防止するための十分なセキュリティ対策が講じられていること。
③業務を通して知り得た個人情報は、委託業務完了後に適切に破棄し、その結果をPMDAに報告するこ
と。
④　システム稼動の停止や個人情報の流失等、情報セキュリティ事故が発生した場合の報告及び事故
対応体制を整備し、PMDAに報告すること。
⑤システムが稼動停止となった場合、または個人情報が流出した可能性がある場合は、速やかにPMDA
に報告すること。さらに原因を究明の上、再発防止策とともにPMDAに報告すること。また、速やかに対応
策を講じること。

５　参加費関連 【総会】及び【セミナー】
参加費の徴収

①参加登録システムを通して参加費の徴収作業を行うこと。
②銀行振り込み及びクレジットカード支払いの2通りの支払い方法を可能とすること。
③参加費の払い込み先等については、事前にPMDAの関連部署と十分に協議した上で決定すること。
④徴収した参加費は、証拠書類を添えてPMDAに納入すること。

６　講演準備関連 【セミナー】
講師からのプレゼン資料受け取り、保管、当日
投影までの手配

①講師に対し、最終承認されたプレゼン資料提出締切、プレゼン資料の様式等の案内をすること。
②講師からプレゼン資料を受け取り、保管し、会議当日に使用するパソコン内にデータを保存し管理する
こと。
③データの管理に当たっては、十分な情報セキュリティ対策を講じること。

７　運営マニュアルの作
成

【総会】及び【セミナー】 ①運営マニュアルを作成し、会議期間中の人、モノの動きを管理すること。
②運営マニュアルの内容は事前にPMDAの確認を得るとともに、会場の担当者とも事前に調整を行うこ
と。

８　会場配置図 【総会】及び【セミナー】
（5日間分）

①会場担当者と調整し、総会・セミナー等開催期間中の各会場レイアウト図を含む会場配置図を作成す
ること。
②会場配置図は事前にPMDAの確認を得ること。

【セミナー】
プログラム及びプレゼン資料

①あらかじめプログラム、プレゼン資料等をセキュリティ対策をとったUSBメモリ（人数分＋α、8G）を用意
し保存しておき、受付時に出席者に手渡すこと。
②USBメモリは出席者に手渡す前にウィルスチェックを実施する等、十分な情報セキュリティ対策を実施
しておくこと。
③主要な来賓及び講師については、USBメモリの他に必要な資料を印刷し、会議当日に手渡すこと。な
お、来賓用及び講師用の他に、合計50部の印刷物を準備すること。
④USBメモリに格納するプログラム、プレゼン資料等については事前にPMDAの確認を得ること。
⑤会議当日に追加の印刷物が必要になった場合等に備え、速やかに対応できる体制を整えておくこと。

【総会】及び【セミナー】
ネームカード（人数分）

①全出席者が、会議期間中に身につけるネームカードをあらかじめ印刷して準備しておくこと。
②首からさげるためのストラップも準備しておくこと。
③ネームカードのデザインは、事前にPMDAの確認を得ること。

【セミナー】
修了証（人数分）

①修了証に、出席者の名前をあらかじめ記載しておくこと。
②修了証のデザインは、事前にPMDAの確認を得ること。

【セミナー】
アンケート用紙

　PMDAで検討したアンケート項目を反映したアンケート用紙の印刷（デザインは事前にPMDAの確認を
得ること。）。

１０　通信関連 【総会】及び【セミナー】
会議期間中のWiFi設置

①会議期間中、出席者のみが利用できるWiFiを設置すること。
②WiFiに接続するためのSSID及びパスワードを、情報セキュリティ対策に十分に注意を払い出席者に適
切な方法で通知（日本語及び英語）すること。
③会議期間中のWiFiの通信状況を監視し、情報セキュリティ事故が発生した場合には速やかにPMDAに
報告すること。さらに原因究明の上、対応策をPMDAに報告すること。また、速やかに対応策を講じるこ
と。

委託予定業務内容

３　通訳関連

４　参加登録関連

９　印刷関連　※



別紙

大項目 中項目 具体的な要求内容

委託予定業務内容

１１　受付関連 【総会】及び【セミナー】
出席者のための案内

①出席者が円滑に会場に到着できるよう、会場担当者と調整しながら必要な表示等（日本語及び英語）
を行うこと。
②開始1時間前から、会場入口付近に案内人を2名配置し、出席者の誘導を行うこと。また案内人は、英
語による情報共有ができる者とすること。

【セミナー】
出席者の受付

①会場担当者と調整し、受付スペースを確保し、机等、必要な資材を設置すること。
②受付担当者を配置（4名配置。そのうち2名は英語による情報共有ができる）し、出席者リストを作成す
るとともに、出席者にネームカード、資料等を渡すこと。なお、欠席者をPMDAの担当者に連絡すること。
③出席者からのリクエストについては、PMDAの担当者と共有して対応すること。

出席者に手渡すもの：
　●プレゼン資料の電子ファイルが入ったUSBメモリ
　●ノベルティグッズ（文房具、メモ用紙）
　●ネームカード及びストラップ
　●WiFiネットワーク名及び接続パスワードに関する案内

１２　ノベルティグッズ 【総会】及び【セミナー】
出席者に配布する文房具等

①事前に規定のロゴを印字したトートバッグ、2色ボールペン（黒及び赤）及びメモ用紙を人数分（＋α）を
準備すること。規定のロゴ、印字位置についてはPMDAから確認を得ること。
②出席者に、2色ボールペン1本（黒及び赤）及びメモ用紙を入れたトートバッグを手渡すこと。

１３　飲用水 【総会】及び【セミナー】
出席者に支給する飲用水

①総会及びセミナーの出席者に対し、飲用水（500 mLペットボトル）を支給する。
②支給量は、1人あたり、1日、1本とする。
③総会時、セミナー時、ともに、開始前に会場のテーブル上に並べておく。

１４　進行業務関連 【セミナー】
会議の進行

①事前に進行台本を作成し、事前にPMDAの確認を得ること。
②セミナーの進行を行うため、英語による進行が可能な者1名を進行係として配置すること。
③当日は、進行台本、運営マニュアル、会場配置図に基づき、必要なタイミングで必要な情報を出席者
に提供すること（昼食会場への誘導、コーヒーブレイクの案内等も含む）。

スクリーン（各部屋に1つ）

プロジェクター（各部屋に1つ）
ポインター（各部屋に1つ）
プレゼン用PC（各部屋に1つ。ただしセミナー時
は合計20台）
マイク（各部屋に1つ。ただしセミナー時は合計
10本）
演台（各部屋に1つ）
卓上ライト（演台ごとに1つ）
音響、照明
設営、撤去作業

１６　会議期間中のトラブ
ル対応

【総会】及び【セミナー】
トラブル、出席者からの要望対応

①英語により出席者からの要望に対応できる者を常時2名配置すること。
②出席者からの要望、トラブル等はPMDAの担当者と共有して対応すること。

１７　写真撮影関連 【セミナー】
記念撮影、会議状況の撮影（写真、ムービー）

①主要関係者の記念撮影（集合写真）を行うこと（その際の配列案を作成し、PMDAの確認を得るこ
と。）。
②会議期間中、会議状況の撮影（写真、ムービー）を行うこと。
③以上のデータをまとめて電子媒体としてPMDAに提出すること。

１８　要人の誘導関連（10
名程度）

【総会】及び【セミナー】
動線の確保、同日の誘導

　会場担当者と協議の上、あらかじめ定めた要人の動線を確保するとともに、会議期間中は要人の会場
到着から控え室までの誘導を行うこと。また必要な資料を提供し期間中の行動の説明／確認を行うこと。

１９　控え室関連 　講演者の控え室に担当者を配置（４名程度）し、講演開始時間等を案内するなど、円滑に講演が進めら
れるよう各種調整を行うこと。

PC 　トラブル発生時等、速やかに情報収集する事が必要な事態に備え、インターネット接続が可能なPCを1
台設置すること。

プリンター 　トラブル発生時等、速やかに印刷物を準備する事が必要な事態に備え、プリンター及び印刷用紙等を
準備すること。

２１　アンケート関連 【セミナー】
アンケート用紙の配布、回収、データ集計、報
告書の作成

①PMDAが事前に準備したアンケート用紙を配布、回収すること。
②各項目のデータを集計し、PMDAに報告すること。

２２　レセプション 【セミナー】
セミナー前日のレセプションの企画、立案、当
日の運営
（レセプションは1回のみ。ビュッフェ形式）

①会場レイアウト等の立案、当日の運営（会場の担当者及びPMDAの担当者と事前に調整し確認を得る
こと。）。
②出席者数の事前確認を経て、当日の規模等を検討すること。
③出席者より、ハラル対応、特別の対応の要否等を事前に確認し、必要な措置を講じておくこと。
④レセプションの会場が分かるように、会場に表示（日本語及び英語）等を行うこと。

【総会】及び【セミナー】
２０　事務局備品

①【総会】及び【セミナー】：　左記の備品を準備すること（今後、会場の設営状況により変更の可能性があ
る。）。
②【総会】及び【セミナー】：　音響担当者、スライド映写担当者等を配置し、会議運営を円滑に行える環境
を整えること。
③【セミナー】：　講演者に対し、事前の資料チェックの時間を案内すること。またその際に講演スライドの
変更の有無を確認し、変更があれば速やかに講演用電子ファイルの差換を行うこと。
④【セミナー】：　講演者に対し、マイクやポインター等の使用方法の説明を行うこと。

【総会】及び【セミナー】
１５　当日運営機材関連



別紙

大項目 中項目 具体的な要求内容

委託予定業務内容

２３　昼食の手配 【総会】及び【セミナー】
（5日間分。ビュッフェ形式）

①会場担当者と情報共有し、会議期間中の食事の手配を行うこと。
②出席者数の事前確認を経て、当日の規模等を検討すること。
③出席者より、ハラル対応、特別の対応の要否等を事前に確認し、必要な措置を講じておくこと。
④昼食の会場が分かるように、会場に表示（日本語及び英語）等を行うこと。

２４　オフィシャルディナー オフィシャルディナーの企画、立案、当日の運
営
（オフィシャルディナーは1回のみ。）

①会場レイアウト等の立案、当日の運営（会場の担当者及びPMDAの担当者と事前に調整し、確認を得
ること。）
②出席者数の事前確認を経て、当日の規模等を検討すること。
③出席者より、ハラル対応、特別の対応等の要否を事前に確認し、必要な措置を講じておくこと。
④オフィシャルディナーを催すレストランが会議会場とは異なる場合は、レストランへの移動手段（バス）も
準備し、出席者を誘導すること。なお、移動ルートは富山市内の名所を巡るコースとすること。
⑤あらかじめオフィシャルディナーの出席者を把握し、役職に基づき席次表を作成しておくこと。
⑥席次表の内容は、事前に厚労省及びPMDAの確認を得ること。
⑦当日は、席次表を分かりやすい場所に表示（日本語及び英語）するとともに、会場に管理担当者を配
置し、要人にあたっては直接誘導すること。

２５　コーヒーブレイクの
手配

【総会】及び【セミナー】
（1日につき2回程度×5日間分）

①会場担当者と情報共有し、会議期間中のコーヒーブレイクの手配を行うこと。
②出席者数の事前確認を経て、当日の規模等を検討すること。
③出席者より、ハラル対応、特別の対応の要否等を事前に確認し、必要な措置を講じておくこと。
④コーヒーブレイクの会場が分かるように、会場に表示（日本語及び英語）等を行うこと。

２６　視察の手配 会議最終日の午後 ①会議最終日の午後に予定している視察を行うため、その企画、立案、運営を行うことができること。
②出席者への事前連絡、当日の招集案内、アテンドを行うこと。
③出席者数は事前に確認しておき、当日の規模の予測に基づき移動手段等を手配しておくこと。
④視察の参加費は別途徴収することとし、参加費の徴収方法等についてPMDAと事前に協議、確認を得
ること。

２７　業務完了報告書 　総会セミナー修了後に、アンケート結果の解析結果を含む業務完了報告書を作成し、PMDAに提出す
ること。

※印刷物の仕様は以下のとおりとする。
（共通事項）
判型：A4判

（プログラム）
厚さ：色上質特厚口
印刷：両面カラー印刷

（プレゼン資料）
厚さ：再生上質紙
印刷：両面カラー印刷

（ネームカード・修了証）
厚さ：色上質最厚口
印刷：片面カラー印刷

（アンケート用紙）
厚さ：再生上質紙
印刷：両面白黒印刷

PMDAより提供する電子データを原稿とし、印刷すること。
印刷が不鮮明になる場合には、速やかにPMDAへ連絡し対応を協議すること。
なお、校正は一回以上とする。
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