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コラボレーションを通して描くデータの価値と未来

- Clinical Data Managementのこれまでとこれから-
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概要

DIA Japan初のイベントとして開催された本ワークショップは、早いもので25周
年を迎えます。この四半世紀、臨床開発実施環境のめまぐるしい変化に対応
すべく、その時代のニーズ、また先を見据えた課題を積極的に取り入れて、産官
学での活動および海外スピーカーや患者さんなどとの交流を通して、Clinical 
Data Manager (CDM) とは何をすべきか、必要なスキルセットは何かを描
き続けています。最近では試験デザインの複雑化、取り扱うデータの多様化
（RWD、PHR等を含む）、テクノロジーの進歩、DTxやDe-centralized Clinical 
Trialなど治療や治験におけるデジタル活用の取り組み臨床研究法やレジストリ
活用などアカデミアのCDMの重要性の高まりなど、「データマネジメント」の実
践には常に革新的な変化が訪れています。

COVID-19パンデミックの影響下で生じた臨床現場の負担増加やフレキシブル
な対応や判断は、革新的な手法の導入の推進だけでなく、役割を超えた目的志
向による協働やコミュニケーションの重要さにも改めて気づきを得る機会とな
ったのではないでしょうか。

一方、規制動向の変化も活発です。2021年3月には「承認申請等におけるレジス
トリ活用に関する基本的考え方」が発出され、実際の医療環境下で取得され
たリアルワールドデータの利活用の促進が期待されています。2021年6月には
ICHより「Patient-Focused Drug Development」のRefl ection Paperが出され
るなど、患者中心の医薬品開発という概念の具体化に向けた議論が活発化し
ています。また、2020年8月には薬機法改正に伴いGCP省令に適合した治験等
の円滑な実施にあたって参考となるガイダンス改正の課長通知が、臨床研究に
おいては2021年3月に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針」が発出されたように、被験者の保護、科学や信頼性の担保が常に最優先で
あることは変わりありません。

25周年を迎える2022年の本ワークショップでは、臨床開発・研究におけるデ
ータの価値と未来を、新しい治療法を必要とされる方々に少しでも早く届ける
という共通のゴールに向けて、産・官・学、CDM以外の臨床開発に係る皆さん
も交えて、皆さんと活発な議論を通じて共に考える機会にしたいと考えていま
す。

本ワークショップは、臨床研究の質およびクリニカルデ ータマネジメント活動
の向上を目的としています。また産官学を超えた人脈作りと情報交換の機会を
提供してい きます。

参加対象者
•	 クリニカルデータマネージャー	 ・クリニカルリサーチコーディネーター
•	 生物統計ご担当者	 	 ・	臨床開発ご担当者
•	 ITご担当者	 	 	 ・	QC/QAご担当者
•	 薬事ご担当者	 	 	 ・	市販後担当者

English follows Japanese



会議参加申込書

第25回DIAクリニカルデータマネジメント・ワークショップ                   [カンファレンスID　#22301]

*	参加のキャンセルは、お申し込み受理後、会期28日前にあたる2022年2月2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。

* DIA主催の会議には、必ず登録者ご本人にご参加いただくよう、お願いしております。
* 本会議では、DIAの宣伝活動に使用する目的で、開催期間中に参加者を含む映像・写真を撮影することがあります。本会議の参加者は、DIAが記録した映像・写真等につ
いて、DIAの宣伝資料、出版物及びインターネット等への掲載その他一切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ権等を含みます）はDIAに帰属することを認め、DIAが無償
で任意に利用できることを許諾するものとします。

【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使用させていただきます。また当日は、ご参加いただく皆様の会社名また
は組織名とご氏名を記載したリストを参加者・講演者・関係者（プログラム委員）に限り配布する場合があります。本申込書の提出をもって以上の個人情報のお取扱いご同意いただいた
ものと解釈いたしますが、ご同意いただけない場合はDIA Japanまでご連絡ください。

2022年3月2日（水）-4日（金）| Web開催（Zoom Webinar）
◆ 参加申込方法

DIAウェブサイト(www.DIAglobal.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Japan@DIAglobal.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。※チャッティング・セッションを予定しており、チャッティング・セッションへのご参加は別途お申し込みが
必要になります。会議参加申込者には1月上旬よりご案内申し上げます。、チ

◆ 参加費用 (該当するq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。会員資格はお支払いいただいてから翌年同月末まで
１年間有効です。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、種々の特典も得られます。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。

◆ 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。

□	銀行振込　請求書を送付しますので、その案内に従って振り込み手続きを行ってください。
□	クレジットカード　使用可能クレジットカード（いずれか1つにチェック）　□	VISA			□	MasterCard			□	JCB
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または請求書番号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。

DIA	Japan	使用欄

Date

No.

受領書 
送付

Invoice

入金

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )     q   Dr.     q  Mr.      q  Ms.           First name ( 名 )   Company  

Job Title Department

Address      City  State  Zip/Postal  Country

Email ( 必須 )      Phone Number ( 必須 )   Fax Number

①年会費
現在会員でない方で、会員登録をされる場合は希望する年会費の欄に印を入れてください。
*参加費の早期割引価格は現会員の方または会員登録と同時にお申し込みされる方のみに適用されます。会員
資格が失効している方および非会員の方は、ぜひこの機会にぜひご登録ください。
＊＊アカデミア会員資格にお申し込みの方は、本申込書をディー・アイ・エー・ジャパンまでFAXもしくはメールにてお送りください。

Membership（有効期間：1年間） q ￥22,000 (税込)

2-Year Membership（有効期間：2年間/10%割引） q ￥39,600 (税込)

Academia Membership ＊＊
（対象：大学関係・医療従事者、有効期間：1年間） q ￥15,180 (税込)

Academia Membership ＊＊ 
（対象：大学関係・医療従事者、有効期間：2年間/10%割引） q ￥27,280 (税込

②参加費
所属カテゴリーと会員資格の有無により異なりますので、該当欄に印を入れてください。

会

員

一般
早期割引:2021年2月9日までのお申込み q ￥40,700 (税込)

2021年2月10日以降のお申込み q ￥46,200 (税込)

政府関係
非営利団体

早期割引:2021年2月9日までのお申込み q ￥23,100 (税込)

2021年2月10日以降のお申込み q ￥25,300 (税込)

大学関係
医療従事者

早期割引:2021年2月9日までのお申込み q ￥18,700 (税込)

2021年2月10日以降のお申込み q ￥20,900 (税込)

非
会
員

一般 q ￥65,450 (税込)

政府関係／非営利団体 q ￥44,550 (税込)

大学関係／医療従事者 q ￥34,100 (税込)

③合計金額（①＋②）：		 	 	 	 	 					合計　　　　　　　円

 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン            Fax:03-3278-1313 〒103-0023	東京都中央区日本橋本町2-3-11		

日本橋ライフサイエンスビルディング6F										Tel:	03-6214-0574		



会議参加申込書 若手割引専用

2022年3月2日（水）-4日（金）| Web開催（Zoom Webinar）
◆ 参加申込方法

本申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付Japan@DIAglobal.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。※チャッティング・セッションを予定しており、チャッティング・セッションへのご参加は別途お申し込みが必要になります。会議参加申込者には1月上旬よりご案内申し
上げます。、

◆ 参加費用 (該当するq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。会員資格はお支払いいただいてから翌年同月末まで
1年間有効です。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。

DIA	Japan	使用欄

Date

No.

受領書 
送付

Invoice

入金

 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン            Fax:03-3278-1313 〒103-0023	東京都中央区日本橋本町2-3-11		
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①年会費
非会員の方及び会員資格が失効している方で、会員登録をされる場合は希望する年会費の欄に印を入れてくださ
い。
＊	 早期割引価格は、現会員の方または会員登録と同時にお申し込みされる方のみに適用されます。会員資格

が失効している方及び非会員の方は、ぜひこの機会にご登録ください。

Membership（有効期間：1年間） q ￥22,000 （税込）

  2-Year Membership（有効期間：2年間/10%割引） q ￥39,600 （税込）

②若手割引参加費
所属カテゴリーと会員資格の有無により異なりますので、該当欄に印を入れてください。
若手割引は申込時点で35歳以下の方が対象となります。下欄に生年月日をご記載下さい。

通常 若手割引(20%割引)

会員 一般
*早期割引（2022年2月9日までのお申込み） ¥40,700（税込） q ¥32,560 （税込）

2021年2月10日以降のお申込み ¥46,200（税込） q ¥36,960 （税込）

非会員 ¥65,450（税込） q ¥52,360 （税込）

③合計金額（①＋②）：          合計　　  　　　　円

※最終確定金額はDIA	Japanからお送りする受領書メールにてご確認下さい。

生年月日（必須）

西暦　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

なお、事前に身分証を確認させていただく場合がございます。ご了承ください。

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )     q   Dr.     q  Mr.      q  Ms.           First name ( 名 )   Company  

Job Title Department

Address      City  State  Zip/Postal  Country

Email ( 必須 )      Phone Number ( 必須 )   Fax Number

*	参加のキャンセルは、お申し込み受理後、会期28日前にあたる2022年2月2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。

*	 本年会では、DIAの宣伝活動に使用する目的で、開催期間中に参加者を含む映像・写真を撮影することがあります。本ワークショップの参加者は、DIAが記録した映像・写真等に
ついて、DIAの宣伝資料、出版物及びインターネット等への掲載その他一切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ権等を含みます）はDIAに帰属することを認め、DIAが無償
で任意に利用できることを許諾するものとします。

*	 DIA主催の会議には、必ず登録者ご本人にご参加いただくよう、お願いしております。
【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使用させていただきます。また当日は、ご参加いただく皆様の会社
名または組織名とご氏名を記載したリストをプログラム関係者に限り配布する場合がございます。本申込書の提出をもって以上の個人情報のお取扱いご同意いただいたも
のと解釈いたしますが、ご同意いただけない場合はDIA	Japanまでご連絡ください。

YOUNG
PROFESSIONAL

◆ 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　請求書を送付しますので、その案内に従って振込手続きを行ってください。

　　　　　　　  □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  □JCB

　　　　　　　  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。
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25th DIA Japan Annual Workshop for 
Clinical Data Management
Creating a Future Vision of the Value of Data
through Collaboration
- At the Crossroad of Clinical Data Management 
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March 2-4, 2022 

Virtual Meeting (Zoom Webinar)

Simultaneous Translation Available

OVERVIEW
This workshop, held as the fi rst DIA Japan event, now celebrate its 25th anniversary. 
Throughout this fi rst quarter century, we actively incorporated the expertise of local and 
international speakers and patients to address the needs of the current era and the challenges 
of the future in response to so much rapid change in the clinical development environment. 
We continue to articulate what skill sets the clinical data manager (CDM) needs and what the 
CDM should do in our interactions with others in industry, government, and academia. The 
impact of COVID-19 on clinical sites, and its urgent need for fl exible decision-making and 
other innovative methods, has given us a new opportunity to realize the importance of this 
cross-role, purpose-oriented collaboration and communication.

Recently, the innovation is accelerated in data management practice, for example, the 
diversifi cation of data sources (including real-world data [RWD], patient health records 
[PHRs], etc.), utilization of the advanced digital technology, digital therapeutics (DTx), and 
decentralized clinical trials, and increased the importance of Clinical Data Management in 
academic research and registry utilization. 

Regulatory innovations and other trends also remain active. The August 2020 Revision of the 
Ministerial Ordinance on Good Clinical Practice for Medical Products provides a reference 
guide to ensure smooth clinical trial implementation.  The New Ethical Guidelines on Life 
Science and Medical Research for Human Beings were issued in March 2021 to ensure that 
patient protection and reliable science remain paramount. Also in March 2021, PMDA issued 
Basic Concepts on Use of Registries in Approval Application, which is expected to promote 
utilization of RWD acquired under actual medical conditions. The June 2021 ICH Refl ection 
paper Proposed ICH Guideline Work to Advance Patient-Focused Drug Development is driving 
the implementation discussions around the world.  

In this 25th anniversary 2022 workshop, we hope to improve the quality of CDM and clinical 
research activities by shared discussions among industry, government, academia, patients, 
and related stakeholders on the value and future of clinical development data, with people in 
need of new treatment as our common goal.

TARGET AUDIENCE
• Clinical data managers
• Clinical research coordinators
• Biostatisticians
• Clinical development professionals
• Information technology professionals
• QC/QA professionals
• Regulatory aff airs professionals
• Post-marketing surveillance professionals

Sponsored Seminar Opportunities Available
For information, contact DIA Japan
Nihonbashi Life Science Building 6F,
2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
Tel: +81.3.6214.0574 | Fax: +81.3.3278.1313
Email: Japan@DIAglobal.org



REGISTRATION FORM: Register online or forward to

DIA Japan, Nihonbashi Life Science Building 6F, 2-3-11 
Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan

Email: Japan@DIAglobal.org • Fax +81.3.3278.1313

25th DIA Annual Workshop for Clinical Data Management

Event #22301 • March 2-4, 2022  | Virtual Event (Zoom Webinar)

DIA will send participants a confirmation letter within 10 business days 
after receipt of their registration.
Registration Fees: If DIA cannot verify your membership, you will be charged the non-
member fee. Registration fee includes refreshment breaks and reception (if applicable), 
and will be accepted by mail, fax, or online.
Join DIA now to save on future meetings and to enjoy the benefits of membership for a 
full year: https://www.DIAGlobal.org/Membership
q  I DO want to be a DIA member
q  I DO NOT want to be a DIA member

Last Name

First Name M.I.

Degrees q  Dr.     q  Mr.    q  Ms.

Job Title

Company

Address  (As required for postal delivery to your location)

City State Zip/Postal Country

Email Required for confirmation

Phone Number Required Fax Number

Consumption tax will not be added to participants from outside Japan
Early Bird Deadline: February 9, 2022
* To register for Academia Membership, please send this form to DIA Japan office by 
fax or e-mail.

CONTACT INFORMATION
Contact the DIA Japan office in Tokyo for further 
information.
Tel: +81.3.6214.0574 | Fax: +81.3.3278.1313
Email: Japan@DIAglobal.org
http://www.DIAjapan.org

PAYMENT OPTIONS
Register online at https://www.DIAglobal.org or check payment method.

q BANK TRANSFER:

You will receive an invoice with bank information detail by Email after 

registration completion.

All local and overseas charges incurred for the bank transfer must be 

borne by payer.

q CREDIT CARD (VISA, MasterCard or JCB only):

 q  VISA   q  MasterCard    q  JCB

Card No.

Exp. (mm/yy)

Cardholder Name 

Signature

PLEASE CHECK THE APPLICABLE CATEGORY:

q  Academia     q  Government     q  Industry     q  Medicals
q  CSO (Contract research/service organization)
q  Student (Call for registration information)

DIA Terms and Conditions 
CANCELLATION POLICY: On or before February 2, 2022
Administrative fee that will be withheld from refund amount:  
Member or Nonmember = ¥20,000 
Government/Academia/Nonprofit (Member or Nonmember) = ¥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 reser-
vations. You may transfer your registration to a colleague at any time but 
membership is not transferable. Please notify DIA of any such substitutions 
as soon as possible. Substitute registrants will be responsible for nonmem-
ber fee, if applicable.

EVENT STREAM AND RECORDING
If you attend a DIA event, we make video and audio recordings of events 
(both face to face and online) that may include your participation in the 
event, including your image, questions and comments. To view our full 
photography and video recording policy, click here. 
(https://www.DIAglobal.org/general/photography-policy)

PRIVACY STATEMENT
DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our privacy 
policy, click here. (https://www.DIAglobal.org/about-us/privacy-policy)
You agree that your personal data will be transferred to DIA in the US.
The personal information provided when you register for an event will be 
used to contact you with information about upcoming events, programs, 
products and services of DIA. In addition, your name and organization name 
will be listed in the Attendee List which will be distributed on site to the 
participants of an event for which you have registered. By submitting this 
information with a registration you are regarded as having agreed to this 
handling of information, but if you do not agree, please contact DIA Japan.

By signing below I confirm that I agree with DIA’s Terms and Conditions of 
booking. These are available from the office or online by clicking here. 
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=8363216)

Signature                                                                            Date

Fees incl. 10% 
Consumption Tax

MEMBER

Industry
Early Bird (until February 9, 2022) q ¥40,700

After February 10, 2022 q ¥46,200

Government, 
Non Profit

Early Bird (until February 9, 2022) q ¥23,100

After February 10 2022 q ¥25,300

Academia, 
Medicals:

Early Bird (until February 9, 2022) q ¥18,700

After February 10, 2022 q ¥20,900

NON-
MEMBER

Industry q ¥65,450

Government, Non Profit q ¥44,550

Academia, Medicals q ¥34,100

MEMBER-
SHIPS**

Membership q ¥22,000

2-Year Membership q ¥39,600

Academia Membership (Academia, Medicals)* q ¥15,180

Academia 2-Year Membership q ¥27.280



 
REGISTRATION FORM

To register please complete the registration form below and fax to +81-3-
3218-1313 or email Japan@DIAglobal.org.
NO ONLINE REGISTRATION AVAILABLE.

25th DIA Clinical Data Management Workshop
Event #22301 • March 2-4, 2022  | Virtual Event (Zoom Webinar)

DIA will send participants a confirmation mail within 10 business days after receipt of their 
registration.

Registration Fees   If DIA cannot verify your membership, you will be charged the nonmember 
fee. Registration fee includes refreshment breaks and reception (if applicable), and will be 
accepted by mail, fax, or online.

Join DIA now to save on future meetings and to enjoy the benefits of membership for a full 
year: www.DIAglobal.org/Membership

q I DO want to be a DIA member

q I DO NOT want to be a DIA member

Please compleate the form below in block capital letters:

Last Name  

First Name M.I.

Department q   Dr.     q  Mr.      q  Ms.

Job Title

Company

Address  (As required for postal delivery to your location) 

City State Zip/Postal Country

email   Required for confirmation 

Phone Number   Required Fax Number

YOUNG PROFESSIONALS REGISTRATION FEE 10% TAX 
INCLUDED

MEMBER Industry
Early-bird (till Feb. 9 2022) q ¥32,560

On and after Feb. 10, 2022 q ¥36,960

NON-MEMBER Industry q ¥52,360

 Consumption tax will not be added to participants from outside Japan

* Please note that we may ask you to show your Identification.

PAYMENT OPTIONS
Please check payment method.

q  BANK TRANSFER: 
You will recieve an invoce with bank information detail by email after 
registration completion.

All local and overseas charges incurred for the bank transfer must  
be borne by payer.

q CREDIT CARD (VISA, MASTERCARD OR JCB ONLY)

 q VISA  q MC q JCB                  Exp. (mm/yy) _______________________

Card No. ardholder Name

Cardholder Name 

Signature

MEMBERSHIP 10% TAX 
INCLUDED**

Membership q ¥22,000q

2-Year Membership q ¥39,600q

Date of Birth (mm/dd/yyyy)  Required 

ELIGIBILITY FOR YOUNG PROFESSIONALS RATE
Professionals working in health product development, regulation and related fields, under 
the age of 35.
Please complete the form below.

YOUNG
PROFESSIONAL

DIA Terms and Conditions 
CANCELLATION POLICY: On or before February 2, 2022
Administrative fee that will be withheld from refund amount:  
Member or Nonmember = ¥20,000 
Government/Academia/Nonprofit (Member or Nonmember) = ¥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 reser-
vations. You may transfer your registration to a colleague at any time but 
membership is not transferable. Please notify DIA of any such substitutions 
as soon as possible. Substitute registrants will be responsible for nonmem-
ber fee, if applicable.
DIA does NOT allow registrants to pass name badges to others. DIA may ask 
attendees to show identifications, if necessary.
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 regis-
trants.

EVENT STREAM AND RECORDING
If you attend a DIA event, we make video and audio recordings of events 
(both face to face and online) that may include your participation in the 
event, including your image, questions and comments. To view our full 
photography and video recording policy, click here. 
(https://www.DIAglobal.org/general/photography-policy)

PRIVACY STATEMENT
DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our privacy 
policy, click here. (https://www.DIAglobal.org/about-us/privacy-policy)
You agree that your personal data will be transferred to DIA in the US.
The personal information provided when you register for an event will be 
used to contact you with information about upcoming events, programs, 
products and services of DIA. In addition, your name and organization name 
will be listed in the Attendee List which will be distributed on site to the 
participants of an event for which you have registered. By submitting this 
information with a registration you are regarded as having agreed to this 
handling of information, but if you do not agree, please contact DIA Japan.

By signing below I confirm that I agree with DIA’s Terms and Conditions of 
booking. These are available from the office or online by clicking here. 
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=8363216)

Signature                                                                            Date

CONTACT INFORMATION
Contact the DIA Japan office in Tokyo for further 
information.
Tel: +81.3.6214.0574 | Fax: +81.3.3278.1313
Email: Japan@DIAglobal.org
http://www.DIAjapan.org


