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　2015年から弊社が伝え続けてきました「市場・社
会の変動」に対する解決策「一石三鳥論」＆「便宜性」
は、順調に推移しています。一方、市場・社会の変動
はますます速度を増しており、2024年までに介護対
象者（疾患以外のケア、予防を含む）の数は3, 008万人

（全人口の25％）に達し、政府は追加予算：約10兆円
総介護予算：20兆円を計画していますが、現状では、
間違いなく不足状態になるでしょう。この深刻な社会
問題の解決法のスタートポイントは、「健康寿命の延
伸」であり、「健康寿命」と「平均寿命」の差の短縮以
外に解決法はないとも言えます。
　
　アンチ・エイジングは今やアクティブ・エイジング

（健康・元気な高齢者）に変えなければなりません。
そして、それを可能にするには「インディバ ®」だという
ことに、ユーザーの皆さんは自信を持っていただきた

いと思います。「便宜性」は「インディバ ®」だからこそ
可能なのです。

　介護予防の為の費用、時間には多大な負担が伴い、
実行困難というのが現状でしたが、「便宜性」プロ
ジェクトにより、それらの負担を大きく軽減させること
も可能なのです。これを現場の皆さんの患者様、お客
様に伝達してあげてください。健康寿命と平均寿命の
差の拡大、それに伴う不健康高齢者層の増加。政府
の医療・介護負担も2025年を境に、一層、厳しくな
ります。ますます複雑化してくる市場において、エス
テティック領域を始め「インディバ ®」を導入されてい
るいかなる分野でも、「便宜性」への体制準備を急い
でいただきたいと改めてお願いします。

　弊社の「便宜性戦略」セミナーにご参加ください。

「インディバ®」の導入分野（幅広い有用性）
「インディバ ®」は、各分野でそれぞれの用途に合わせ、使用されてきています。
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19.7兆円

3,008万人

● 総介護予算

● 介護対象者

介護問題

ご挨拶 プログラム

9:00 受付開始

株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役会長     山口  祐司

株式会社インディバ・ジャパン医療顧問　東海大学名誉教授     谷野  隆三郎  先生

10:00 開会挨拶

16:15 記念表彰

株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役社長     山口  薫16:35 閉会挨拶

17:00 懇親パーティー

10:15 顧問代表挨拶

元気な老後を過ごすための下肢ケア
～ハンドレスとバンドレスを活用した簡単ストレッチ～
Medical care salon緩和（ゆるわ）　代表     細野  詠子  氏

10:30 ユーザー発表Ⅰ

お客様を一生涯のパートナーに
～インディバ®・サロン　その価値の伝え方～
予防美容Lourdes（ルルド）　代表     駒澤  由香  氏

15:25 ユーザー発表Ⅱ

インディバ®によるリハビリの一例 
もんやま整骨院・はり灸院     門井  浩樹  先生
医療法人社団洪泳会　東京洪誠病院　放射線科放射線専門医     杉原  康朗  先生

11:05 特別講演Ⅰ

脂肪吸引術後におけるINDIBA®の有用性
Mods Clinic　院長     長野  寛史  先生
 髙木  久美子  氏

15:50 ユーザー発表Ⅲ

INDIBA® activ Cell Therapyの可能性と活用方法
株式会社インディバ・ジャパン　インストラクター

11:30 インストラクター発表Ⅰ

美手
株式会社インディバ・ジャパン　インストラクター

14:25 インストラクター発表Ⅱ

14:55 コーヒーブレイク＆出展企業ブース見学

エステティック市場激変の今、お客様が望むものは!?
株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役会長     山口  祐司

13:00 記念講演Ⅰ

競走馬へのインディバ®施術の可能性
京都大学大学院　医学研究科　人間健康科学系専攻　運動機能開発学分野

田代  雄斗  先生

12:10 昼食（ランチョンセミナー）

運動器疾患に対するインディバ®・アクティブの
施術効果について
京都大学　医学研究科　人間健康科学系専攻     横田  有紀  先生

13:25 特別講演Ⅱ

パラ水泳日本代表チームにおけるインディバ®の活用
日本パラリンピック委員会専任トレーナー（水泳）
東京スポーツレクリエーション専門学校専任教員     小泉  圭介  氏

14:00 記念講演Ⅱ

12:30 休憩＆出展企業ブース見学
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11:30 インストラクター発表Ⅰ

11:05 特別講演Ⅰ

10:30 ユーザー発表Ⅰ

　もんやま整骨院・はり灸院では、施術の補助と
美容部門拡張の目的で9年前にインディバ®を導
入しました。現在ではこれに加え、インディバ®・
アクティブセラピーによるアスリートのケア、
高齢者のロコモティブシンドローム対策など患者
様の多様なニーズに合わせた施術で反響を得て
います。

　今回は、当院での取り組みのひとつ、インディ
バ®によるリハビリの中から「頸髄損傷による四
肢麻痺への治療（CURE）と緩和（CARE）」を、
実際に施術を受けられた患者様であるドクター
と一緒に発表する事で、皆様の日々の施術の一
助になれば幸いと考えております。

元気な老後を過ごすための下肢ケア
～ハンドレスとバンドレスを活用した簡単ストレッチ～

インディバ®によるリハビリの一例 

Medical care salon緩和（ゆるわ）

細野  詠子代表 氏
看護師免許取得後、整形外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、消化器科病棟、混合病棟や外来
に配属。老年病棟では、ケアプランマネージャーとして高齢者の緩和ケアや慢性期リハ
ビリ、計画書の作成など行う。最終は透析クリニックにて勤務し業務課長としてスタッ
フ教育、研究、学会活動、業務評価考査などの管理職勤務。
12年前にインディバ ®と出会い、7年前にインディバ ®＆アクティブ専門のサロンを
オープン。配偶者や家族のがんケア、介護経験を生かし病気や障害のケア介護予防や
スポーツケアなど幅広い目的を持たれた方への施術を行なっています。

　山口会長より「ロコモ予防に力を注ぎ健康寿
命と寿命の差を短くしていくことが重要である」
と日頃よりご教示いただいています。
　高齢者へ上半身のみ施術を行うことで、「下半
身が重い、足がついてこない」などの声がありま
した。その問題を解決するため、限られた時間の
中で下肢筋力を維持・向上させていくためにと

５年前より10分程度の下肢ケアを行っています。
その結果「足が軽くなった、歩くのが早くなった、
むくみがなくなった」などの声を聴くことができ
ました。
　今回は、高齢者への施術による注意ポイントと、
当店で実施している下肢ケアをご紹介できればと
考えます。

もんやま整骨院・はり灸院

門井  浩樹 先生

先生
東京医療専門学校卒業後　
整骨院、メディカルビルにて勤務。
2009年よりもんやま整骨院・
はり灸院を開業。
院外でも多数のボクシング世界ランカー、
日本ランカーのトレーナーとして活動中。

12:10 ランチョンセミナー

競走馬への
インディバ®施術の可能性

　競走馬は平地（芝地、砂地）または障害コース
において走行する能力を競うために改良され、飼
育されている馬である。競走馬の馬体重は平均
500kg程度、レース中の走行スピードは60km/h
ともなるため、トレーニングやレースによる身体
への負荷は大きい。レース前にはコンディショニ

ング目的、トレーニング・レース後には疲労回復
目的、さらには屈腱炎、飛節・球節関節炎、疲労
骨折などの疾患を発症した際には回復促進など、
インディバ®施術には様々な可能性があるため、
それらを紹介します。

京都大学大学院　医学研究科　人間健康科学系専攻　運動機能開発学分野
同大大学院　博士後期課程在籍中 
テイクフィジカルコンディショニングジムにてセラピストとして勤務

田代  雄斗 先生

12:30 休憩＆出展企業ブース見学

医療法人社団洪泳会　
東京洪誠病院　
放射線科放射線専門医

杉原  康朗
日本医科大学医学部卒
日本放射線科学会専門医
日本核医学会専門医
産業医

INDIBA® activ Cell Therapyの
可能性と活用方法

　「INDIBA ®activ」の効果を最大限に引き出せ
ていますか？？？　「INDIBA®」の様々な研究を
元に、「INDIBA®activ」をより効果的に、より効
率的に行う施術やタイミングなど活用方法をご紹
介します。多様な「INDIBA®」の有用性を理解し、
施術のヒントにしていただければと思います。

阿部  可織

大澤  敬 栗城  優

株式会社インディバ・ジャパン
インストラクター
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京都大学医学部人間健康科学科卒
京都大学医学研究科人間健康科学系専攻在籍中
テイクフィジカルコンディショニングジムにてフロアトレーナーとしてアルバイト勤務

横田  有紀 先生

14:00 記念講演Ⅱ

13:25 特別講演Ⅱ

株式会社インディバ・ジャパン

山口  祐司代表取締役会長 

・理学療法士（認定スポーツ理学療法士）
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー
・日本障がい者協会公認スポーツトレーナー
〈現職〉
・東京スポーツレクリエーション専門学校専任教員
・日本水泳連盟医事委員
・日本パラリンピック委員会専任（水泳）トレーナー
・その他、日本水泳トレーナー会議運営委員

・（株）Perform Better Japan テクニカルディレクター
・（株）FLUX CONDITIONINGSディレクター
 著書は「水泳体幹トレーニング」（マイナビ社）
 「ローカル筋トレーニング」（マキノ出版）
 「北島康介トレーニングクロニクル」（BBM社）など

小泉  圭介 氏

パラ水泳日本代表チームにおける
インディバ®の活用

　パラリンピックで行われる水泳競技は、運動機
能障害（四肢欠損・脊髄損傷など）、視覚障害、
知的障害という様々な障害が対象となる競技で
ある。
　現在の日本代表チームについては、身体障が
いの中では先天性の前腕欠損が4名と特に高い
割合を示している。我々は昨年から陸上でのト
レーニングについて様々な取り組みを行ってお
り、とくに前腕欠損に対してはトレーニング用の
義手を積極的に使用してプログラムを立案実施

している。これら前腕欠損をはじめとした四肢欠
損の選手では、広背筋を初めとして様々な身体
的条件の左右差が認められる。しかし、泳動作は
ほぼ全ての動作において左右対称な動きを基本
としており、筋力や可動域等の左右差を軽減する
ことは高いパフォーマンスを発揮するうえで当然
重要となる。
　今回は、主に四肢欠損の選手に対するインディ
バ®の活用とトレーニングとの連携を概説する。

　腰痛は発生頻度の高い病態であり、60～80
%の人が少なくとも一度は腰痛を経験したことが
あると言われています。腰痛診断の大多数は原
因が特定できない非特異的腰痛であり、中でも3
か月以上継続する慢性非特異的腰痛が多いとさ
れています。温熱療法とエクササイズとの併用は
慢性非特異的腰痛の有効な治療手段として知

られており、深部加温を可能とするインディバ®・
アクティブは腰痛治療の一翼を担うと考えられ
ます。
　我々の研究チームの研究成果と共に、インディ
バ®・アクティブが腰痛を始めとする各種運動器
疾患の治療において果たす役割と、その可能性に
ついてお話いたします。

運動器疾患に対する
インディバ®・アクティブの
施術効果について

13:00 記念講演Ⅰ

エステティック市場激変の今、
お客様が望むものは!?

　インターネットの普及をはじめとして、さまざ
まな情報が簡単に得られやすくなった現在、お客
様のエステティックについての知識量も、10年前
とは比較できないくらい増え、エステティックに
対する要望も「癒し」「美しさ」を求めるだけでな
く、「健康で美しく」へ、さらに社会の変動にとも
ない「健康寿命の延伸」「QOL（生活の質）向上」
をも求めています。

　「インディバ®」の相乗効果を考えると、より一
層幅広い有用性が期待できるのです。これが「便
宜性」なのです。多彩な領域で有用性が評価され
ている「インディバ®」を活用されている皆さまに
とっては、今こそチャンスなのです。
　改めて「インディバ®」の優位性、チャンスを最
大限に生かす「便宜性」についてお話します。

4 Convention16th 5Convention16th



京都大学医学部人間健康科学科卒
京都大学医学研究科人間健康科学系専攻在籍中
テイクフィジカルコンディショニングジムにてフロアトレーナーとしてアルバイト勤務

横田  有紀 先生

14:00 記念講演Ⅱ

13:25 特別講演Ⅱ

株式会社インディバ・ジャパン

山口  祐司代表取締役会長 

・理学療法士（認定スポーツ理学療法士）
・日本体育協会公認アスレティックトレーナー
・日本障がい者協会公認スポーツトレーナー
〈現職〉
・東京スポーツレクリエーション専門学校専任教員
・日本水泳連盟医事委員
・日本パラリンピック委員会専任（水泳）トレーナー
・その他、日本水泳トレーナー会議運営委員

・（株）Perform Better Japan テクニカルディレクター
・（株）FLUX CONDITIONINGSディレクター
 著書は「水泳体幹トレーニング」（マイナビ社）
 「ローカル筋トレーニング」（マキノ出版）
 「北島康介トレーニングクロニクル」（BBM社）など

小泉  圭介 氏

パラ水泳日本代表チームにおける
インディバ®の活用

　パラリンピックで行われる水泳競技は、運動機
能障害（四肢欠損・脊髄損傷など）、視覚障害、
知的障害という様々な障害が対象となる競技で
ある。
　現在の日本代表チームについては、身体障が
いの中では先天性の前腕欠損が4名と特に高い
割合を示している。我々は昨年から陸上でのト
レーニングについて様々な取り組みを行ってお
り、とくに前腕欠損に対してはトレーニング用の
義手を積極的に使用してプログラムを立案実施

している。これら前腕欠損をはじめとした四肢欠
損の選手では、広背筋を初めとして様々な身体
的条件の左右差が認められる。しかし、泳動作は
ほぼ全ての動作において左右対称な動きを基本
としており、筋力や可動域等の左右差を軽減する
ことは高いパフォーマンスを発揮するうえで当然
重要となる。
　今回は、主に四肢欠損の選手に対するインディ
バ®の活用とトレーニングとの連携を概説する。

　腰痛は発生頻度の高い病態であり、60～80
%の人が少なくとも一度は腰痛を経験したことが
あると言われています。腰痛診断の大多数は原
因が特定できない非特異的腰痛であり、中でも3
か月以上継続する慢性非特異的腰痛が多いとさ
れています。温熱療法とエクササイズとの併用は
慢性非特異的腰痛の有効な治療手段として知

られており、深部加温を可能とするインディバ®・
アクティブは腰痛治療の一翼を担うと考えられ
ます。
　我々の研究チームの研究成果と共に、インディ
バ®・アクティブが腰痛を始めとする各種運動器
疾患の治療において果たす役割と、その可能性に
ついてお話いたします。

運動器疾患に対する
インディバ®・アクティブの
施術効果について

13:00 記念講演Ⅰ

エステティック市場激変の今、
お客様が望むものは!?

　インターネットの普及をはじめとして、さまざ
まな情報が簡単に得られやすくなった現在、お客
様のエステティックについての知識量も、10年前
とは比較できないくらい増え、エステティックに
対する要望も「癒し」「美しさ」を求めるだけでな
く、「健康で美しく」へ、さらに社会の変動にとも
ない「健康寿命の延伸」「QOL（生活の質）向上」
をも求めています。

　「インディバ®」の相乗効果を考えると、より一
層幅広い有用性が期待できるのです。これが「便
宜性」なのです。多彩な領域で有用性が評価され
ている「インディバ®」を活用されている皆さまに
とっては、今こそチャンスなのです。
　改めて「インディバ®」の優位性、チャンスを最
大限に生かす「便宜性」についてお話します。

4 Convention16th 5Convention16th



15:50 ユーザー発表Ⅲ

脂肪吸引術後における
INDIBA®の有用性

16:15 記念表彰

16:35 閉会挨拶

17:00 懇親パーティー

　脂肪吸引は美容外科手術の中でも人気が高
く、最も多く行われている施術の一つになってい
る。術後には必ず内出血や浮腫、硬縮（皮膚の引
き締まり）といったダウンタイムが生じる。このダ
ウンタイムは時間の経過と共に必ず改善するもの
であるが、インディバ ®を使用する事により症状

を軽減させ、回復を早める効果がある。
　当院では術後直後よりインディバ ®を取り入れ
ダウンタイムの早期回復、リラクゼーションを含
め術後の状況に応じたケアを提供することによ
り、患者様の満足度アップにつながっている。

先生

Mods Clinic

長野  寛史院長
2006年　東京慈恵会医科大学医学部　卒業
2016年　Mods Clinic　開設

氏高木  久美子看護師

14:25 インストラクター発表Ⅱ

14:55 コーヒーブレイク＆出展企業ブース見学

15:25 ユーザー発表Ⅱ

　「INDIBA®」：0.448MHｚ　この魔法のよう
な周波数には高い付加価値があり、多様な施術
でのメニュー展開と集客が可能です。にもかかわ
らず繁盛しているサロンとそうでないサロンがあ
ります。その違いは「イメージ力」と「伝え方」。
　戦略や仕組みも大切ですが、いつの時代もお

客様は、個人と真摯に向き合ってくれる施術者と
サロンを求めておられます。さて、それは具体的
にどんなことをすれば良いのでしょうか？　
　お客様の心に響く“サロンメソッド”をお伝え
します。

　2017年は、通常のメニューに取り入れやすい、
まだインディバ®を受けたことのない方や、キャン
セルが出た時に取り入れやすいクイックメニュー
をテーマに、顔・下肢・二の腕の施術を定例講習
会でご紹介させて頂きました。その中でも、今回

は二の腕『美手』をご紹介します。
　短時間でインディバ®の良さを実感して頂く事
で、美容はもちろん医療や治療の現場でも取り入
れやすいメニューになります。

お客様を一生涯のパートナーに
～インディバ®・サロン　その価値の伝え方～

美手

予防美容Lourdes（ルルド）

駒澤  由香代表 氏
2006年　日本エステティック協会認定エステティシャン
2008年　Holistic Beauty ルルド　開業
2012年　予防美容 Lourdesに改名
2016年　株式会社MAHINA設立／代表取締役
 女性の自立支援事業・美容と健康を通じての社会貢献活動を行っている。

篠崎  春美 丸山  幸子
株式会社インディバ・ジャパン
インストラクター

6 Convention16th 7Convention16th



15:50 ユーザー発表Ⅲ

脂肪吸引術後における
INDIBA®の有用性

16:15 記念表彰

16:35 閉会挨拶

17:00 懇親パーティー

　脂肪吸引は美容外科手術の中でも人気が高
く、最も多く行われている施術の一つになってい
る。術後には必ず内出血や浮腫、硬縮（皮膚の引
き締まり）といったダウンタイムが生じる。このダ
ウンタイムは時間の経過と共に必ず改善するもの
であるが、インディバ ®を使用する事により症状

を軽減させ、回復を早める効果がある。
　当院では術後直後よりインディバ ®を取り入れ
ダウンタイムの早期回復、リラクゼーションを含
め術後の状況に応じたケアを提供することによ
り、患者様の満足度アップにつながっている。

先生

Mods Clinic

長野  寛史院長
2006年　東京慈恵会医科大学医学部　卒業
2016年　Mods Clinic　開設

氏高木  久美子看護師

14:25 インストラクター発表Ⅱ

14:55 コーヒーブレイク＆出展企業ブース見学

15:25 ユーザー発表Ⅱ

　「INDIBA®」：0.448MHｚ　この魔法のよう
な周波数には高い付加価値があり、多様な施術
でのメニュー展開と集客が可能です。にもかかわ
らず繁盛しているサロンとそうでないサロンがあ
ります。その違いは「イメージ力」と「伝え方」。
　戦略や仕組みも大切ですが、いつの時代もお

客様は、個人と真摯に向き合ってくれる施術者と
サロンを求めておられます。さて、それは具体的
にどんなことをすれば良いのでしょうか？　
　お客様の心に響く“サロンメソッド”をお伝え
します。

　2017年は、通常のメニューに取り入れやすい、
まだインディバ®を受けたことのない方や、キャン
セルが出た時に取り入れやすいクイックメニュー
をテーマに、顔・下肢・二の腕の施術を定例講習
会でご紹介させて頂きました。その中でも、今回

は二の腕『美手』をご紹介します。
　短時間でインディバ®の良さを実感して頂く事
で、美容はもちろん医療や治療の現場でも取り入
れやすいメニューになります。

お客様を一生涯のパートナーに
～インディバ®・サロン　その価値の伝え方～

美手

予防美容Lourdes（ルルド）

駒澤  由香代表 氏
2006年　日本エステティック協会認定エステティシャン
2008年　Holistic Beauty ルルド　開業
2012年　予防美容 Lourdesに改名
2016年　株式会社MAHINA設立／代表取締役
 女性の自立支援事業・美容と健康を通じての社会貢献活動を行っている。

篠崎  春美 丸山  幸子
株式会社インディバ・ジャパン
インストラクター

6 Convention16th 7Convention16th



　日時 ： 2017年11月12日（日）
　　　　10：00～16：40（9：00より受付開始 ・ 17：00より懇親パーティー）
　会場 ： TKPガーデンシティ品川内　1F ボールルームウエスト
　　　　〒108-0074　東京都港区高輪3-13-3
　　　　問い合わせ電話番号：03-5449-7300　　http://g-city.net

　JR品川駅中央改札口（高輪口）・京浜急行品川駅高輪口から徒歩3分
　羽田空港より品川駅まで、京急線エアポート快特で13分
　お車　東京駅から20分、羽田空港から25分
　首都高速環状線芝公園出口7分　首都高速目黒線天現寺出口5分
　首都高速湾岸線大井出口10分

主　催 ： 株式会社インディバ・ジャパン

:03-5768-8872
ax
F

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

参加申込み用紙

〒152-0003　東京都目黒区碑文谷 5-15-1 
（株）インディバ・ジャパン
16th  INDIBA® Convention 事務局宛

ご参加費（お一人様）

施設名

ご担当者氏名

ご住所 〒

お電話番号 　　　　　（　　　　　　　　）

お名前
（フリガナをご記入ください）

INDIBA® Convention

懇親会パーティー

会員の方

宛　先

INDIBA® Convention
いずれかに○をお付けください

インディバ® 会員
会員でない方

懇親会

￥5,000‒ ￥7,000‒

￥6,500‒ ￥8,500‒

参加ご希望の方はこの用紙をコピーして戴き、
ご記入の上 FAX あるいは郵送にてお送りください。

Tel：03-5768-8871   Fax：03-5768-8872

◎お申込締切：2017年10月31日（火）
※ 締切日後のご返金には応じかねますので何卒よろしくお願い致します。

※金額は税込です。

※ 大会プログラムは予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。
※ 会費は事前にお振込み戴きます。後日ご請求書をお送り致しますので、
　 指定期日までにお振込みをお願い致します。
※ お申し込み順に座席を決めさせて戴きます。座席に限りがございますので、
　 お早めにお申し込みください。

Convention

16th

Convention

16th
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　JR品川駅中央改札口（高輪口）・京浜急行品川駅高輪口から徒歩3分
　羽田空港より品川駅まで、京急線エアポート快特で13分
　お車　東京駅から20分、羽田空港から25分
　首都高速環状線芝公園出口7分　首都高速目黒線天現寺出口5分
　首都高速湾岸線大井出口10分

主　催 ： 株式会社インディバ・ジャパン

:03-5768-8872
ax
F

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席
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ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

ご出席　　ご欠席 ご出席　　ご欠席

参加申込み用紙

〒152-0003　東京都目黒区碑文谷 5-15-1 
（株）インディバ・ジャパン
16th  INDIBA® Convention 事務局宛

ご参加費（お一人様）

施設名

ご担当者氏名

ご住所 〒

お電話番号 　　　　　（　　　　　　　　）

お名前
（フリガナをご記入ください）

INDIBA® Convention

懇親会パーティー

会員の方

宛　先

INDIBA® Convention
いずれかに○をお付けください

インディバ® 会員
会員でない方

懇親会

￥5,000‒ ￥7,000‒

￥6,500‒ ￥8,500‒

参加ご希望の方はこの用紙をコピーして戴き、
ご記入の上 FAX あるいは郵送にてお送りください。

Tel：03-5768-8871   Fax：03-5768-8872

◎お申込締切：2017年10月31日（火）
※ 締切日後のご返金には応じかねますので何卒よろしくお願い致します。

※金額は税込です。

※ 大会プログラムは予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。
※ 会費は事前にお振込み戴きます。後日ご請求書をお送り致しますので、
　 指定期日までにお振込みをお願い致します。
※ お申し込み順に座席を決めさせて戴きます。座席に限りがございますので、
　 お早めにお申し込みください。

Convention

16th

Convention

16th

8 Convention16th 9Convention16th



〒152-0003　東京都目黒区碑文谷5-15-1   
Tel：03-5768-8871   Fax：03-5768-8872
http : //www.indiba.co.jp  E-mail : indiba@symphony.plala.or.jp

Convention

16th

第16回 インディバ®・コンベンション
2017年11月12日（日）   

TKP ガーデンシティ品川  ボールルームウエスト


