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Fatigue 2022+1 



 

ご 挨 拶 

 

 

謹啓 

時下ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご支援とご高配を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

 さて、この度 Fatigue2022+1を 2023年 11月 6日（月）〜10日（金）の 5日間、広島国際会議場にて

開催する運びとなりました。International Fatigue Congress (FATIGUE)は、1981 年にスウェーデンで

開催されて以降、4 年毎に世界各地で開催されている歴史ある国際会議です。第 13 回となる

FATIGUE2022+1は広島国際会議場で開催され、FATIGUE の歴史の中で初めて日本国内で開催さ

れることとなりました。開催期間中、約 35 ヶ国から約 450人の参加者を見込んでおります。 

本大会は、自動車や航空機、機械装置、構造物などの信頼性、安全性に直結する疲労問題にフ

ォーカスした国際会議であり、世界中の科学分野や工学分野の研究者、技術者が集い、疲労現象

に関わる広範囲の研究成果・最新技術について活発な議論を行う場であり、企業各位におかれまし

ては、広報、マーケティング活動に絶好の機会と考えております。 

昨今、産業界を取り巻く諸事情は益々厳しき折、誠に心苦しい次第でありますが、本大会の趣旨

をご理解頂き、本大会の成功のためお力添えをいただきますよう心よりお願い申し上げます。 

謹白 

 

2023年 2月吉日 

Ftigue2022+1 

実行委員長 菅田 淳 

（広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授） 

 

  



開 催 概 要 
 

名  称 ： Fatigue 2022+1 

 

テ ― マ ： 疲労における国際会議 

 

主  催 ： Fatigue2022+1実行委員会  

 

実行委員長 ：  菅田 淳（広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授） 

 

副実行委員長 ：小茂鳥 潤（慶應義塾大学 理工学部 教授） 

     植松 美彦（岐阜大学 工学部 教授） 

         

会  期 ：  2023年 11月 6日（月）～10日（金） 

 

会  場 ： 広島国際会議場 （〒730-0811 広島県広島市中区中島町 1-5） 

 

参加予定人数：450名 

 

予定プログラム： 特別講演、一般演題（口演）、一般演題（ポスター）、等 

 

大会事務局  ： （公社）日本材料学会 疲労部門委員会 

         〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町 1-101  

         E-mail：secfatigue@fatigue.jsms.jp 

 

運営事務局 ： 近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082—502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

  



企業展示募集要項 

 
下記要領にて企業展示を開催いたします。小間割などについては、最終的には事務局にて決

定いたします。予めご了承ください。 

 

■展示日時  2023年 11月 7日（火）  8:00～18:30 （予定） 

2023年 11月 8日（水）  8:00～18:30 （予定） 

2023年 11月 9日（木）  8:00～11:00 （予定） 

 

■展示会場 広島国際会議場 

      B1F会議運営事務室前ロビー、B2Fフェニックスホール前ロビー他 

 

■募集内容 企業展示 1小間 250,000円（税込） 募集小間数 22小間 

 

■企業展示・基本仕様（出展料に含まれるもの） 

① 基礎小間：間口 1800mm×奥行 600mm×高さ 2100mm 

② 蛍光灯：40W×１灯 

③ バックパネル：W1800mm×H2100mm 

④ 展示机：W1800mm×D600mm×H700mm（白布付き） 

⑤ 社名版：W900mm×H200mm 

※統一書体（ゴシック体）にて表記 白ベース、黒文字 

※社名版にロゴ掲載をご希望の場合は、別途料金 

なお、電気配線工事・追加備品などは有料オプション（出展企業様負担）となります。 

 

 ≪基礎小間イメージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■お申込方法 

  別紙お申込書に必要事項を記入の上、締切日までに運営事務局までメール添付にてお申込くだ

さい。 

 

■申込締め切り 2023年 6月 30日（金） 

採否および枠の決定については、2023年 7月初旬までにご連絡予定です。 

 

■お支払い方法 

展示費用につきましては、採用通知としてご請求書を発行いたします。 

 請求書発行後 1カ月以内にお振込みをお願いいたします。 

 

【振込口座】 

   金融機関名： 三菱ＵＦＪ銀行 

支 店 名  ： ききょう支店 

口座番号  ： 普通預金 １７８６２６７ 

口座名義  ： 近畿日本ツーリスト株式会社 

      （キンキニッポンツーリストカブシキガイシャ） 

 

※振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※オプション備品費等は会期終了後、運営事務局よりご請求いたします。 

※領収書は銀行の振込控えを以て代えさせていただきます。（別に領収書が必要の場合、運営事

務局までご連絡ください） 

 

■出展規約 

1. 展示小間割の決定は主催者にて決定いたします。 

2. 出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び主催者の認めたものといたします。 

3. 出展物の販売の禁止：会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことを禁止いたします。 

但し、主催者が認めたものは、限定的に許可する場合がございます。 

4. 会場の管理：会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災 

その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については 

責任を負いかねます。 

5. 会場・会期・開場時間の変更：やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する 

場合がございます。この変更を理由として出展申込みを取り消すことは出来ません。また、 

これによって生じた損害は補償いたしません。 

6. 電気：全てオプションになります。会期１カ月前頃を目途に、出展の手引きとして別途ご案内

いたします。 

7. 禁止事項：装飾物、展示物の高さは、2.4mに制限します。また、床面への直接工作（ガムテー

プ、アンカー等）は出来ません。養生等については出展社の責任において施工してください。 

8. お申込みの取消し：お申込み期限を過ぎての取り消しについては、一切お受けできません。 



また、お支払済みの出展料のご返金は出来ませんので、予めご了承下さい。 

9.中止の場合：主催者は不可抗力またはやむを得ない事情により、会期・開催時期などを変更、 

または開催を中止する場合があります。中止の場合、共催費は返金いたしますが、それまでに 

要した主催者側の費用は共催社に分担していただきます。なお、共催社側でそれまでに要した 

費用は、各社の負担となりますのでご了承ください。 

 

■申し込み・お問い合わせ先 

Fatigue 2022+1 運営事務局（近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店） 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082-502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

 



プログラム冊子 広告掲載募集要項 

 

■プログラム集の仕様  A4版 冊子体 

■発行部数  450部（予定） 

■発行日   会期の約 1ヶ月前（2023年 10月中旬）発行予定 

■媒体制作費 1,694,000円 

■広告料総額 600,000円（上記制作費を超えない金額） 

 

■広告料・募集口数 

募集枠 概要 広告掲載料（税込） 募集口数 

表４ 裏表紙・A4・カラー 165,000円 1口 

表 3 裏表紙の裏・A4・モノクロ 110,000円 1口 

表 2 表紙の裏・A4・モノクロ 110,000円 1口 

後付 1頁 A4・モノクロ 88,000円 10口 

後付 1/2頁 A4の半分（A5横）・モノクロ 55,000円 10口 

 

■お申込方法 

  別紙お申込書に必要事項を記入の上、締切日までに運営事務局までメール添付にてお申込くだ

さい。採否ならびに掲載場所は主催者にて最終決定いたします。 

 

■広告原稿 

  広告原稿は完全データ版（PDF、または、Adobe Illustratorはアウトラインをかけた状態）に

て、学会名を明記の上、大容量ファイル送信サービス・宅配便・郵送・持参にてご提出ください。 

 

■受付締め切り 2023年 6月 30日（金） 

■原稿提出期限 2023年 7月 14日（金）正午必着 

 

■お支払い方法 

採否については、お申込確認後、速やかにご連絡をさせていただきます。 

広告料につきましては、採用通知としてご請求書を発行いたします。請求書発行後 1 カ月以内

にお振込みをお願いいたします。 

 

【振込口座】 

   金融機関名： 三菱ＵＦＪ銀行 

支 店 名  ： ききょう支店 

口座番号  ： 普通預金 １７８６２６７ 

口座名義  ： 近畿日本ツーリスト株式会社 

         （キンキニッポンツーリストカブシキガイシャ） 

 



※振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※領収書は銀行の振込控えを以て代えさせていただきます。（別に領収書が必要の場合、運営事

務局までご連絡ください） 

 

■申し込み・お問い合わせ先 

Fatigue 2022+1 運営事務局（近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店） 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082-502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ホームページバナー広告 掲載募集要項 

 

■広告媒体名 Fatigue2022+1 ホームページ 

■コンテンツ 学会案内（開催概要、プログラム、演題募集、宿泊案内、当日案内など） 

■表示位置  学会WEB サイト／トップページメニューの下部／4枠（予定） 

■掲載期間  受付完了～2023年 11月末（予定） 

 

■広告料・募集口数 

募集枠 概要 広告掲載料（税込） 募集口数 

学会ホームページ 縦 60×横 200ピクセル 

（サイズは応相談） 

110,000円 4口 

 

■お申込方法 

  別紙お申込書に必要事項を記入の上、締切日までに運営事務局までメール添付にてお申込くだ

さい。採否ならびに掲載場所は主催者にて最終決定いたします。 

 

■広告原稿 

 バナーサイズ W200×H60 ピクセル・画像フォーマット（JPEG 形式・50KB 以下）で、下記

の運営事務局に Emailにてご送付ください。合わせてリンク先の URLもお知らせください。 

※バナーイメージは事務局にて制作を代行することも可能です。別途ご相談ください。 

  

■受付締め切り 2023年 6月 30日（金） 

■原稿提出期限 2023年 7月 14日（金）正午必着 

 

■お支払い方法 

採否については、お申込確認後、速やかにご連絡をさせていただきます。 

広告料につきましては、採用通知としてご請求書を発行いたします。請求書発行後 1 カ月以内

にお振込みをお願いいたします。 

 

【振込口座】 

   金融機関名： 三菱ＵＦＪ銀行 

支 店 名  ： ききょう支店 

口座番号  ： 普通預金 １７８６２６７ 

口座名義  ： 近畿日本ツーリスト株式会社 

         （キンキニッポンツーリストカブシキガイシャ） 

 

※振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※領収書は銀行の振込控えを以て代えさせていただきます。（別に領収書が必要の場合、運営事

務局までご連絡ください） 



■申し込み・お問い合わせ先 

Fatigue 2022+1 運営事務局（近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店） 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082-502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  申込締切 2023年 6月 30日（金） 

Fatigue 2022+1 運営事務局 宛 

 

 

 

申込日：     年    月   日 

Fatigue 2022+1 

実行委員長 菅田 淳 殿 

◆申込小間数 

希望小間数 

 基礎小間    250,000円×（  ）小間      

 

◆展示品目 

主な展示品目 サイズ（W×D×H）ｍ/ｍ２ 重量（ｋｇ） 

   

   

◆お振込予定日：     年   月    日（    ） 予定 

◆備考・連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社名                                          

ご住所 （〒   -     ） 

ご担当者 

ご氏名 

ご所属部署 

TEL               FAX 

E-MAIL 

Fatigue 2022+1 企業展示 出展申込書 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

 Fatigue 2022+1 運営事務局（近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店） 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082-502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

 



  申込締切 2023年 6月 30日（金） 

Fatigue 2022+1 運営事務局 宛 

 

 

 

 

申込日：     年    月   日 

Fatigue 2022+1 

実行委員長 菅田 淳 殿 

◆ご希望の枠に希望順位の数字をお付けください。（最大第 3希望まで） 

希望枠 募集枠 概要 広告掲載料（税込） 募集口数 

 表４ 裏表紙・A4・カラー 165,000円 1口 

 表 3 裏表紙の裏・A4・モノクロ 110,000円 1口 

 表 2 表紙の裏・A4・モノクロ 110,000円 1口 

 後付 1頁 A4・モノクロ 88,000円 10口 

 後付 1/2頁 A4の半分（A5横）・モノクロ 55,000円 10口 

◆お振込予定日：     年   月    日（    ） 予定 

◆原稿ご提出日：     年   月    日（    ） 予定 

◆備考・連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社名                                          

ご住所 （〒   -     ） 

ご担当者 

ご氏名 

ご所属部署 

TEL               FAX 

E-MAIL 

Fatigue 2022+1  

プログラム冊子 広告掲載申込書 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

 Fatigue 2022+1 運営事務局（近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店） 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082-502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

 



 申込締切 2023年 6月 30日（金） 

Fatigue 2022+1 運営事務局 宛 

 

 

 

 

申込日：     年    月   日 

Fatigue 2022+1 

実行委員長 菅田 淳 殿 

◆ご希望の枠に希望順位の数字をお付けください。（最大第 3希望まで） 

希望枠 概要 広告掲載料（税込） 募集口数 

1 ホームページ バナー広告 110,000円 4口 

◆お振込予定日：     年   月    日（    ） 予定 

◆原稿ご提出日：     年   月    日（    ） 予定 

◆備考・連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社名                                          

ご住所 （〒   -     ） 

ご担当者 

ご氏名 

ご所属部署 

TEL               FAX 

E-MAIL 

Fatigue 2022+1  

ホームページバナー広告申込書 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

 Fatigue 2022+1 運営事務局（近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店） 

        〒730-0032 広島県広島市中区立町 1-24有信ビル 7F 

        TEL：082-502-0909  FAX：082-221-7039 

     E-mail：fatigue2022@or.knt.co.jp 

 


