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ご挨拶 

 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、第 35 回日本肥満学会（理事長 春日 雅人 国立国際医療研究センター 総

長）を平成 26 年（2014 年）10 月 24 日（金）と 25 日（土）の 2 日間、フェニックスシーガイ

アリゾート コンベンションセンター（宮崎市）にて開催することとなりました。本学会のメイ

ンテーマを「肥満症学の知の創造と実践」とし、肥満症ならびにその合併症である糖尿

病、高血圧、脂質異常症、虚血性心疾患、脳卒中、高尿酸血症、NASH、肥満関連腎

臓病、変形性関節症、および肥満関連婦人科疾患などの基礎と臨床について、統合的

に発表・教育する唯一の学会です。毎年、全国から肥満症専門医を含め約 2,000 名の

参加者があり、8 会場で開催する予定になっております。 

 本学術集会を充実した内容にするために皆様方の浄財に頼らざるを得えない部分が

ございます。つきましては、本学会の趣旨をご理解いただき何卒、御支援を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念いたしております。 

謹白 
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1. 会議開催概要  

名 称： 第 35 回日本肥満学会  

会 期： 2014 年 10 月 24 日（金）～25 日（土）2 日間  

会 場： フェニックスシーガイアリゾート コンベンションセンター 

会 長： 中里 雅光 

（宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 教授）  

参加者数： 約 2,000 名（予定） 

  

2. 展示募集要項  

■募集小間数：約 40 小間（予定）  

■出展料金 ：1 小間（基礎小間）￥324,000. -（税込）  

■基礎小間仕様（予定）  

① バックパネル：W1,800×H2,400 

② 展示台： W1,800×D900×H700（白布付） 

③ 社名板： W900 ㎜×H150 ㎜  

バックパネルにパネル貼りを予定。  

出展社の株式会社等の表示は全社統一にて省略します。  

④ 照 明： 蛍光灯（40w） 
 

3.申込みについて  

① 申込みの方法：申込書に必要事項をご記入の上、運営準備室宛に FAX してください。 

※申込書の受領について、運営準備室よりメールにてご連絡いたしますので、ご送付のあ

と 1 週間経っても連絡がない場合は、運営準備室までお問い合わせください。  
 

②申込書送付先：第 35 回日本肥満学会 運営準備室  

 〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7F  

 日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

 Tel:092-712-6201 Fax:092-712-6262  
  

③申込み締切：2014 年 8 月 29 日(金)  

※小間数に限りがございますので、規定数になり次第、締め切らせていただきます。   
  

④出展料金のお支払い：申込締切後、出展料の請求書を発行いたします。 

銀行名： 宮崎銀行（ミヤザキギンコウ） 

店名：清武支店 （キヨタケシテン）  

支店番号：150 

口座種別：普通預金 

口座番号：187429 

口座名：第 35 回日本肥満学会 会長 中里雅光 

     （ダイサンジュウゴカイニホンヒマンガッカイ カイチョウ ナカザトマサミツ） 

なお、会期中ご使用されましたオプション備品・電源・スポットライト等につきましては、会

期終了後に運営準備室よりご請求いたします。  



 

⑤出展の取消し：原則として、出展申込みの取消・変更はお受けしかねます。  

出展料は返金できませんのでご了承ください。  

 

4. 小間の割り当て  

出展申込締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数等を考慮の上、主催者にて決定  

いたします。出展者説明会は行いません。  

  

5. 出品物の管理  

出展物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・  

火災・損傷等不可抗力による出展物の損害に対して、補償等の責任は一切負いません  

のでご了承ください。  

  

6. 展示会の中止について  

災害・天変地異等の不可抗力により、展示会の全日程または一部を中止する場合が  

あります。この場合、主催者は、出展社に対して、開催中止となった部分の割合（一  

部中止の場合）及び残りの開催日数等を考慮して、主催者が相当と認める額を出展社  

に払い戻しますが、それ以外の責任は、一切負いません。  

  

7. 搬入・搬出について  

小間割（レイアウト）、搬入・搬出スケジュール等詳細は「出展要項」にて後日改めて  

ご案内いたします。  

   

＜お問い合わせ先＞  

第 35 回日本肥満学会運営準備室  

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7F  

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

Tel:092-712-6201 Fax:092-712-6262  

E-mail: jasso35@convention.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

送付先：092-712-6262 

第 35 回日本肥満学会運営準備室行 

 

 

申込日：2014 年  月  日 

企業展示 申込書 

社名 

フリガナ 

所在地 

〒 

連絡先 TEL  FAX 
 

担当者名 

（フリガナ） 

 

担当者所属 
 

展示物内容 

（予定） 

 

申込小間数 小間 
出展料 

基礎小間 324,000 円 

出展料合計(小間数☓出展料) 

 

          円 

基礎小間仕様に含まれる備品の要・不要をご記入ください。 

展示台（白布付）： 要  ・  不要 （どちらかに○） 

ク ロ ス： 要  ・  不要 （どちらかに○） 

社 名 板： 要  ・  不要 （どちらかに○） 

蛍 光 灯： 要  ・  不要 （どちらかに○） 

電 源： 要（ . W）  ・  不要 （どちらかに○） 

 

＜お問い合わせ先＞  

第 35 回日本肥満学会運営準備室  

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7F  

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

Tel:092-712-6201 Fax:092-712-6262  

E-mail: jasso35@convention.co.jp 

第 35 回日本肥満学会 企業展示 出展申込書 

提出期限：2014 年 8 月 29 日（金） 


