
 

平成 23 年 10 月 1 日 

 

第３回 日本複合材料合同会議 展示および広告募集のご案内 

 

第３回複合材料合同会議（JCCM-3） 

実行委員長 倪 慶清 

 

拝啓 

 貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は日本材料学会及び日本複合材料学会の活

動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 さて、日本材料学会と日本複合材料学会は『日本を代表する複合材料会議』の設立を願う声の高ま

りに応じて、平成 22 年 3 月に関連 48 学協会の協賛のもと第１回日本複合材料合同会議（JCCM-1）

を共同開催いたしました。JCCM は、複合材料に関する幅広い話題を取り扱うことで、複合材料研究

の更なる発展のための議論と交流の場を提供することを目指しており、教育機関、公的機関、企業な

ど幅広くから、175 件の研究発表と 375 名に上る方のご参加をいただきました。第２回日本複合材料

合同会議（JCCM-2，東日本大震災のために講演中止）に続き，第３回日本複合材料合同会議（JCCM-3）

を開催いたします。 

 つきましては、御社の広告活動の場として本会議開催の機会をご利用いただきたく、別紙の通り「第

３回 日本複合材料合同会議のご案内」及び「JCCM-3 展示・広告募集要項」をご案内申し上げます。

是非とも御社のご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。参加者にアピールする場として、短時

間ではありますが、展示会場において講演の休憩時間にプレゼンテーションをしていたく予定にして

おります。 

 お忙しいところとは存じますが、2012 年   1 月 31 日(火)までに添付の書式（展示・広告申込用紙）

にご記入の上、下記までご返信いただければ幸いです。 

社会情勢の厳しき折に無理なお願いかとは存じますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

敬 具 

 

 

お問合せおよび申込先 

第３回日本複合材料合同会議（JCCM-3） 

        実行委員（展示・広告担当）   櫻井 昭男 

〒576‐0034 大阪府交野市天野が原町3-5-10 

独立行政法人 海上技術安全研究所 大阪支所 

TEL：072-893-1496、FAX ：072-891-6274、 E-mail：sakurai@nmri.go.jp 



第３回 日本複合材料合同会議 

JSCM 2012/JCOM-41 

発 表 募 集 

 

 

 

 

 

主 催  日本複合材料学会，日本材料学会 

協 賛  (予定) 日本機械学会，日本航空宇宙学会，複合材料

界面科学研究会，強化プラスチック協会，先端材料

技術協会，高分子学会，日本金属学会，日本接着学

会，日本繊維機械学会，応用物理学会，日本原子力

学会，日本高圧力技術協会，日本コンクリート工学

協会，日本セラミックス協会，日本包装学会，日本

溶接協会， 腐食防食協会，関西 FRP フォーラム，

化学工学会，軽金属学会，自動車技術会，精密工学

会，セメント協会，繊維学会，炭素材料学会，電気

学会，土木学会，日本化学会，日本建築学会，日本

ゴム協会，日本材料科学会，日本材料強度学会，日

本生体医工学会，日本船舶海洋工学会，日本塑性加

工学会，日本鉄鋼協会，日本電子材料技術協会，日

本バイオマテリアル学会，日本非破壊検査協会，日

本木材学会，日本レオロジー学会，表面技術協会，

プラスチック成形加工学会，溶接学会，素形材セン

ター，日本プラスチック工業連盟，近畿化学協会，

ほくりく ACM 研究会，フィラー研究会，プラスチッ

ク技術協会 

 

趣 旨  『日本を代表する複合材料に関する会議』の設立を

目的に，日本複合材料学会と日本材料学会の共同主

催により平成 22年 3月に新たに設立開催された第１

回日本複合材料合同会議（JCCM-1）の主旨を踏襲し，

第２回日本複合材料合同会議（JCCM-2，東日本大震

災のために講演中止）に続き，第３回日本複合材料

合同会議（JCCM-3）を開催することになりました．

今回には JCCM-2 で行えなかった幅広い分野の研究

者間の交流と，当該分野の更なる活性化を目指して

開催することと致します．多くの方々の発表をお待

ちしております．材料の複合化の視点に留まらず，

構造や機能に至るまでの幅広い話題を歓迎します．

多くの方々の発表をお待ちしております． 

※1 参加申込みの際にお届けいただいた個人情報は，諸連絡，

行事案内等の日本材料学会および日本複合材料学会の事

業運営にのみ使用させていただきます． 

 

開催期日 平成２４年３月７日（水）～９日（金） 

会 場  キャンパスプラザ京都 

〒600-8216 京都市下京区西洞通塩小路下る 

JR 京都駅ビル駐車場西側 

交通アクセス：http://www.consortium.or.jp 

講演発表 速報性やまとまった内容等でオリジナリティのある

もの．講演時間 20 分間（質疑応答含） 

いずれも講演は日本語または英語での発表に限りま

す．また発表登壇者は１人１件に限ります．なお，

ポスター発表は今回行ないませんので，ご注意願い

ます．  

募集分野 

OS（オーガナイザー）：  

1．グリーンコンポジット（合田公一，木村照夫，大窪和也） 

2．ナノコンポジット（小笠原俊夫，荒井政正，島村佳伸） 

3．生体･医療材料（田中基嗣，宮田昌悟，久森紀之） 

4．自動車用途コンポジット（青木義男，田中和人） 

5．マテリアルデザイン（設計解析技術）（轟 章，倉敷哲生， 

松田哲也） 

6．革新成形技術（岩堀 豊，武田一朗） 

7．スマートコンポジット（武田展雄，福永久雄，轟 章， 

  岡部洋二） 

8．耐久性・環境劣化（川田宏之，久保内昌敏） 

9．界面（西野 孝，藤松 仁，岸 肇） 

10．テキスタイルコンポジット（仲井朝美，倉敷哲生） 

11．宇宙用途構造材料（後藤 健，小柳 潤） 

そのほか，一般セッション GS：PMC，MMC，CMCなど複合材

料全般を対象とし，原材料，機能，設計，数値解析，試験・

評価，成形法，加工法，接着，コストパフォーマンス，LCA，

リサイクルなどに関する基礎研究および各種応用研究に

ついて広く募集します． 

 

発表申込締切 平成２３年１１月２８日（月） 

（締め切り日以降には申し込み窓口を閉じます） 

発表申込方法 日本材料学会複合材料部門委員会ホームページ

（http://compo.jsms.jp/）中の申し込みサイトから  

以下の項目を入力してお申し込み下さい． 

1．発表題目，2．発表者氏名・年齢（連名の場合

には，発表登壇者に○印）・所属学会（学生会員の

場合はその旨を記すこと），3．勤務先または所属

先，4．連絡先，5．下記の優秀講演賞への応募の

有無，6．発表概要（200 字以内）と希望する OS

または GS のキーワード 

 発表の採否，プログラムの編成については，

JCCM-3 実行委員会にご一任下さい． 

優秀講演賞 講演発表の登壇者のうち，学生に限って優秀な講

演を行なった登壇者（事前申請要）に優秀講演賞の

贈呈を行ないます．詳細については，上記のホーム

ページをご覧下さい． 

優秀講演賞を応募する発表論文の提出締切 

         平成 23 年 12 月 19 日（月）午前中（必着） 

発表論文提出締切 平成 24 年 1 月 23 日（月）（必着） 

発表論文 A4 サイズ  4 枚以内 

詳細な執筆要領は日本材料学会複合材料部門委員会

ホームページをご参照下さい．なお，原稿提出後の

差替は認められませんのでご注意下さい． 

論文集  講演論文はUSBメモリーに入れた電子データの形態

で提供します． 

参加登録料 会員（主催，協賛学会を含む）    6,000 円 

非会員               12,000 円

学生会員（主催，協賛学会を含む）   3,000 円 

学生非会員              6,000 円 

いずれも講演論文データを収録した USB メモリー

代を含みます．なお，上記登録料には，懇親会費は

含まれておりません． 

問合せ先 〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町 1-101 

    日本材料学会「JCCM-3」係 

    FAX:（075）761-5325，TEL：（075）761-5321 

Email：jimu@jsms.jp 

開催日 ：平成２４年３月７日（水）～９日（金） 

発表申込締切 ： 平成２３年１１月２８日（月） 
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日本複合材料合同会議 JCCM-3 展示・広告募集要項 

本会議参加者（前回 375 名）に貴社および貴社製品を宣伝いただくために、以下の２形式を用意しておりま

す． 

（１）機器展示・製品プレゼンテーション （募集中） 

主会場・受付に隣接したエリアで、貴社製品の展示、パンフレット配布、パソコンやパネルを使った技術紹介、

パワーポイントによるショートプレゼンテーション（持ち時間 5 分）、商談等にご活用下さい． 

   特典１    JCCM-3 への貴社関係者の参加登録費２名様分を無料 

          （講演会の聴講にご参加頂けます．懇親会は有料となります．） 

  特典２   講演プログラムリーフレットへの広告掲載費１０,０００円値引き  

展示期間： 2012 年 3 月 7 日午後 13:00～3 月 9 日 17:00 まで 

展示会場：  キャンパスプラザ京都 ５F（京都駅に隣接）  

         〒 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る  

交通アクセス：http://www.consortium.or.jp 

 

（２）広告掲載 （募集中） 

 

講演プログラムリーフレット（見開き A3 サイズ見開き A3 サイズ、12～16 ページ程度）に貴社製品や技術

の広告（A4 サイズ白黒 1 ページ）を掲載致します．450～500 部程度の印刷を予定しております． 

 

各形式の内容： 

（１） 機器展示・製品プレゼンテーション   

 １ブース ８０,０００円 （2 名ご招待） 

（登壇者は別途参加登録頂きますよう、よろしくお願い致します。） 

 机上での機器展示、パソコンやパンフレット等による技術紹介、ポスタ展示などの場所とし

てご活用下さい。 

 会議机 1 台（1800mm×600mm）、椅子 2 脚、ポスタ展示用パネルスタンド 2 式

（H2100mm×W900mm×2 式）、100V 電源タップ 2 口を含みます。 

 重量物用展示台は準備致しません。また、台車をご用意下さい。 

 休憩時間等に、展示会場のプレゼンブースにおいてパワーポイントによるショートプレゼン

テーション（会期中に 1 回、持ち時間 5 分）を行うことができます。貴社のプレゼンテーション

時間は講演プログラムに記載致します。 

 3 月 7 日午後から 9 日夕方まで、展示を継続することができます。 

 



（２） 広告掲載 

講演プログラムリーフレット（見開き A3 サイズ、12～16 ページ程度）に貴社の広告（A4 サイズ白

黒 1 ページ）を掲載致します。 

 

 裏表紙    ５０,０００円  

 表紙および裏表紙の裏側ページ   ４０,０００円  

 一般ページ（プログラムの後ろとなります）  ３０,０００円 

 

※ 機器展示・製品プレゼンテーションをしていただける場合は、いずれのページも１０,０００円

値引きとなります。 

 

 

申込期日：申込用紙に必要事項をご記入の上、2011 年 12 月 19 日(月)までに E-mail あるいは FAX にて

お申し込み下さい。なお、展示につきましては予定件数に達した時点で締め切らせていただ

きます。 

 

 

  続き：展示・広告申込用紙あり 

JCCM‐3 展示会場 見取り図 

（キャンパスプラザ京都５Ｆ 

第２～４演習室，１つなぎの 

展示場） 

 



第３回日本複合材料合同会議（JCCM-３） 展示・広告申込用紙 

貴社名： 

 

ご担当者 

 芳 名： 

ご所属： 

ご連絡先（住所）： 

   （電話）： 

   （FAX）： 

   （E-mail）： 

 

お申し込み形式：（該当するものにチェック願います） 

□ 機器展示・製品プレゼンテーション 

 展示機器（名称、重量、消費電力）： 

    

 使用予定物品：  パソコン（デスク・ノート） 

  

 ショートプレゼンテーション：       希望 □   希望しない □ 

□ 広告掲載 

裏表紙     □  

表紙の裏側ページ     □  

裏表紙の裏側ページ    □ 

一般ページ     □ 

 

その他展示方法、広告掲載に対するご要望等、ご自由にお書き下さい。 

 

 

 

問い合わせ及び申込先： 

第３回日本複合材料合同会議（JCCM-３） 

実行委員（展示・広告担当） 櫻井 昭男 

〒576‐0034 大阪府交野市天野が原町3-5-10 

（独）独立行政法人 海上技術安全研究所 大阪支所 

TEL：072-893-1496、FAX ：072-891-6274、 E-mail：sakurai@nmri.go.jp 

 

 


