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Sponsorship 

and exhibition 

opportunity

福岡で開催される第29回国際バイオメカニクス学会・第29回日本バイオメカニク
ス学会（ISB 2023）の協賛としてご協力いただけるスポンサーを募集しています。

ISB 2023組織委員会は、スポンサーや出展者の皆様の製品やサービスが、多くの
参加者の目に触れる機会を活用し、貴社のビジョンや価値をアピールすることがで
きると確信しています。また、休憩時間をプログラムに組み込み、食事やポスター
セッションを出展スペースの近くに配置し、出展スペースは1つのブースからマル
チブースまで幅広く対応する予定です。さらに、スポンサーや出展スペース参加者
の多くが科学者であることを考慮し、スポンサーパッケージには学会への無料参加
登録が含まれます。

過去の学会大会に参加されたスポンサーや出展企業に加え、新しいスポンサー及
び企業の方々を歓迎し、皆様の製品やサービスを最大限にアピールしたいと考えて
います。

Welcome to Fukuoka!

Prof. 布目 寛幸
Congress Chair

Dr. 保原 浩明
Congress Co-Chair

Prof. 桜井 伸二
JSB president

https://isbweb.org/
https://biomechanics.jp/en/
https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/philosophy/risewithus_logo.html
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詳細

学会スケジュール、組織委員会、宿泊施設等の詳細は学会ホームページをご覧ください。

(https://www.marinemesse.or.jp/eng/congress/).

スポンサーシップ

シンプルかつ多様なスポンサーシップを提示することでスポンサー及び出展企業の皆様の
様々な要望に対応したいと考えています。バナー、パンフレット、プログラム及びウェブサイ
トなどの従来の方法に加え、世界最高水準の展示会場をフルに活用したネットワーク環境を提
供します。本学会はスポンサーとなる企業と参加者が交流する機会を最大化できるよう開催し、
我々は皆さまの予想を超えるような学会にできるよう努めます。

コンタクト

ご予約、質問等は学会主催者までお尋ねください:

E-mail: nunome@fukuoka-u.ac.jp
電話番号: +81 (0) 90-9947-0092

住所: 福岡大学スポーツ科学部、福岡県福岡市城南区七隈８丁目１９−１

ISBについて

ISBは1973年に設立され、現在では1000人を超える学会員が参加する学会へと成長しました。
ISBはバイオメカニクス分野における研究者間の国際的な交流を支援し、知識の普及及び国内で
の活動を促進しています。また、ISBはバイオメカニクス研究の基礎と応用を幅広く捉え、バイ
オメカニクスが生物の分子レベルから生物全体の活動に至るまでの生物システムの研究におい
て重要な役割を果たすと考えています。そのため、本学会には解剖学、生理学、工学、整形外
科学、リハビリテーション、人間工学、スポーツ医学、電気生理運動学など実に様々な分野の
研究者が所属しています。本学会は各国のバイオメカニクス団体のアフィリエイトメンバー
シップを規定するなどバイオメカニクスを国際的に普及させるために多くの活動を展開してい
ます。これらの活動の中には2年に1度開催されるISB国際学会の開催や会議録の出版、季刊誌
（ISBNow）の配布、バイオメカニクス関連の学術会議のスポンサーなどが含まれます。特に主
要な活動として国際学会が挙げられます。この活動により参加者はバイオメカニクス分野の現
状を理解し、国際的な交流の機会を得ることが可能です。国際学会はバイオメカニクスの国際
的な発展を促進するために、様々な国で行われています。近年ではベルギー、ブラジル、ス
コットランド、カナダ、スウェーデンで行われ、第29回ISB国際学会 2023は日本の福岡で福岡大
学が主催となり開催されます。また、この国際学会は第29回日本バイオメカニクス学会との共
催という形で行われます。

https://isbweb.org/
https://www.marinemesse.or.jp/eng/congress/
https://www.isb-jsb2023.com/
https://www.marinemesse.or.jp/eng/congress/


GENERAL INFORMATION

福岡市

福岡は日常生活だけでなく娯楽やレジャーが時間的にも地理的にも近接している非常にコン
パクトで整備された都市です。都心から少し足を伸ばせば、広大な博多湾が目の前に広がり、
水と緑が織りなす美しい風景が広がる福岡は都市と自然が共存する稀有な観光都市として知ら
れています。福岡の多様な自然環境と整備された都市部を存分にお楽しみください。

学会会場

福岡国際会議場は会議のスタイルや規模に合わせて調整でき、幅広いニーズに対応していま
す。情報化社会のハイレベルな要求に応えるため、同時通訳ブースやAV機器も用意されている
最新鋭の会場となっています。施設の詳細についてはホームページをご覧ください 。
https://www.marinemesse.or.jp/eng/congress/

展示エリア

展示エリアは2つあります。 Please check the preliminary floorplan on page 11.

1. メインの展示エリアは2階の多目的ホール（メインホール裏）にあり、多くの参加者と交流
することが可能です。ランチ、ティー/コーヒー休憩はこの展示エリアで行われ、参加者は
多くの時間を展示ホールで過ごすこととなります。

2. サブの展示エリアは5階のロビーになります。一日の終了時にはこちらでフリードリンクを
ご提供いたします。

予定展示時間

設置準備 7月30日 2023 09.00-18.00
展示時間 7月31日 2023 09.00-18.00
展示時間 8月1日 2023 09.00-18.00
展示時間 8月2日 2023 09.00-18.00
展示時間 8月3日 2023 09.00-12.00
展示撤去 8月3日 2023 12.00-20.00

上記時間は暫定的なものであり、変更される可能性があることをご了承下さい。

プログラム概要
最新のプログラム概要は https://www.isb-jsb2023.com/program-proceedings/ をご確認く

ださい。

参加登録＆ホテル予約
スポンサー及び出展者パッケージに含まれる無料参加登録は契約後に送付される登録リンク

から行う必要があります。福岡サンパレスホテルは会場と連結しており学会会場へのアクセス
が便利です。その他にも様々なホテルの様々な価格帯の客室を事前予約しており、客室の予約
は参加登録時に同時に行うことが可能です。ホテルに関する詳しい情報は、大会直前のISBウェ
ブサイトにてご確認いただけます。
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ソーシャルプログラム

Welcome reception：7月30日18.00から学会会場にて行われます。参加には登録が必要です。

Congress dinner：8月3日19.00から中洲川端商店街にて行われます。参加には登録が必要です。

スポンサーシップの種類について

ISB 2023では、以下のパッケージを提案しています。

• ダイヤモンドスポンサー

• サファイアスポンサー

• クリスタルスポンサー

• 展示スポンサー

• マイナースポンサー

スポンサーシップ

バイオメカニクス分野において国際的に活躍している研究者、実務家及び学生に対して貴社
の最新の技術を認知してもらうためにISB2023ではユニークで素晴らしい機会を提供します。展
示の一部として、貴社の製品は世界中から集まったバイオメカニクスのエキスパートの目に留
まることになります。ISB 2023組織委員会は貴社にダイヤモンドスポンサーまたはサファイヤス
ポンサーをご提案しています。クリスタルスポンサー、マイナースポンサーの皆様はプログラ
ムの一部のスポンサーパッケージをご利用いただけます。

我々はこの国際学会において貴社に最も適したパッケージについて話し合うことで世界中の
エキスパートに貴社の技術を紹介することが可能です。条件の交渉や相談については喜んでお
受けいたしますので以下までご連絡ください。
nunome@fukuoka-u.ac.jp

スポンサーシップパッケージ

スポンサーパッケージは先着順となります。ご希望
のスポンサーパッケージに登録するためにはなるべ
く早くご予約下さい。価格はすべて日本円で表記さ
れています。予約詳細: nunome@fukuoka-u.ac.jp

Packages Available Prices

ダイヤモンドスポンサー 1社 5,000,000円

サファイアスポンサー 3 社 2,500,000円

クリスタルスポンサー 7 社 1,000,000円

展示スポンサー 制限なし 500,000   円

マイナースポンサー 制限なし 100,000   円

https://isbweb.org/
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展示情報

▷二階のメイン展示エリアにて20平方メートル（5×4）のブースを優先的に選択いただけます

▷5名まで学会に無料で参加登録が可能（ディナーを含む）

ロゴのアピール

▷ 学会ウェブサイトのホームページ

▷ 学会ウェブサイトのスポンサーページへの組織・会社説明記載

▷ 学会期間中のバナー

▷ 参加者ネームタグ

▷ オープニングレセプション、ソーシャルツアー及びバンケット

▷ 学会プログラムの表紙

広告の機会

▷ 学会に関するプレスリリースにおける告知

▷ スポンサーのマーケティング資料

▷ 学会プログラムのブックレットに含まれる広告（１ページ）

▷ 電子版プログラムに記載されるスポンサーロゴは大きく掲載され、全参加者及び図書館、
研究教育機関に配布されます。

▷ 大会ワークショップの事前及び事後のロゴ表示

その他メリット

▷ ストラップへの企業名記名（ストラップはスポンサーにより作成され参加者全員が着用しま
す。約800～1000個）

▷ クリアファイルフォルダーへ企業名記名（全てのプリント物を保管することができ、参加登
録のデスクですべての参加者に配布されます。約800～1000個）

ご予約の連絡: nunome@fukuoka-u.ac.jp

ダイヤモンドスポンサー (1社)

https://isbweb.org/
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展示情報

▷ 2階のメイン展示エリアにおける9平方メートル（3×3）のブースが利用可能であり、2番目
の優先順位で展示場所を選択できます

▷ 3名まで学会に無料で参加登録が可能（ディナーを含む）

ロゴのアピール

▷ 学会ウェブサイトのホームページ

▷ 学会ウェブサイトのスポンサーページへの組織・会社説明記載

▷ 学会期間中のバナー

▷ オープニングレセプション、ソーシャルツアー及びバンケット

▷ 学会プログラムの表紙

広告の機会

▷ 学会に関するプレスリリースにおける告知

▷ スポンサーのマーケティング資料

▷ 学会プログラムのブックレットに含まれる広告（半ページ）

▷ 電子版プログラムに記載されるスポンサーロゴは目立つように記載され、全参加者及び図書
館、研究教育機関に配布されます。

▷ 大会ワークショップの事前及び事後のロゴ表示

ご予約の連絡: nunome@fukuoka-u.ac.jp

サファイアスポンサー (3社)

https://isbweb.org/


8

展示情報

▷ 2階のメイン展示エリアにおける6平方メートル（3×2）のブースが利用可能であり、3番目
の優先順位で展示場所を選択できます

▷ 2名まで学会に無料で参加登録が可能（ディナーを含む）

ロゴの掲載
▷ 学会ウェブサイトのホームページ

▷ 学会ウェブサイトのスポンサーページへの組織・会社説明記載

▷ 学会期間中のバナー

▷ オープニングレセプション、ソーシャルツアー及び バンケット

▷ 学会プログラムの表紙
ご予約の連絡: nunome@fukuoka-u.ac.jp

展示は5階の展示エリアとなります

展示スペース

▷ それぞれの展示エリアはテーブル、椅子、電子版を含んだ4平方メートル（2×2）

▷大会ウェブサイトの出店企業リストへの掲載

▷プログラムへの企業ロゴの掲載

▷ 1名が学会に無料で参加登録が可能（ディナーを含む）
ご予約の連絡: nunome@fukuoka-u.ac.jp

ロゴの掲載

▷学会ウェブサイトホームページ

広告の機会

▷参加者、図書館、研究・教育機関に配布される会議録にスポンサーロゴを大きく掲載

ご予約の連絡: nunome@fukuoka-u.ac.jp

クリスタルスポンサー(7社)

展示スポンサー(制限なし)

マイナースポンサー (制限なし)

https://isbweb.org/


9

SPONSORSHIP ITEMS

ISB 2023では、スポンサーアイテムとして学会中の特定のイベントや機材のスポンサーとなる
企業を募集します。これらのスポンサーは口頭、または書類上にて紹介されます。

Advancing Women in Biomechanics (AWB)は、バイオメカニクス分野における女性の活躍を推
進し、ISB内の女性研究者の知名度向上と交流を深めることを目的として、ISBの各国際学会に
おいてイベントを開催しています。ISB2023においてAWBはワークショップを開催する予定で
す。

Student’s nightは学会期間の第3日目に開催される予定です。スポンサーはこのイベントをサ
ポートするために招待されます。スポンサーのロゴは学会期間中継続して展示され、企業名は
Student night の中でアナウンスされる予定です。

スポンサーはファイルフォルダーに入れるブランド名の入ったギフトを寄贈します。また、
スポンサーのロゴは学会期間中継続して展示されます。

Items Available Note

Advanced Women 

Biomechanics (AWB)
1 社 300,000円

Congress Students Night 1 社 300,000円

Company Gifts 制限なし
製作費、印刷費、配送費はすべてスポ
ンサーが負担いたします。

ADVANCED WOMEN BIOMECHANICS (AWB)

CONGRESS STUDENT NIGHT

COMPANY GIFTS

https://isbweb.org/


TERMS AND CONDITIONS

SPONSORSHIP & EXHIBITION

支払い条件
実行委員がSponsorship & Exhibition Contractを

受領、確認後に料金の50％をお支払いをお願いい
たします。残り分のお支払いは2023年2月となり
ます。すべてのお支払いは30日以内に完了する必
要があります。お支払いが確認できない場合、展
示スペース及びスポンサーアイテムの契約権利は
他の企業に移ることがあります。

製作費
製品の製作費はスポンサーまたは出展企業の負

担となります。また、ISB2023は納品が遅れた場
合の責任を一切負わず、学会でのスポンサーアイ
テムの掲載や配布を保証するものではありません。
納品が遅れた場合、延滞料を請求する場合があり
ます。

返金とキャンセル
スポンサーシップまたは出展がキャンセルと

なった場合、2023年1月31日までのキャンセルの
場合、10％の手数料を差し引いた金額を返金いた
します。それ以降のキャンセルの場合、いかなる
場合も返金されないことをご了承ください。なお、
スポンサーシップまたは出展企業が外部業者に依
頼し、契約を締結した場合はその際に発生した費
用及び手数料をスポンサー及び出展企業に請求い
たします。

展示スペースの割り当て、出展規約
出展を希望する企業は学会テーマに沿った製

品・サービスのみを出展できるという標準的な基
準に従う必要があります。販促物の配布は出展企
業のエリア内に限ります。ブース内のサイン及び
バナーは出展企業と直接的な関りがあるものに限
ります。スポンサー・出展企業以外の製品を配
布・設置することは固くお断りいたします。学会
運営者が本学会に損害を与える可能性があると判
断した場合あらゆるプロモーションを中止させる
場合があります。
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スポンサー・出展者は日本国内における広告に
関する法令及び自国の広告に関する法令を確認し、
遵守する必要があります。学会及びその主催者は
上記に反する内容の場合、いかなる責任も負わな
いものとします。展示には会場のハウスルールが
適応され、遵守する義務を負います。出展社は、
第三者及び物品に生じた損害についての一切の義
責任を負うものとします。出展社は自社のブース
において第三者の賠償責任保険に加入することを
お勧めいたします。

規約変更について
本規約および一般の規約、その他のISBの出版

物に記載されていない事項はすべて学会主催者の
決定と管理の下にあります。大会主催者は、展示
が効率的かつ適切に運営されるために必要または
望ましいと考えられる措置を講じ、規約を含む変
更を行う権利を有します。

最終条規
学会主催者の責に帰することのできない事由

（不可抗力）または主催者の過失によらない事由
により学会が開催できない、または変更しなけれ
ばならない場合、学会主催者は発生した交通費、
宿泊費、金銭の損失等の損害について責任を負い
かねるものとします。

https://isbweb.org/
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ダイヤモンドスポンサー

展示計画

サファイアスポンサー

2F    

5F     

クリスタルスポンサー

展示スポンサー

https://isbweb.org/

