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第 52 回日本伝熱シンポジウムのご案内	 
 

第 52回日本伝熱シンポジウム実行委員会 
委員長	 高松	 洋 
幹事	 	 藏田耕作 

 
開催日：	 平成 27年 6月 3日（水）～6月 5日（金） 
会	 場：	 福岡国際会議場 (http://www.marinemesse.or.jp/congress/) 
	 	 	 	 	 	 所在地	 	 〒812-0032福岡市博多区石城町 2-1	 電話 092-262-4111（代表） 
	 	 	 	 	 	 アクセス	 福岡空港より呉服町駅まで福岡市営地下鉄で約 10分，呉服町駅より徒歩約 12分． 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 JR博多駅より西鉄バスで約 12分，サンパレス前下車すぐ． 
	 	 	 	 	 ホテル日航福岡 (http://www.hotelnikko-fukuoka.com/) 
	 	 	 	 	 	 所在地	 	 〒812-0011福岡市博多区博多駅前 2-18-25	 電話 092-482-1111（代表） 
	 	 	 	 	 	 アクセス	 福岡空港より JR博多駅まで福岡市営地下鉄で約 5分，JR博多駅より徒歩約 3分． 
 
特別講演：平成 27年 6月 4日（木）	 15時 20分～16時 10分（福岡国際会議場メインホール） 
	 	 	 	 	 講演者：九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長	 青柳 俊彦 氏 
	 	 	 	 	 題	 目：「ななつ星が九州を変える（仮題）」 
 
総	 会：	 平成 27年 6月 4日（木）	 16時 20分～17時 50分（福岡国際会議場メインホール） 
 
事前参加申込締切： 平成 27年 4月 10日（金） 
 
ホームページ URL：http://htsj-conf.org/symp2015/ 
 
【シンポジウムの形式】	 

· 講演発表形式として 
	 a) 通常の一般セッション（口頭発表） 
	 b) オーガナイズドセッション（口頭発表） 
	 c) 学生および若手研究者を対象とする優秀プレゼンテーション賞セッション 
を実施します． 

· 1講演あたりの割当時間は，一般セッションでは 15分（発表 10分，個別討論 5分）で，各セッションの最
後に総合討論の時間（5分×セッション内の講演件数）を設ける予定です．オーガナイズドセッションにつ
いては，オーガナイザーの指示に従って下さい． 

· 優秀プレゼンテーション賞セッションについては，本号掲載のお知らせ「優秀プレゼンテーション賞（第
52回日本伝熱シンポジウム）について」をご参照下さい． 

 
【参加費等】	 

· シンポジウム参加費 
	 	 会員一般	 （事前申込：12,000円，会場申込：15,000円） 
	 	 非会員一般（事前申込：15,000円，会場申込：18,000円） 
	 	 会員学生	 （事前申込： 6,000円，会場申込： 7,000円） 
	 	 非会員学生（事前申込： 7,000円，会場申込： 8,000円） 
	 ※特別賛助会員は 1口につき 3名，賛助会員は 1口につき 1名，参加費が無料になります． 
· 講演論文集（CD-ROM版） 
	 日本伝熱学会会員：無料（講演論文はウェブ上で事前に公開します．参加者には当日，講演論文集（CD-ROM

版）を配布します．参加されない会員のうち希望者には講演論文集（CD-ROM版）を
事後にお送りします．）	  

	 非会員：9,600円：会場受付にて日本伝熱学会に入会を申し込まれる場合は無料となります． 
（年会費：正会員	 9,600円	 	 シニア正会員	 4,800円	 	 学生会員	 4,000円	  
	 特別賛助会員	 100,000円	 	 賛助会員	 30,000円） 
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【懇親会】	 

· 開催日：平成 27年 6月 4日（木）	 18時 30分～20時 30分 
· 会	 場：ホテル日航福岡 
	 	 	 	 	 総会後，福岡国際会議場からホテル日航福岡まで無料貸切バスをご利用になれます． 

· 参加費：一般（事前申込：8,000円，会場申込：10,000円	 同伴配偶者無料） 
  学生（事前申込：4,000円，会場申込：5,000円） 
 
【参加費等の支払い方法】	 

・シンポジウムのホームページから事前参加登録を行った後に，学会誌 2015 年 1 月号に挟み込まれた「払込

取扱票」を用い，以下の記入例を参考にしてお支払い下さい．なお，郵便局にある一般の「払込取扱票」，

またはネットバンキングでもお支払い頂けます．その際は，記入例に準じた内容（参加登録 ID，参加者
氏名，支払い内容，金額，代表者名，連絡先など）を記入して下さい．	 

・参加費等の払込みをもって「事前申込完了」とします．ホームページからの登録だけでは「完了」ではあ

りません．払込みが平成 27年 4月 11日以降になった場合は会場当日申込み扱いとし，会場受付にて差額
をお支払い頂きます．	 

・4月 11日以降も 5月 22日までは，当日申込み扱いでウェブからの参加登録および払込みを受け付けます．
当日に受付でお渡しすべきものを予め準備しておく等の作業を行いますので，できるかぎりウェブからの

登録および事前の払込みを行って下さいますようご協力をお願いいたします．なお，例年のように，シン

ポジウム当日の参加申込みもできます．	 

・銀行より振り込まれる場合は，下記のゆうちょ銀行口座にお振込み下さい．その際，必ず 1件ずつとし，
氏名の前に参加登録 ID番号を付けて下さい．	 
	 店名（店番）：一七九（イチナナキユウ）店（１７９） 
	 預	 金	 種	 目：当座	 

	 口	 座	 番	 号：０１２８０５６ 
	 口座名称（漢字）：第 52回日本伝熱シンポジウム実行委員会	 

口座名称(カナ)：ダイゴジュウニカイニホンデンネツシンポジウムジッコウイインカイ	 
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【講演論文集（電子版）】	 
	 

講演論文集として電子版（CD-ROM 版）のみを発行し，印刷版は発行しません．
講演論文はウェブ上で一定期間公開します．	 

	 

· 講演論文集（電子版）は，日本伝熱学会会員（2015 年度会員）の皆様に対し，シンポジウムのホームペー
ジにリンクされたウェブサイトを通じで公開します．公開日は 2015年 5月 27日（水）を予定しています．  

· このサイト上での講演論文公開は，従来から行ってきました日本伝熱学会会員への郵送による講演論文集
CD-ROM事前配布に代わるものです． 

 
· シンポジウムで座長ご担当の皆様におかれましては，この電子版を当日のセッションの参考資料として下
さい． 

 
【講演論文の公開日】	 

· 講演論文集（電子版）の公開日は，2015年 5月 27日（水）を予定しています．特許に関わる公知日もこの
日になります．シンポジウム開催日よりも早くなりますので，ご注意下さい． 

 
【交通と宿泊】	 	 

· 交通と宿泊につきましては，本シンポジウムのホームページをご参照下さい．	 
	 

【ご注意】	 

· 口頭発表用として実行委員会事務局が準備する機器は，原則としてプロジェクタのみとさせて頂きます．
パーソナルコンピュータは各自ご持参下さい． 

· 参加費，懇親会費等は参加取消しの場合でも返金いたしません． 
· 本シンポジウムに関する最新情報については，随時更新するホームページでご確認下さい． 
· その他，ご不明な点がありましたら，実行委員会事務局まで e-mailまたは FAXでお問い合わせ下さい． 
 
【お問い合わせ先】	 

	 第 52回日本伝熱シンポジウム実行委員会事務局 
	 九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門内 
	 E-mail：symp2015@htsj-conf.org 
	 FAX：092-802-3127 
 
 


