
 

 

1DCAE・MBD シンポジウム 2022 

「企業展示」「論文集広告掲載」募集要項 
1.趣旨 

1DCAE や MBD による設計プロセス全体の改革が期待され，様々な分野や対象での応用が進んでいます．新しい体験価値

を創出していくために，1DCAE や MBD を適切に設計で活用するための本質の理解と適切なモデル化のための横断的議論がさ

らに重要になっています．そこで、日本機械学会設計工学・システム部門が中心となり、関連学会とも連携しながら、1DCAE・

MBD に関する情報発信や講演、情報交流を通じ、今後の本格的適用に資することを目的としてシンポジウムを開催します。

2019 年度より開催し、今回が４回目になります。一般講演、主催者企画、企業展示を予定しています。 

 

2.協賛  日本計算工学会，日本設計工学会，日本シミュレーション学会，自動車技術会，電気学会， 

日本伝熱学会，日本画像学会，品質工学会，計測自動制御学会，精密工学会，建築学会，日本デザイン学会， 

日本創造学会，フルードパワーシステム学会，オープン CAE 学会，日本流体力学会，日本冷凍空調学会， 

エレクトロニクス実装学会，日本ガスタービン学会，日本 LCA 学会，日本工学教育協会 

 

3.開催概要 

○講演会名称 1DCAE・MBD シンポジウム 2022 

  https://1dcae.jp/sympo/ 

○企画  日本機械学会 設計工学・システム部門 

○代表  実行委員長 大富 浩一 (Ohtomi Design Lab.) 

○会期  講演会会期 2022 年 12 月 7 日（水）～ 12 月 9 日（金） 

  （搬入・準備日 2022 年 12 月 6 日（火）午後から） 

○会場  ハイブリッド開催 

[オンサイト会場] 川崎市産業振興会館 

[オンライン会場] Zoom 

○参加人数 昨年は 1DCAE や MBD に高い意識をお持ちの企業関係者，大学関係者を中心に 

約 180 名の参加を頂きました．本年度は昨年以上の来場者数を見込んでいます． 

 

4.企業展示 

○展示内容 

オンサイト 展示会 ①  展示ブース×1（長机×1，パネル用ボード×1） 

オンライン 

Web 展示 ②  シンポジウム HP への広告掲載(バナー,動画,広告文面,電子カタログ,外部リンク) 

電子カタログ ③  電子論文集への広告掲載(A4×1 枚) 

その他 

④  参加者情報の提供（承諾頂いた参加者のもののみ,氏名,メールアドレス,所属のみ） 

⑤  一般講演希望時１件無料（論文投稿必要,申込締切 9/30,論文締切 11/14） 

⑥  シンポジウムへの参加 2 名様/日まで無料 

（注）展示内容につきましては変更させて頂く場合がございます． 

○出展料 \100,000（消費税込） 

○申込締切 2022 年 10 月 7 日(金) 

○企業展示説明会 2022 年 10 月中旬頃を予定 

○電子データ締切 2022 年 10 月 28 日(金) 



 

 

5.お問い合わせ先 

○企業展示に関するお問い合わせ先 

件名  ：企業展示に関する問い合わせ 1DCAEMBD2022 

E-mail  ：1dcaembd@jsme.or.jp 

 

○その他のお問い合わせ先 

一般社団法人日本機械学会 設計工学・システム部門 (担当職員 秋山宗一郎) 

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX 飯田橋スクエアビル 2 階 

電話(03) 4335-7616／FAX(03) 4335-7619 

E-mail：akiyama@jsme.or.jp 

URL : http://www.jsme.or.jp/ 

  



 

 

1DCAE・MBD シンポジウム 2022 

企業展示申込書 
・お申込みは，本申込書にご記入の上，PDF 変換したものをメールアドレス（1dcaembd@jsme.or.jp）まで 

「件名：企業展示申込書 御社名 1DCAEMBD2022」として送付ください． 

・お申込み後，日本機械学会 設計工学・システム部門 (担当職員 秋山宗一郎) よりご担当者様へご請求書を

送付させて頂きます． 

 

申込日 2022 年   月   日 

貴社名  

所在地(請求書送付先) 〒 

ご担当者名  

ご担当者所属部課  

電話番号  

E-Mail  

 

お申込内容 

☐ 展示会 ①  展示ブース×1 長机×1，パネル用ボード×1 

☐ Web 展示 ②  シンポジウム HP への広告掲載(バナー，動画，

広告文面，電子カタログ，外部リンク) 

電子データの締切：10 月 28 日(金) 

☐ 電子カタログ ③  電子論文集への広告掲載（A4×1 枚） 電子データの締切：10 月 28 日(金) 

☐ その他 ④  参加者情報の提供 申込時に承諾頂いた参加者のもののみ

氏名,メールアドレス,所属のみ 

☐ ⑤  一般講演希望時１件無料（論文投稿必要,

申込締切 9/30,論文締切 11/14．日本機械

学会会員／非会員問わず．シンポジウム参加

費無料） 

ご講演者名 

①  

☐ ⑥  シンポジウムへの参加 2 名様/日まで無料 

（日本機械学会会員／非会員問わず） 

予定ご参加者名(変更時は要連絡) 

②  

③  

金額 \100,000 

（注 1）展示内容につきましては変更させて頂く場合がございます． 

（注 2）企業展示の申込締切は 10 月 7 日（金）になります． 

（注 3）希望される展示内容へのチェックと，必要事項(太線内)をご記入ください． 

（注 4）金額は，希望される展示内容が全てでも１つでも変わりません． 

（注 5）⑤を希望される場合はリンク先への登録も必要です．https://forms.gle/NZYe1zQGpVobPMiR8 

（注６）企業展示枠で参加される⑤×1 名様，⑥×2 名様につきましては，後日オープンする参加登録 

（参加費支払い）は不要となります．https://1dcae.jp/sympo/ 

https://forms.gle/NZYe1zQGpVobPMiR8
https://1dcae.jp/sympo/


 

 

1DCAE・MBD シンポジウム 2022 

企業展示用電子データ送付書 
・本企業展示用電子データ送付書は，PDF 変換したものをメールアドレス（1dcaembd@jsme.or.jp）まで 

「件名：企業展示電子データ送付書 御社名 1DCAEMBD2022」として送付ください． 

・電子データの送付方法につきましては，ご利用頂くデータサーバやファイル転送サービス等のアクセス先・アクセス方法

についてご連絡をお願い致します． 

 

送付日 2022 年   月   日 

貴社名  

所在地 〒 

ご担当者名  

ご担当者所属部課  

電話番号  

E-Mail  

 

送付データ内容 

☐ 

Web 展示 ①  

表記名 

 

（例 〇〇〇〇株式会社） 

 

☐ 外部 

リンク先 

（例 https://www.aaa.co.jp/） 

 

☐ 広告文 （200 文字まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 動画 （MP4 形式 1920×1080 500MB まで） 

☐ バナー （JPG PNG GIF 234×60 程度 500kB まで） 

☐ 電子カタログ ②  電子カタログ （pdf A4×1 枚 カラー 1MB まで） 

データ アクセス先 http:// 

パスワード： 

（注 1）展示内容につきましては変更させて頂く場合がございます． 

（注 2）希望される展示内容へのチェックと，必要事項(太線内)をご記入ください． 

（注 3）電子データの締切は 10 月 28 日(金) になります． 


