
ＫＩＲＧ30年のインプラント治療
から見えてきた新たな展望

公益社団法人日本口腔インプラント学会指定研修施設

九州インプラント研究会

30周年記念講演会

メインテーマ

― 新世代への挑戦 －

開 催 趣 意 書

日時：2016年3月26日（土）・27日（日）

会場：福岡国際会議場5Ｆ

〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町2－1

TEL: 092-262-4111 

主催：九州インプラント研究会

大 会 長：伊東 隆利 副大会長 阿部 成善 森永 太 澤瀬 隆

実行委員長：松井 孝道 副実行委員長 田中 秀樹 竹下 文隆 和泉 雄一

西村 正宏 永井 省二

準備委員長：土屋 直行 副準備委員長 加来 敏男 竹田 博文 松下 恭之

九州インプラント研究会 運営事務局

(株)JTBﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ九州 ICS営業部内

〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新ＫＢＣビル6Ｆ

TEL 092-751-3244  FAX 092-751-3250 

Email : kirg@kys.jtb.jp

KIRGホームページ http://www.kirg-implant.jp

器材展示・プログラム抄録集広告掲載趣意書



1

拝啓 皆様に於かれましては、益々ご清栄のことと存じあげます。

九州インプラント研究会(KIRG)はインプラント歯学の発展を目指して大学研究者と

開業医が合同で1985年に設立した研究会で、今年で創立30周年になります。このたび

私達研究会では「KIRG30年のインプラント治療から見えてきた新たな展望」－新世代

への挑戦－をテーマに掲げ創立30周年記念学術講演会を2016年3月26日27日に福岡国

際会議場で開催する運びとなりました。特別講演に“インプラントテクノロジーの最

前線を語る”としてDr.Daniel Snetivy先生(Thommen Medical AG最高技術責任者、

Straumann AG研究所前研究プロジェクト長)に今からの時代に求められるインプラン

ト性状について講演していただくことになっています。

また今までKIRG会員が培ってきた30年のインプラント治療の臨床結果をもとに、シ

ンポジウムとして １）25年以上経過観察したインプラント症例から見えてきたこと。

２）インプラント周囲炎の基礎と臨床。 ３）インプラント最新技術の検証(CAD/CAM

や新素材・Guided Surgery・骨再生術など）４）今求めらるインプラントの医療安全

とは？ の演題を組み、現在の高齢化社会の中でインプラント医療がどのように国民

の健康に貢献できているのか、また新たに取り組むべき課題は何かなどにつきディス

カッションしたいと考えています。

他に Next Generation Session ポスター発表 模擬ケースプレゼンテーション 歯科

衛生士 セッション 企業展示なども開催し、インプラント医療に携わる歯科医、歯

科衛生士、歯科技工士その他多くの方々に対して多くの新しい情報が満載された内容

となっています。

できるだけ多くの方の参加を心からお待ちしています。

敬具

2015年12月吉日

九州インプラント研究会会長

周年記念学術講演会大会長 伊東隆利

趣意書
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清秋の候、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平

素より九州インプラント研究会の活動に対しては、ご理解とご協力頂き心から感謝申

し上げます。

さて、皆様のおかげで九州インプラント研究会（KIRG）も30周年を迎えることとな

り、別紙案内の通り平成28年3月26日(土)、3月27日(日)の両日、福岡国際会議場にて

30周年記念学術講演会を開催することとなりました。当日は約500名の歯科医師をは

じめ約200名の歯科衛生士、約100名の歯科技工士の参加が予定されております。

つきましては貴社に器材展示ブースへの出展並びに本記念学術講演会プログラム抄

録集への掲載広告を募集致しておりますので、宜しく御協賛の程お願い申し上げます。

機材展示につきましては、参加者の多くから最新の歯科およびインプラント関連の

機械器材、材料等の情報と実物の視察希望もあり、大変お忙しいとは存じますがご協

力の程何卒宜しくお願い申し上げます。ブースの展示会場（ポスター展示会場併設）

は福岡国際会議場４Ｆ（411～414）を予定しております。御協賛の程、何卒よろしく

お願い申し上げます。

プログラム抄録集は、参加者をはじめ、全国の日本口腔インプラント学会理事、代

議員、記念学術講演会参加者全員にも配布される予定です。

器材展示並びに広告掲載のお申込み等につきましては、下記の概要をご確認いただ

き、お申し込みをお願いいたします。

尚、詳細は、九州インプラント研究会ホームページにも掲載しておりますのでご確

認ください。

器材展示ブース出展並びに広告掲載の御依頼

【器材展示ブース出展概要】

：平成28年3月26日(土)、3月27日(日)

展示器材の搬入時間 3月26日(土)午前中

展示器材の撤去時間 3月27日(日)15時以降

：福岡国際会議場４Ｆ（411～414）

：1小間 ¥50,000-（税込） ※ブースサイズ 1.8m×1.8m

※バックパネル（Ｗ1.8m×Ｈ2.1m・テーブル（Ｗ180㎝×Ｄ60㎝）1台

イス2脚・社名板は、出展料に含みます。

※電源が必要な場合は、300wごとに¥5,400-（税込）の工事が必要。

※備品等のオプションは別途承ります。

：40小間 ※予定

：平成28年2月1日(月)

日 程

展 示 会 場

出 展 料

募集小間数

申 込 期 限
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【プログラム抄録集広告掲載概要】

：裏表紙（表4） カラー ¥150,000-（税込）

裏表紙裏（表3） カラー ¥100,000-（税込）

後付け モノクロ 1頁 ¥70,000-（税込）

後付け 横モノクロ 1/2頁 ¥40,000-（税込）

※表4・表3に関しては、申込先着順にさせていただきます。

：1頁 縦26㎝・横17.5㎝ 1/2頁 縦12.9㎝・横17.5㎝

：平成28年2月1日(月) 

※原稿は、データ入稿でお願いします。

（Adobe Illustratorデータ・画像データ）

：平成28年2月1日(月)

広告掲載料

印刷サイズ

入 稿 期 限

申 込 期 限

九州インプラント研究会 展示・広告事務局

(株)ティーアンドイー 担当：名越（なごし）

〒810-0072 福岡市中央区清川2-12-6

TEL 092-524-1811 FAX 092-521-4000

Mail  kirg@t-e.co.jp

○器材展示並びに広告掲載に関するお申込み・問い合わせ先

①お申込みを受付け後、ご確認とご請求書を下記、九州インプラント研究会 展示・

広告事務局よりお送り致します。

②尚、器材展示・広告掲載の申込み確定は、出展料・広告掲載料の支払いをもって、

させてていただきますので、必ず期限内にお振込みをお願いいたします。

【注意事項】

【申込先】

ＫＩＲＧホームページ http://www.kirg-implant.jp

上記のホームページから、申込用紙をダウンロードするか巻末の申込用紙に申込内容

をご記入の上、下記の事務局まで、必ずメールでお申込み下さい。

銀 行 名： みずほ銀行 熊本支店
預金口座： 普通 １４０５２１７

口 座 名： 九州インプラント研究会30周年記念講演会 佐藤哲夫

【振込先】
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九州インプラント研究会30周年記念学術講演会

器材展示ブース出展申込書

展示内容

備考

電源（容量の大きい物）・その他備品等のご希望がございましたらこちらにご記入ください。

メールアドレス

ご担当者名

電話（連絡先）

300w×　　　　　　口　　　　　　　小間

貴社名

ご住所
（請求書送付先）

お申込小間数 電源

所属

※出展料は、お申込み小間数×¥50,000-(税込)となります。
※電源が必要な場合は、別途、300ｗにつき¥5,400-(税込)を申し受けます。
※電源（容量の大きい物）・その他備品等に関しましては、別途お見積いたします。

※尚、申し込みの確定は、出展費の振り込みをもってさせていただきます。

○展示ブース出展の申込先および問合せ先
九州インプラント研究会 展示・広告事務局
(株)ティーアンドイー 担当：名越（なごし）
〒810-0072 福岡市中央区清川2-12-6
TEL 092-524-1811 FAX 092-521-4000
Mail  kirg@t-e.co.jp
KIRGホームページhttp://www.kirg-implant.jp

○振込先
銀 行 名： みずほ銀行 熊本支店
預金口座： 普通 １４０５２１７
口 座 名： 九州インプラント研究会30周年記念講演会 佐藤哲夫
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九州インプラント研究会30周年記念学術講演会

プログラム抄録集広告掲載申込書

※入稿期限は、平成28年2月1日(月)、締切厳守 となります。

※原稿は、データ入稿でお願いします。（Adobe Illustratorデータ・画像データ）

※印刷サイズは、1頁 縦26㎝・横17.5㎝ 1/2頁 縦12.9㎝・横17.5㎝です。

※尚、申し込みの確定は、出展費の振り込みをもってさせていただきます。

○展示ブース出展の申込先および問合せ先
九州インプラント研究会 展示・広告事務局
(株)ティーアンドイー 担当：名越（なごし）
〒810-0072 福岡市中央区清川2-12-6
TEL 092-524-1811 FAX 092-521-4000
Mail  kirg@t-e.co.jp
KIRGホームページhttp://www.kirg-implant.jp

○振込先
銀 行 名： みずほ銀行 熊本支店
預金口座： 普通 １４０５２１７
口 座 名： 九州インプラント研究会30周年記念講演会 佐藤哲夫

貴社名

所属 ご担当者名

ご住所
（請求書送付先）

メールアドレス 電話（連絡先）

広告お申込み

広掲載場所・カラー/モノクロ・サイズ 料金（税込） ご希望の欄に○印

裏表紙（表4）カラー 1頁　 \150,000-

裏表紙裏（表3） カラー1頁  \100,000-

後付け　モノクロ1頁  \70,000-

後付け　横モノクロ-1/2頁 ¥40,000


