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◆ご挨拶◆ 

 

各 位 

 

 

 

謹啓 時下、貴社におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、第12回日本心臓弁膜症学会を2022年12月16日（金）、17日（土）にシーガイアコンベン

ションセンターにおいて、開催させていただくこととなりました。 

今回は「集まろう ここは、弁膜症の世界： From the Heart We Talk」をテーマとし、循環器

疾患の診療に携わる医療従事者の更なる活発な議論の場としたいと考えております。 

本学会の運営にあたりましては、本来会員の参加費をもって運営すべきところではございますが、会場

費、プログラム、機材関係費等の運営諸費の負担が大きく、学会の自助努力だけでは必要経費を賄えない状

況でございます。 

つきましては昨今の厳しい経済情勢の折、誠に恐縮ではございますが、上記の本学術集会の趣旨にご理解を

いただき、是非とも貴社にご支援を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。 

なお、拠出いただきました協賛費用につきましては、各社が公表することについて了承いたします。 

末筆ではございますが、貴社のさらなるご発展を心より祈念申し上げます。 

謹白 

2022年1月吉日 

 

 

 

第12回日本心臓弁膜症学会  
（外科系会長）小宮 達彦 

（倉敷中央病院 副院長 兼 心臓血管外科 主任部長） 

（内科系会長）渡邉 望 
（宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 教授） 
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◆第12回日本心臓弁膜症学会 開催概要◆ 

 

 

名 称： 第12回日本心臓弁膜症学会 

 

テ   ー   マ： 集まろう ここは、弁膜症の世界： From the Heart We Talk 

 

会 期： 2022年12月16日（金）～17日（土） 

 

会 長：（外科系）小宮 達彦（倉敷中央病院 副院長 兼 心臓血管外科 主任部長） 

（内科系）渡邉 望（宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 教授） 

  

会 場： シーガイアコンベンションセンター 

 〒880-8545 宮崎県宮崎市山崎町浜山  TEL : 0985-21-1062 

 

参 加 対 象 者： 医師・看護師・コメディカル・学生 

 

参 加 予 定 人 数： 約300名 

 

U R L： https://hvs.jp 

 

学術集会事務局： （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

  

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

 

  

mailto:office2022@hvs.jp
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 ◆収支予算案◆ 
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 寄付金 要項  

 

■募金名称：第12回日本心臓弁膜症学会 

 

■募金目標額：2,500,000円 

 

■申込締切日：2022年11月30日（水） 

 

■寄付金使途：2022年12月16日（金）～17日（土）、シーガイアコンベンションセンターに

おいて開催される第12回日本心臓弁膜症学会の費用にあてる。 

 

■寄付金募集責任者：小宮 達彦（倉敷中央病院 副院長 兼 心臓血管外科 主任部長） 

渡邉 望（宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 教授） 

          

■申し込み方法：別紙『寄付金申込書』に記載・PDF化したものをメールアドレスに添付の上、お申込み

ください。 

 

■寄付金申し込み先：学術集会事務局 

  （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

 

■お振込口座： 

 

銀行名：宮崎銀行  

支店名：花ヶ島支店（店番）125 

口座番号：普通 164131 

口座名義：日本心臓弁膜症学会学術集会 会長 渡邉 望 

     ニホンシンゾウベンマクショウガッカイガクジュツシュウカイ 

 

mailto:office2022@hvs.jp
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年  月  日   

第12回日本心臓弁膜症学会 

寄付金申込書 
必要事項をご記入・PDF化の上、下記までメールにてご送信ください。 

 

 

 

第12回日本心臓弁膜症学会の趣旨に賛同し、下記の金額を寄付金として申込みます。 

金       円也 

（ふりがな） 

個人の場合氏名 

法人の場合法人名 

 

（ふりがな） 

代表者名 

 

（ふりがな） 

担当者名 

 

担当所属  

振り込み予定日      年  月  日 

ご 連 絡 先 〒    

 

 

TEL:          FAX： 

 

E-Mail： 

■お振込口座： 

銀行名：宮崎銀行  

支店名：花ヶ島支店（店番）125 

口座番号：普通 164131 

口座名義：日本心臓弁膜症学会学術集会 会長 渡邉 望 

     ニホンシンゾウベンマクショウガッカイガクジュツシュウカイ 

■お問い合わせ先：学術集会事務局 

  （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

E-Mail：office2022@hvs.jp 

office2022@hvs.jpoffice20

22@hvs.jpoffice2022@hvs.

jpoffice2021@kyushjsum.o

rg 

 

mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
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 共催セミナー 募集要項  
 

■開催時間（予定） 

1. ランチョンセミナー・・・12/16（金）、17（土）昼間の時間帯の60分間（企業PR時間

を含む） 

2. 企業共催セミナー・・・・・・12/16（金）、17（土）50分間  60分間 

3. 企業共催セミナー（特別講義４０分間） 

 

■共催費 

セッション 予定席数 枠数 共催費 

ランチョンセミナー 300席規模 2 ￥1,500,000 

企業共催セミナー（50分間） 300席規模 ３ ￥1,200,000 

企業共催セミナー（60分間） 300席規模 2 ￥1,500,000 

企業共催セミナー（特別講義４０分間） 300席規模 １ ￥1,000,000 

※撮影機材等をご利用される場合、機材スペースに相当する席数が減る可能性がございます。 

 

■バナー広告 

 共催セミナーにご協力いただいた企業は、第12回日本心臓弁膜症学会ホームページに無料にてバナー広

告掲載をいたします。詳細はP15をご参照ください。 

 

■共催費用に含まれるもの 

・ 会場費会場設備 

・ 備品使用料 

机、椅子、ステージ ········ 1式 

PC発表用機材 ·········· 1式（ﾒｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、講演台にWindows PC 1台） 

メインスクリーン ········· 1枚 

レーザーポインター ········ 1本（演台） 

計時回線 ············· 1式 

マイク（演者／座長／客席） ····· 1式 

照明 ··············· 1式 

音響 ··············· 1式 

卓上ライト（演者・座長・進行席） ·· 3台 

 

■共催費用に含まれないもの 

共催費に含まれない下記の項目は共催金とは別に各社でご負担下さいますようお願いいたします。 

・ 座長、演者の謝礼金・交通費・宿泊費・飲食費 

・ 印刷製作物作成費用 

・ 控室使用料 ※ 

・ 控室機材・飲食 ※ 

・ 録音、収録などの追加機材 ※ 

・ 運営スタッフ ※ 

・ 参加者用飲食物 ※          ※運営準備室で手配可能です。（有償・後日手配物アンケート送付） 
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■プログラム編成 

 セミナーの内容、テーマ、座長・演者の選定については、原則学術集会事務局で協議の上決定させて頂

きます。ご希望等につきましては、別紙『共催セミナー参加申込書』の通信欄に記載してください。 

（※事務局の確認が終了するまでは座長・演者との交渉を行わないようお願い申し上げます）。 

 プログラム等に関する決定事項は別途ご案内申し上げます。 

 

■情報の公開 

 貴社ウェブサイト等での公開に関して 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医療関係者

等に対する研究費、寄付、交流等の支出に関係する情報を、製薬企業が自社のウェブサイトで公開する

ことに伴い、貴社が当学会に対して行う学会共催費に関し、当該ウェブサイト等で公開されることに同

意します。 

 

■制作物 

(1) チラシを制作される場合 

   体裁はA4縦使用でサイズを統一させて頂きます。 

   作成部数は各社裁量でお願いします。印刷前に学術集会事務局で原稿の確認を行います。 

   当日は参加受付付近に資料配布デスクを設置致します。 

 

(2) 看板の制作について 

手配をご希望される場合は運営準備室にご発注下さい。 

各社統一のデザインとさせて頂きます。 

 

■申込締切日：2022年4月13日（水） 

※セミナー枠に空きがあれば締切後の申込みも状況により受け付けますが、その場合の開催枠は、締切ま

でにお申込み頂いた企業の枠を決定後、空いた枠の中から決定いたします。 

 

■申し込み方法：別紙『共催セミナー参加申込書』に記載・PDF化したものをメールアドレスに添付の

上、お申込みください。 

 

■お振込み方法 

プログラム確定後に請求書を送付致します。請求書に記載されている指定日までにお振り込み下さい。 

 

■会場決定と今後のスケジュールについて 

 会場及び開催日については、プログラムの内容等を考慮の上、学術集会事務局にて最終決定をさせていただ

きます。貴社のご希望を優先させていただきますが、プログラムの都合上ご希望に添えない場合もござ

います。その際はどうぞご容赦下さいますようお願い致します。 
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 年  月  日   

第12回日本心臓弁膜症学会 

共催セミナー参加申込書 
必要事項をご記入・PDF化の上、下記までメールにてご送信ください。 

 

 

 

貴社名   

住所 
〒 

ご担当者 
部署   

お名前   

ご連絡先 
TEL   

E-mail   

希望 

開催日・セッション名 

  セッション名 開催日 共催費 

記入例 ランチョンセミナー 12/16（金） 1,500,000円 

第一希望                                   

第二希望                                    

通信欄   

備考 

複数のセミナーを申し込む場合はその旨ご記入ください 

バナーリンク先 
http:// 

 

■お問い合わせ先：学術集会事務局 

  （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp  

E-Mail：office2022@hvs.jp 

office2022@hvs.jpoffice20

22@hvs.jpoffice2022@hvs.

jpoffice2021@kyushjsum.o

rg 

 

mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
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 付設展示会・書籍展示 募集要項  
 

■開催日時（予定） 

搬入・設置： 2022年12月15日（木）      20:00 ～（予定） 

展 示： 2022日12月16日（金）      8:30 ～ 17:30 （予定） 

 2022日12月17日（土）      8:30 ～ 16:00 （予定） 

搬出・撤去： 2022日12月17日（土）           16:00 ～ 17:00 （予定） 

 

■会場 

シーガイアコンベンションセンター 4階 天瑞 

〒880-8545 宮崎県宮崎市山崎町浜山 

 

■出展対象 

医療機器・検査機器・書籍・医薬品・医療情報機器、システム他、当方の認めたもの 

 

■出展料金 

付設展示 

 

書籍展示  

 

 

 

 

 

■小間規格 ※予定 

◇基礎小間（パッケージブース） 

1小間 = 間口1,800ｍｍ×奥行900ｍｍ×高さ2,100ｍｍ 

・バックパネル  W1,800mm×Ｈ2,100ｍｍ 

・社名板     W900ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ （1社につき1枚） 

・展示台1台   W1,800ｍｍ×D900ｍｍ×H700ｍｍ 

・展示台用白布（但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい） 

・電源 1小間につきコンセント2口（300Ｗを設置しまず） 

 ※消費電力が300Ｗを超える場合には電気工事が別途料金となります。 

※バックパネルへの取り付けは画鋲のみで、釘打ち、テープでの取り付けは不可となります。 

上記以外の小間内装飾は出展者が行って下さい。 

  

種類 単位 小間サイズ 出展料金 
募集小間

数 

基礎小間 1小間 
1,800mm×900mm×2,100mm 

×希望出展小間数 
1小間￥200,000円 10小間 

種類 単位 小間サイズ 出展料金 募集机数 

書籍展示 机1本 
長机（1,800mm ×900mm） 

× 希望出展本数 

机１本 

￥10,000円 
6本 
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■イメージ図 

 

 

■申込締切日：2022年6月30日（木） 

※但し募集数に達し次第、申込みを締め切らせていただきます。 

 

■申し込み方法：別紙『出展申込書』に記載・PDF化したものをメールアドレスに添付の上、お申込みく

ださい。 

 

■会場の決定 

展示会場の割振りにつきましては、各社の希望や申し込順、出展内容等を勘案し最終的に学術集会事務局

が決定します。 

 

■出展品目 

出展製品名を出展申込書に記入する際に、略称（例・ABC-5100）でご記入いただきますと、事務局で

は正確な出展内容を把握することが出来ませんので、必ず一般名称（例・鋼製小物）でご記入下さいます

よう宜しくお願い致します。 

 

■出展料のお支払い 

申込書受領後、請求書をお送り致しますので、請求書記載の払込期限までにお支払い下さい。 

なお、送金に係る全ての手数料は出展各社様にてご負担願います。 

 

■本学術集会への参加資格について 

出展者が第 12 回日本心臓弁膜症学会の講演会場及び関連プログラムに参加するには、学術集会の参加証

が必要です。別途参加費をお支払いいただき、参加証の購入をお願い致します。 

但し展示会場への出入りが可能な出展者証をご用意致します。 

 

■薬事法未承認品について 

薬事法未承認品の展示をご希望される場合は、学術集会事務局にお問い合わせ下さい。 

 

 

社

1,800

2,400

900

W1,800mm 

H2,100mm 

H700mm 

D900mm 

コンセント 

社名板 

W900mm × H200mm 
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■出展物販売の禁止 

本展示会においては、現金の授受等製品の販売とみなされる行為は一切出来ません。予めご承知おき下さい。

二重価格を連想させる文言（学会期間限定割引価格、標準価格の○○％オフ等）が出ている貼り紙等の掲示

も不可とします。但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

 

■会場の管理 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力による事故、

盗難、紛失。及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

 

■会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により会期及び会場時間を変更する場合があります。この変更を理由として出展申し込

みを取り消すことはできません。またこれによって生じた損害は補償しません。 

 

■展示物の事前送付 

 展示物を事前に送付される場合は下記の住所へ送付願います。 

 〒880-8545 

 宮崎県宮崎市山崎町 

フェニックス・シーガイア・リゾートコンベンション気付 

 日本心臓弁膜症学会 宛 

 ※1週間前から送付可能です
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年  月  日 

第12回日本心臓弁膜症学会 

出展申込書 
必要事項をご記入・PDF化の上、下記までメールにてご送信ください。 

 

 

貴社名   

住所 
〒 

ご担当者 
部署   

お名前   

ご連絡先 
TEL   

E-mail   

申込内容 

基礎小間   1小間 \200,000 ×   小間 

書籍展示   \10,000 ×   本 

展示物（予定）   

展示台 使用する ・ 使用しない ・ 未定 

電気 使用する（    Kw） ・ 使用しない ・ 未定 

備考   

 

■お問い合わせ先：学術集会事務局 

  （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

 

E-Mail：office2022@hvs.jp 

office2022@hvs.jpoffice20

22@hvs.jpoffice2022@hvs.

jpoffice2021@kyushjsum.o

rg 

 

mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
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 プログラム・抄録集広告 募集要項  
 

■広告媒体名称 

第12回日本心臓弁膜症学会 プログラム・抄録集 

 

■配布対象 

会員および学術集会参加者、関係者 

 

■発行部数 

500冊（予定） 

 

■媒体作成費 

約 1,600,000円 

 

■広告掲載料 

掲載箇所 金額 募集数 

表紙４（カラー） ￥200,000 1 

表紙２（カラー） ￥160,000 1 

表紙３（白黒） ￥120,000 1 

後付1頁（白黒） ￥80,000 9 

後付1/2頁（白黒） ￥50,000 8 

※表2、表３、表４につきましては、申し込多数の場合は先着順とし、お申し込期日以降にご連絡致し

ます。 

   ※表2、表3、表4への確定後の掲載キャンセルは受けかねますのでご了承の上、お申し込み下さい。 

 

■広告原稿 

データ（高画質のPDFまたはイラストレーターファイル）にて出力紙と一緒にお送り下さい。 

 

■申込締切日：2022年10月31日（月） 

 

■申し込み方法：別紙『広告掲載申込書』に記載・PDF化したものをメールアドレスに添付の上、お申込

みください。 

 

■注意事項 

広告内容に起因する名誉毀損の請求又は訴訟、プライバシーの侵害、著作権の侵害及びその他の請求、訴

訟に関しては、一切責任を負いませんのでご了承下さい。 
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年  月  日   

第12回日本心臓弁膜症学会 

広告掲載申込書 
必要事項をご記入・PDF化の上、下記までメールにてご送信ください。 

 

 

 

第12回日本心臓弁膜症学会抄録集に広告を掲載します 

□ 表紙４(カラー)：￥200,000-    □ 表紙２(カラー)：￥160,000- 

□ 表紙３(白黒)：￥120,000-   □ 後付1頁(白黒)：￥80,000-    □ 後付1/2頁(白黒)：￥50,000- 

※ 必ず□にチェックをお入れください 

 

 

貴社名   

住所 
〒 

ご担当者 
部署   

お名前   

ご連絡先 
TEL   

E-mail   

 

 

■お問い合わせ先：学術集会事務局 

  （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

  

E-Mail：office2022@hvs.jp 

office2022@hvs.jpoffice20

22@hvs.jpoffice2022@hvs.

jpoffice2021@kyushjsum.o

rg 

 

mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
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 ホームページバナー広告 募集要項  

 

■募集数 

5社 

 

■掲載費 

100,000円 

※上記金額にはバナー等の製作費は含まれません。 

 

■募集媒体 

第12回日本心臓弁膜症学会ホームページ 

URL: https://hvs.jp 

 

■掲載期間（予定） 

お申し込み後～2023年3月末日まで。 

ホームページは随時更新されています。 

 

■申込締切日：2022年11月30日（水） 

 

■申し込み方法：別紙『ホームページバナー広告申込書』に記載・PDF化したものをメールアドレスに添

付の上、お申込みください。 

 

■掲載箇所 

TOPページ 

 

■注意事項 

・ 広告の内容によっては掲載しかねる場合もございます。 

・ 広告の内容に起因する名誉毀損の請求または訴訟、プライバシーの侵害、著作権の侵害および

その他の請求・訴訟に関しては、学会では責任を負いかねますのでご了承下さい。 

・ アクセス回数の保障はいたしかねます。 
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年  月  日   

第12回日本心臓弁膜症学会 

ホームページバナー広告申込書 
必要事項をご記入・PDF化の上、下記までメールにてご送信ください。 

 

 

 

第12回日本心臓弁膜症学会 ホームページへのバナー広告を下記の通り申し込みます 

100,000円 

 

貴社名   

住所 
〒 

ご担当者 
部署   

お名前   

ご連絡先 
TEL   

E-mail   

バナーリンク先 
http:// 

 

 

■お問い合わせ先：学術集会事務局 

  （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

（共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

 

 

E-Mail：office2022@hvs.jp 

office2022@hvs.jpoffice20

22@hvs.jpoffice2022@hvs.

jpoffice2021@kyushjsum.o

rg 

 

mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
mailto:office2021@kyushu-jsum.org


17 

 

 幕間広告 募集要項  

 

■募集数 

10社 

 

■掲載費 

5分以内・・・100,000円 

2分以内・・・  50,000円 

※上記金額には幕間広告等の製作費は含まれません。 

 

■注意事項 

・ 広告の内容によっては放映しかねる場合もございます。 

・ 広告の内容に起因する名誉毀損の請求または訴訟、プライバシーの侵害、著作権の侵害および

その他の請求・訴訟に関しては、学会では責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

■申込締切日：2022年11月30日（水） 

 

■申し込み方法：別紙『幕間広告申込書』に記載・PDF化したものをメールアドレスに添付の上、お申込

みください。 
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年  月  日   

第12回日本心臓弁膜症学会 

幕間広告申込書 
必要事項をご記入・PDF化の上、下記までメールにてご送信ください。 

 

 

 

第12回日本心臓弁膜症学会 幕間広告を下記の通り申し込みます 

□ 5分以内：100,000円       □ 2分以内 : 50,000円 

必ず□にチェックをお入れください 

 

貴社名   

住所 
〒 

ご担当者 
部署   

お名前   

ご連絡先 
TEL   

E-mail   

 

 

■お問い合わせ先： 

学術集会事務局： （外科系）倉敷中央病院 心臓血管外科 

 〒710-8602岡山県倉敷市美和1-1-1 

 T E L：086-422-0210（代） 

 （内科系）宮崎大学医学部機能制御学講座 循環動態生理学分野 

  〒889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 

 T E L：0985-85-1785 

 （共通）E-mail: office2022@hvs.jp 

 

 

E-Mail：office2022@hvs.jp 

office2022@hvs.jpoffice20

22@hvs.jpoffice2022@hvs.

jpoffice2021@kyushjsum.o

rg 

 

mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2022@hvs.jp
mailto:office2021@kyushu-jsum.org
mailto:office2021@kyushu-jsum.org

