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平成31年 電気学会全国大会 企業セッション枠申込書平成31年 電気学会全国大会 企業セッション枠申込書
（一社）電気学会 全国大会事務局 行

下記の通り企業セッション枠を申込みいたします。　　　　　　　 平成　　　年　　　月　　　日

新商品情報、開発事例、活用事例、キャリア相談会あるいは開発テクニック等
貴社に関するプレゼンテーションやプロモーションを

全国大会で行ってみませんか？

新商品情報、開発事例、活用事例、キャリア相談会あるいは開発テクニック等
貴社に関するプレゼンテ貴社に関するプレゼンテーーションやプロモションやプロモーーションをションを

全国大会で行ってみませんか？

新商品情報、開発事例、活用事例、キャリア相談会あるいは開発テクニック等
貴社に関するプレゼンテーションやプロモーションを

全国大会で行ってみませんか？

会　期
会　場
主　催
U R L
お問合せ先

e-mail TEL FAX

1.申込社名

2.申込枠 （いずれかに○印をお付け下さい）

4.通信欄 （その他、ご確認事項等ございましたらご記入下さい）

3.講座内容

3月12日(火)　　午前（180分）  ・　　午後（240分）
3月13日(水)　　午前（180分）
3月14日(木)　　午前（180分）  ・　　午後（240分）

事務局欄

受　付 備　考

平成　　　年　　　月　　　日

タイトル

講座内容

No.

FAX：03-3221-3704 郵送： 〒102-0076
 東京都千代田区五番町6-2　HOMAT HORIZON ビル8階

会社名
事業維持員の場合は
「はい」に○印を
付けて下さい。

はい　・　いいえ

TEL

FAX

e-mail

所在地／連絡先

ご担当者名

申込規定の確認

〒

フリガナ

申込規定の内容について　□承諾しました　□承諾しません ※承諾します、承諾しませんの
　どちらか一方に○印をお付け下さい

【企業セッション枠】申込みのご案内
会場　北海道科学大学

貴社に関するプレゼンテ貴社に関するプレゼンテ貴社に関するプレゼンテ ションやプロモションやプロモションやプロモ ションをションをションを
全国大会で行ってみませんか？全国大会で行ってみませんか？全国大会で行ってみませんか？
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1. 申込方法
 裏面申込用紙に所定の事項をご記入いただき、FAXまたは郵送にてご送付下さい。
 申込時点でタイトルや内容などが不確定の場合は、申込書の該当欄は空欄で結構です。
 まずは、分かる範囲内で必要事項をご記入・お申込みになり、セッション枠を確保されることをお勧めします。

2. 申込先
 電気学会 全国大会事務局
 　〒102-0076　東京都千代田区五番町6-2　HOMAT HORIZON ビル8階
 　一般社団法人 電気学会 全国大会事務局
 　e-mail：taikai10@iee.or.jp　　TEL:03-3221-7313　　FAX:03-3221-3704

3. 申込締切日
 平成31年1月10日
　  ※ただし、申込枠が枠数に達ししだい締切ります。

4. 申込料支払
 申込書受領しだい、事務局より請求書をご送付いたしますので、到着後1ケ月以内にお支払下さい。
 その他費用が発生した場合は、大会終了後、請求させて頂きます。

平成31年電気学会全国大会 企業セッション開催にあたって平成31年電気学会全国大会 企業セッション開催にあたって 申込規定申込規定

申込要領申込要領

開催会場   北海道科学大学開催会場   北海道科学大学

　電気学会は、1888年（明治21年）に創立された伝統を誇る学術法人です。絶えず進取の姿勢で革新を
めざし、事業活動の活性化に努めております。いまや電気学術は、電気工学を軸にしてエレクトロニクス
や情報、エネルギー技術から環境問題にまで範囲を広げ、大きく変容しようとしているからです。
　現在の会員数は、約2万2,000人。大学や企業の第一線で研究開発に成果を挙げる研究者や技術者
のほか、電気学術の習得に情熱を燃やす大学院生なども含まれています。会員こぞって新しい科学技術
の進歩発展に敏速に対応し、電気・電子分野の総合学会としてわが国の指導的役割を果たしており、幅
広い層の支持を得ております。
　さて、来春、恒例開催の「電気学会全国大会」は、札幌市の北海道科学大学を会場として、平成31年
3月12日から3日間開催する運びとなりました。本大会は約1,500件におよぶ論文発表やシンポジウム
が、全国の研究者、技術者および研究者、技術者を目指す優秀な学生により討議される、電気学会におけ
る最大規模の会合です。
　前大会前から新しい試みとして企業セッション枠を設置し、新商品情報、貴社の開発事例、活用事例、
キャリア相談会あるいは開発テクニック等を、プレゼンテーションやプロモーションとして行っていただ
けます。
　この機会にぜひとも貴社におかれましても、さまざまなプレゼンテーションやプロモーションを試み
ていただきますようお願い申し上げます。

平成31年電気学会全国大会
大会委員長　大熊 康浩

大会実行委員長　小笠原 悟司

1. 申込枠について
 1枠　午前：180分以内 ／ 午後：240分以内

2. 申込料(消費税別途)

3. セッションの内容
新商品情報、開発事例、活用事例、キャリア相談会あるいは開発テクニック等の紹介など、講演内容は自由に設定可能
です。パワーポイントを使用した一般的な発表形式から、ユーザーとの意見交換会など、貴社のプロモーションやプレ
ゼンテーションを行う場を提供させて頂きます。
例．一般発表形式
　 パネルディスカッション形式
　 商品・製品紹介とメーカーでの適用事例紹介
　 企業展示とのコラボレーション※
　 キャリア相談会　　　　　 など
全国大会では論文集（DVD-ROM）を発行し、発表論文を収録しております。企業セッションに関しても、希望される
場合は、大会論文集に掲載いたします。掲載内容はセッション内容に沿ったもので、大会論文フォーマットに従って作成
頂きます。一般的な広告のような内容は掲載できません。規定フォーマットは今後、電気学会全国大会ホームページに
て公開します。
セッションタイトルはじめ講演者などは、Web大会プログラム（２月１日公開）、冊子大会プログラム（３月５日以降頒
布）に一般講演、シンポジウム講演などと共に掲載されます。
＊企業展示は、全国大会附設展示会にて募集をしております。展示に相当する内容はご遠慮下さい。
＊企業セッションをキャンセルされる場合、お支払いいただきました料金については、如何なる理由においても返金には応じられません。
＊反社会的な内容、公序良俗に反する内容、またはその恐れのある内容はご遠慮下さい。

4. スケジュール（予定）
 平成30年7月 申込募集開始
 平成31年1月10日 申込締切
 平成31年1月18日 企業セッション内容原稿提出〆切
 平成31年3月12日～ 全国大会実施

今大会では会期中延べ1万名を超える参加者の行き来が見込まれます。
貴社の活動にとって大きな効果が期待されます。

最寄り駅JR手稲駅や各主要都市からアクセスしやすい立地です。道内、道外の各主要都市から本学までの交通機
関とおおよその所要時間をご案内いたします。

●最寄り駅からのアクセス
（JR手稲駅から）手稲駅北口よりJRバスをご利用いただき、バス停「北海道科学大学」で下車してください。
所要時間は約9分です。タクシーをご利用いただいた場合の所要時間は約5分です。徒歩の場合の所要時間は
約25分です。
（地下鉄宮の沢駅から）JRバスをご利用いただき、バス停「北海道科学大学」で下車してください。所要時間は
約25分です。
※時間帯や道路状況により異なる場合があります。

事業維持員費割引（平成31年1月10日〆切） 一般申込（平成31年1月10日〆切）

午前（180分）
午後（240分）

75,000円
100,000円

97,500円
130,000円

1日 148,700円 193,300円
※価格はすべて税別です。
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●会場までのアクセス
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