インターネット対応について

駐車設備について

応用物理学会の会期中は，以下の方法でインターネットサービス
を提供します。
(1) Windows が動作する PC からのアクセス
・ 15 号館（情報処理センター）において，2F( 演習室 B) の PC が利用
できます .
・ WindowsXP がインストールされています .
・ 接続の際には学会会期中専用のIDとパスワードが必要になります.
・ ID・パスワードは，学会期間中に食堂入口で配布します .
・ 本インターネットサービスは、“ ウェブブラウザのみ使用可能 ” で
す.
・ 15号館（情報処理センター）の開館時間（AM9時からPM5時）のみ、
利用可能です .
・ 持込 PC は使用できません．
(2) 14 号館（食堂内）無線 LAN 設備の利用
・ 14 号館（食堂内）の無線 LAN 設備（802.11b 対応）が利用可能です .
・ 接続の際には学会会期中専用のIDとパスワードが必要になります.
・ ID・パスワードは，学会期間中に食堂入口で配布します .
・ 無線 LAN 接続をご利用される際は，セキュリティ対策には十分ご
注意下さい .
・ ウイルス感染や不正アクセスなどの被害に遭われましてもその責
は負いかねます .
・ 昼食時間帯（12:00 〜 14:00）の利用は混雑緩和のため，自粛くだ
さい .

キャンパスは市街地にあり , 学内および周辺には駐車できる敷地・
設備はありません . ご注意ください .

■ 展

示

会

恒例により，本講演会に併せ，学内において展示会を開催します．
ポスターセッションと同会場です．ぜひご来場ください．
日

時

2006 年 3 月 22 日 ( 水）〜 3 月 25 日（土）
9:00 〜 17:30（3 月 25 日（土）は正午まで）

会

場

武蔵工業大学

展示内容

世田谷キャンパス

14 号館（体育館）

・一般機器展示
･出版書籍展示

展示規模

160 社，210 小間（2006 年 2 月 17 日現在予測）

バリヤフリー対応について
会場に設定された教室のうち，１，３号館は、問題はありませんが、
5 号館（小講堂）への入室と，６，７，８号館の２階以上の教室に、車
椅子で入室するためには補助が必要です。
詳しくは，大会本部（電話 03-5758-3861 ／会期中臨時電話）まで
お問い合わせください。

営利目的の宣伝活動について

事前申請された事業者以外の展示営業活動はご遠慮ください．

撮影，録音について

講演発表の撮影，録音はできません．

の

ご

案

内

出展会社（2006 年 2 月 17 日現在，50 音順）

㈱アールデック IOP 英国物理学会出版局 ㈱アインテスラ アクセント オプティカル テクノロジーズ㈱
朝日分光㈱ アステック㈱ ㈱アド・サイエンス アプリオリ㈱ アペックス㈱ アユミ工業㈱
㈱アルネアラボラトリ アルバック・ファイ㈱ アルファ技研㈱ ㈱イオン工学研究所 岩田瓦斯㈱
㈱インターナショナル・サーボデーター ㈱インデコ インフォトレーダー㈱ ウシオ電機㈱ ㈱宇翔
㈲エイピーエフ ㈱エイエルエステクノロジー ㈱エイコー エスアイアイ ナノテクノロジー㈱
㈱エッチ・アイ・ティー NPG ネイチャー アジア・パシフィック ㈱エピクエスト ㈱エピテック
㈱エヌ・ティー・エス 大塚電子㈱ オックスフォードインスツルメンツ㈱ オーシャンフォトニクス㈱
㈱オプトクエスト ㈱オプトサイエンス ㈱オプトシリウス ㈱オプトライン 雄山商事㈱ 関西電子㈱
カンタム エレクトロニクス㈱ 北野精機㈱ ㈱紀伊屋國書店 キヤノンアネルバ㈱ キヤノンプレシジョン㈱
㈱ケーサイエンス ケースレーインスツルメンツ㈱ 計測エンジニアリングシステム㈱ コアックス㈱
㈱高純度化学研究所 ㈱神戸製鋼所 コヒレント・ジャパン㈱ ㈱サーモ理工 サーモエレクトロン㈱
㈱サイエンスラボラトリーズ サイバネットシステム㈱ ㈶材料科学技術振興財団 ㈱サムウェイ
サンユー電子㈱ シグマサイバーテック㈱ ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱ ジャパンハイテック㈱
㈱システムズエンジニアリング ㈱数理システム スペクトラ・フィジックス㈱ スペクトリス㈱ PANalytical 事業部
住友重機械工業㈱ ㈱生体分子計測研究所 セキテクノトロン㈱ ソーラボジャパン㈱ 大研化学工業㈱
中央精機㈱ ㈱ディジタルデータマネジメント テガサイエンス㈱ ㈲テク ㈱テクネックス工房
㈱テックサイエンス 電気化学工業㈱ ㈱東京インスツルメンツ ㈱東陽テクニカ ㈱トプコンテクノハウス
巴工業㈱ ナガセ電子機器サービス㈱ ナノサイエンス㈱ ㈱ナノファクター 日新電機㈱
日本アールソフトデザイングループ㈱ ㈱日本イーエムシー 日本板硝子テクノリサーチ㈱
日本オートマティック・コントロール㈱ 日本ガイシ㈱ 日本高周波㈱ 日本電子㈱ 日本ビーコ㈱
㈱日本ビーテック 日本ブッシュ㈱ 日本分光㈱ ㈱日本レーザー ㈱日本ローパー ニューウェーブリサーチ㈱
ネオアーク㈱ ㈱ネオトロン ㈱ノア・システムズ バイオテック㈱ ハイソル㈱ ㈱ハイテックシステムズ
伯東㈱ ㈱パスカル 浜松ホトニクス㈱ ハクスイテック㈱ パルステック工業㈱ ㈱光コム研究所 日立電線㈱
㈱日立ハイテクノロジーズ ㈱ビームトロン ピアソン・エデュケーション ㈱ヒューリンクス ファイブラボ㈱
㈱フォトンデザイン プネウム㈱ ブルカー・エイエックスエス㈱ 分光計器㈱ ㈱ベテル ヘルツ㈱
㈱堀場製作所 マクセレック㈱ 丸文㈱ ムサシノ電子㈱ ㈱明電舎 盟和商事㈱ ㈱八幡電機製作所
山下電装㈱ ヤマト科学㈱ ㈲ユナイテッドインストルメンツ ユニオン光学㈱ ユカインダストリーズ㈱
㈱ユニバーサル システムズ ㈱米倉製作所 ㈱ライトストーン ㈱リガク 理研計器㈱
㈱リッチモア・インターナショナル 隆祥産業㈱ ㈱菱化システム レイチャーシステムズ㈱ レニショー㈱

■ 講演番号について

（例）

22

22

10

23

Y, ZA, ZB, ZC,

ZR

（ 21 ）

