●ネットワーク環境について
応用物理学会の開催中は，以下の方法にてインターネット接続環境
を提供します．
常設 PC 
・D 棟 2 階 D207 教室で PC（WindowsXP）を準備いたしました．
・準備する PC では，ウェブブラウジングのみ利用できます．
・持ち込み PC をネットワークコンセントに接続することはできま
せん．
・利用時間は，無線 LAN とも 9：00 〜 17：00（但し，最終日は
15：00 まで）とします．
無線 LAN 環境
・G 棟カフェテリア 1 階及び 2 階部分でサービスを提供します．
・無線 LAN 設備は 802.11b 規格に対応しています．
・接続を希望される方は，総合受付（Ｆ棟１Ｆラウンジ）にて，申
し込みをお願いします．
・申し込み時に無線 LAN 接続の設定方法（簡易マニュアル）をお
渡しいたします．
その他・注意事項
・セキュリティ対策は各自で実施をお願いいたします．ウィルス感
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．
・利用統計を目的としたログの採取を計画しておりますので，予め
ご了承ください．
・電波状態やネットワーク利用状況および管理者の判断により，ご
利用できない場合もございます．

■ 展

示

会

恒例により，本講演会開催に併せ，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

会

場

2007 年 3 月 27 日 ( 火）〜 30 日（金）
9:00 〜 17:30（最終日の 30 日（金）は正午まで）
青山学院大学

相模原キャンパス

展示内容

・一般機器展示
・超伝導・低温関連特別展示
･出版書籍展示

展示規模

150 社，210 小間（予定）

Ａ棟（アリーナ）

出展会社（2007 年 2 月 8 日現在，50 音順）

㈱アール・エス・ティー ㈱アールデック IOP 英国物理学会出版局 ㈱アインテスラ
㈱アサイラム テクノロジー アジレント・テクノロジー㈱ アステック㈱
アドキャップバキュームテクノロジー㈱ ㈱アド・サイエンス アペックス㈱
アルバック機工㈱ アルバック理工㈱ アルファ技研㈱ ㈱イメージセンス 岩谷瓦斯㈱
㈱宇翔 ㈱ UNICO ㈱エイエルエステクノロジー ㈱エイコー AOV ㈱
エスアイアイ・ナノテクノロジー㈱ ㈱ X 線技術研究所 ㈱エピクエスト ㈱エピテック
㈱大阪アサヒメタル工場 オーシャンフォトニクス㈱

●バリアフリー対応について
全講演会場が，バリアフリーに対応しています．
身障者用トイレは格棟の各階にあります．
●公共交通機関利用のお願い
会場周辺には，駐車ができる施設・設備はありません．
電車およびバス等の公共交通機関をご利用下さい．
●参加者用クローク（手荷物一時預かり）サービス（試行）

について

今春季講演会では，参加者へのサービスの一環としてクローク
サービス（有料）を以下にて試行しますのでご利用ください．
受 付 場 所：F 棟 2 階 -F202 教室
預 か り 料：荷物 1 個に付 300 円（予定）
預 か れ る 時 間：3/27  29 は 8：00 〜 19：00（当日限り）
3/30 は 8：00 〜 15：30（当日限り）
そ
の
他：スペースに限りがあり，お預かりできない場合
もございます．貴重品は不可．
●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

オックスフォード・インストゥルメンツ㈱ オプトシリウス㈱ ㈱オプトライン 雄山商事㈱
カトウ光研㈱ 浜松ホトニクス㈱ カンタムエレクトロニクス㈱
㈱キーストンインターナショナル 北野精機㈱ ㈱紀伊國屋書店 キヤノン アネルバ㈱
キヤノン アネルバ テクニクス㈱ 極東貿易㈱ グローバルネット㈱
計測エンジニアリングシステム㈱ ㈱ケーサイエンス ㈱高純度化学研究所
コヒレント・ジャパン㈱ ㈱コメッツ ( 有 ) 近藤生産性技術所 ㈱サーモ理工
㈱サイエンスラボラトリーズ サイバネットシステム㈱ (財) 材料科学技術振興財団
㈱サムウエイ (独) 産業技術総合研究所 サンユー電子㈱
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱ シグマサイバーテック㈱ シグマテック㈱
㈱システムズエンジニアリング ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジ㈱ (有) 真空実験室
スペクトラ・フィジックス㈱ スペクトリス㈱ PANalytical(事) ㈱生体分子計測研究所
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㈱ (有) テク
㈱テクネックス工房 電気化学工業㈱ ㈱東京インスツルメンツ 東京化成工業㈱
㈱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 ㈱ナノメトリクス・ジャパン 仁木工芸㈱ 日本アールソフトデザイング
ループ㈱ 日本エー・ディー・イー㈱ 日本カンタムデザイン㈱ 日本高周波㈱ 日本電子㈱
日本電子機器輸入協会 日本ナショナルインスツルメンツ㈱ 日本ビーコ㈱ 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㈱ ハイソル㈱
㈱パスカル ピーアイ・ジャパン㈱ ㈱ビームトロン 光貿易㈱ ㈱ヒューリンクス
ファイブラボ㈱ ㈱フォトン デザイン フジ・インバック㈱ ㈱フューエンス
ブルカー・エイエックスエス㈱ 古河機械金属㈱ 分光計器㈱ ヘルツ㈱ ㈱堀場製作所
ホロニクス・インターナショナル㈱ 丸文㈱ ㈱美和製作所 ムサシノ電子㈱
㈱名城ナノカーボン ㈱明電舎 メイワフォーシス㈱ ㈱メステック
モメンティブ・クオーツ＆セラミックス㈱ ヤーマン㈱ ㈱八幡電機製作所 山下電装㈱
ユニオン光学㈱ ㈱ユニソク ㈱ユニバーサルシステムズ ㈱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㈱ レニショー㈱ ロックゲート㈱

■ 講演番号について

（例）

29

29

10

．24

Y, ZA, ZB, ZC,

ZX,SA,SB,……SV

（ 22 ）
会場名がP1, P2, P3 ・
・
・
・ P15とあるのは

