●ネットワークサービスについて

展示会受付 ( 総合体育館 ) にてネットワーク利用申請，ならびに

設定をしていただくことで，講演会場 ( 松前記念館：TA 会場を除く )・
食堂で無線 LAN が使用できます．なお，POP は利用できませんので，
Web メールをご利用下さい．また，無線 LAN 対応のコンピュータ ( ウ
イルス対策を講じてある物 ) は利用者がご用意下さい．

●バリアフリー対応について

講演会場の建物は基本的にバリアフリーですが，一部，対応

していない会場があります．詳細に関しては，事前に事務局
(03-3238-1044) へお問い合わせください．
（会期中のお問い合わせ：0463-50-2532）
●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．

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 ( 理化学・
計測機材展 ) を開催します．研究・開発に役立つ様々な製品が展示
されます。また世界最大規模のソーラーカーレースで優勝した，新
型ソーラーカーも展示いたします。ぜひご来場ください．
日

時

会

場

2010 年 3 月 17 日（水）〜 20 日（土）
10:00 〜 17:30（最終日 20 日は 10:00 〜 13:00）

展示内容

東海大学 総合体育館
・特別展示（環境・エネルギー）
・一般機器展示
・出版書籍展示

展示規模

170 社

210 小間（予定）

出展企業（2010 年 1 月 31 日現在）
㈱アールデック IOP 英国物理学会出版局 アイシン精機㈱ ㈱アクロラド
㈱アサイラムテクノロジー 朝日分光㈱ アステック㈱ ㈱あすみ技研
アドコム・メディア㈱ ㈱アド・サイエンス アペックス㈱ ㈱アポロウェーブ
アリオス㈱ ㈱アルゴ ㈱アルバック アルバック・クライオ㈱ アルバック理工㈱
アルファ技研㈱ ㈱イオンテクノセンター 岩谷産業㈱ / 岩谷瓦斯㈱ ㈲エーピーエフ
AOV ㈱ ㈱エイエルエステクノロジー ㈱エイコー / ㈱エイコーエンジニアリング
HPC システムズ㈱ ㈱ SDI エスティー・ラボ㈱ ㈱エピクエスト ㈱エピテック
エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ ㈱エリオニクス エルミネット㈱
オーシャンフォトニクス㈱ 応用物理学会 (財)大田区産業振興協会 大塚電子㈱
オックスフォード・インストゥルメンツ㈱ 小津産業㈱ ㈱オハラ
㈱オフィールジャパン ㈱オプトサイエンス オプトシリウス㈱ ㈱オプトライン
㈱オプトリサーチ オミクロン ナノテクノロジー ジャパン㈱ 雄山㈱ 北野精機㈱
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
㈱キッツエスシーティー ㈱紀伊國屋書店 旭光通商㈱
CreaTec Fischer&Co.GmbH ㈱クリスタルシステム ㈱クレステック
㈱ケーサイエンス ケイエルブイ㈱ 計測エンジニアリングシステム㈱ ケニックス㈱
㈱ケンテック ㈱高純度化学研究所 コーンズ ドッドウェル㈱ ㈱光学技研
光伸光学工業㈱ コニカミノルタセンシング㈱ コヒレント・ジャパン㈱
㈱コベルコ科研 ㈱コメット ㈱サーモ理工 ㈱サイエンスラボラトリーズ
(財)材料科学技術振興財団 坂口電熱㈱ ㈱サムウエイ (独)産業技術総合研究所
サンユー電子㈱ 三洋貿易㈱ 三和研磨工業㈱ ジェンテック㈱
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱ シグマ アルドリッチ 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
㈱システムハウス・サンライズ ㈱システムブレイン ㈱信光社 シンテック㈱
新日鉄マテリアルズ㈱ ㈱菅原研究所 ㈱ステラ・コーポレーション ㈱スプリード
住友大阪セメント㈱ ㈱相馬光学 スペクトラ・フィジックス㈱ ㈱大興製作所
タカノ㈱ 中央精機㈱ TNS システムズ (同)TPT ジャパン㈱
㈱ディジタルデータマネジメント テガサイエンス㈱ ナガセテクノエンジニアリング㈱
㈲テク ㈱テクネックス工房 ㈱テクノポート ㈱東京インスツルメンツ
東京工業大学 東京電波㈱ ㈱豊島製作所 ㈱東陽テクニカ 名古屋大学
名古屋工業大学 ㈱ナノファクター ナノメトリクス・ジャパン㈱ ㈱ニコン
日本アールソフトデザインクループ㈱ 日本高周波㈱ 日本真空光学㈱
日本スリービー・サイエンティフィック㈱ 日本セミラボ㈱ 日本測器㈱
日本電産トーソク㈱ 日本電子㈱ 日本ビーコ㈱ ㈱日本レーザー 日本ローパー㈱
ネオアーク㈱ ㈱ノア・システムズ パーク・システムズ・ジャパン㈱ ハイソル㈱
㈱ハイテック・システムズ 伯東㈱ ㈱パスカル ㈱ハナムラオプティクス
パナリティカル 浜松ホトニクス㈱ ビー・エー・エス㈱ ㈱ピーエムティー
㈱ビームトロン ファイブラボ㈱ ㈱ VIC インターナショナル VG シエンタ㈱
㈱フォトンデザイン フジテック・インターナショナル㈱ / ヴァリオス㈱ プネウム㈱
フラップ・テクノロジー㈱ ブルカー・エイエックスエス㈱ プレサイスゲージ㈱

●撮影，録音について
講演発表の撮影，録音はできません．
●マスコミ取材について
撮影，録音を伴う取材は事前に許可が必要です．学会事務局また
は現地大会本部にご連絡下さい．それ以外の取材は，当日総合受付
へお越し下さい．

●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下さい．

■

●参加者用クローク（手荷物一時預かり）サービスについて
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
下にて実施しますのでご利用下さい．
場
所：16 号館 2 階 16-201
預かり料：荷物 1 個に付 300 円／日
時
間：3/17 は 8:00~20:00
3/18~19 は 8:00~19:30
3/20 は 8:00~16:00
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．

の

ご

案

内

㈱プロリンクス 分光計器㈱ ベクターセミコン㈱ ヘリックステクノロジー㈱
㈱北海光電子 ㈱堀場製作所 ㈱マイクロジェット ミワオプト㈱ ムサシノ電子㈱
㈱睦コーポレーション ヤーマン㈱ ㈱ヤマト ㈱ユニソク
㈱ユニバーサルシステムズ ㈱ライトストーン ラドデバイス㈱
㈱ラムダプレシジョン ㈱リガク 理研計器㈱ 理工貿易㈱ リソテックジャパン㈱
㈱ルシール ロックゲート㈱

☆ 総合体育館特設会場にて，応用物理学会スクールを開催いたします .
3 月 17 日（水）9:20 〜 17:10【エネルギー環境研究会】
コンピュテーショナル・マテリアルズ・デザイン（CMD®）入門
3 月 18 日（木）9:25 〜 17:00【集積化 MEMS 技術研究会】
集積化 MEMS 技術 - 基礎から応用
詳細は，http://www.jsap.or.jp/activities/education/school/index.html
☆ 展示会受付に講演会参加票をご持参下さい .
ドリンクチケット（無料）を差し上げます .
飲み物をサービス !!（ドリンクコーナー）
☆ 無料プリンターサービスコーナーを設置しました .
体育館内にて，無料で予稿集 DVD のプリントアウトができます .
☆ 体育館内では，無線 LAN が使用できます .
☆ 来場された方に，「BUYERS GUIDE」をプレゼント !
（先着 4,000 名様）
展示会場に出展している企業の製品が検索できます．
☆ 企業ワークショップ ( ランチ付 : 無料 ) を開催いたします．
3 月 19 日（金）12:15 〜 12:45 コムスクエア 1F 学生ホール
COMSOL Multiphysics による PDE ベースの物理モデリングについて計測
エンジニアリングシステム㈱ 詳細は，http://www.nikkanad.co.jp
☆「博士のキャリア相談会」を開催いたします．
・コムスクエア 1F コムラウンジ・学生ホール
3 月 17 日（水）14:00 〜 18:00
・参加企業（予定）NEC NTT オリンパス キヤノン 産業技術総合研究所
シャープ ソニー 東芝 名古屋大学 日本アイ・ビー・エム 日立製作所
富士通 物質・材料研究機構 三菱電機 応用物理学会人材育成 男女共同
参画委員会

（ 23 ）

