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付設展示会出展のお誘い 
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                        幹事長    伊東一良 
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日本光学会では、今年から今までの年次学術講演会「Optics Japan」を「Optics & Photonics Japan」と
名称を変更し、装いも新たに開催いたします。今年の Optics & Photonics Japan 2006は、「“光のシナジ
ーを求めて”－隣接学会・隣接国との協調と競争－」をキャッチフレーズに日本分光学会と共同開催し、互い

の研究成果を一同に会して相互の知的好奇心を刺激し合い、新しい研究課題や研究対象を発見する場を提

供します。また、従来の欧米との国際交流に加え、中国、韓国などと共に国際シンポジウムを開催し、新しい世

界的な科学技術の潮流を探ります。その際、付設の展示会を計画いたしました。この展示会は、講演会参加者

と出展社の相互から、「最新機器と技術の情報交換の場」として大いに期待されております。本年も下記要領

で出展社を募集することになりましたので、多数お申し込みくださいますようお誘い申し上げます。なお出展社

の特典として、講演予稿集に企業広告をモノクロ１頁、無料にて掲載させていただきます。 

 

【出展要領】 
  ①展示会期    2006 年 11 月 8 日(水)～10 日(金) 9 時～18 時（10 日は 13 時半まで）予定 

           ※搬入 11 月 7 日(火)、搬出 11 月 10 日(金)（時間帯は後日お知らせします。） 

  ②展示会場    学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2） 

  ③小間寸法    1800(W)×900(D)×2100(H)mm (予定）（テーブルの高さは 740mm です。） 

  ④出展料金    1 小間 157,500 円   書籍は 1小間 52,500 円（共に税込） 

           ※特典：講演予稿集にモノクロ 1 頁広告を掲載いたします。            

  ⑤展示方法    テーブルトップディスプレイ(テーブルの上に製品を並べる方式) 

※ 展示台 1800(W)×900(D)×740(H)mm  

（書籍は 1500(W)×600(D)×700(H)mm） 

バックパネル、テーブルクロス、社名板は無料で共通のものを用意します。 

             展示台が不要の場合は出品申込書にご明記ください。 

なお、間仕切りは行いません。 

  ⑥電力供給    AC100V を準備します。（200V はご相談ください。） 

  ⑦電気料金    展示会終了後、配線代、コンセント代、電力料などを別途ご請求申し上げます。 

（必要な電気容量を出品申込書にご記入ください。） 

  ⑧申込締切    2006 年 8 月 31 日(木) 

  ⑨申込方法    添付の出品申込書に必要事項をご記入の上、FAX またはご郵送ください。 

※ 展示小間数に限りがあるため、予定小間数に達した場合、お断りすることが 

ございます。お早めにお申込みくださいますよう、お願いいたします。 

  ⑩銀行振込先   お申し込みをいただいた時点で請求書をお送りいたしますので 

           出展料を 9月 29 日(金)までに下記銀行にお振り込みください。 

  りそな銀行     新都心営業部 当座 №108873  

            みずほ銀行      新宿西口支店 普通 №1428568 

            三井住友銀行     新宿通支店  普通 №7504618 
            三菱東京 UFJ銀行  新宿中央支店 普通 №4825164 
            三菱東京 UFJ銀行  大久保支店  普通 №5194626 
           ●口座名義   株式会社 精機通信社 

  ⑪広告原稿    A4 版オフセット用ポジフィルム（版面は 260ｍｍ×180ｍｍ） 

※ 原稿締切は 10 月 6 日(金)必着でお願いします。 

※ 版下、フィルムの制作は、別途実費を申し受けます。 

  ⑫問合せ先    株式会社 精機通信社  〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27 

           TEL 03-3367-0571  FAX 03-3368-1519  Email  taka@ss-com.co.jp 

  （注）：申込者の都合により出展を取りやめた場合、小間料の返却はいたしません。 



Optics & Photonics Japan 2006 付設展示会

出品申込書

申し込み小間数
約1800（W)×900（D)×2100（H)ｍｍ

1800（W)×900（D)×740（H)ｍｍ

椅子

主な出品製品　（Opitcs & Photonics Japan 2006 ホームページに掲載します。）

出展料お振込み予定日　     月　　　日  

上記要項で申し込みます。　　　       　　　　 平成 18 年　　　月　　　日　

会社名

住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL　　　　　　　　　　　　　                       FAX

担当部課名

担当者名　　　　　　　　　　                     フリガナ　　　　　　　　　　　                   印

【お申し込み先】 株式会社　精機通信社

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-21-27

TEL　03-3367-0571　 FAX　03-3368-1519

 小間

　要　・　不要

Ｅｍａｉｌ         ＵＲＬ

( 後日、正確な数量を確認させていただきます。）

（どちらかに○印）
テーブル（無料）

脚

 （書籍は1500 (W)×600（D）×700（H）mm 

（1小間につき1脚無料）

出展社用名札（無料）

招待状（無料）

必要電源容量

個

枚

W

出展社用名札（無料）出展社用名札（無料）出展社用名札（無料）
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Optics & Photonics Japan 2006 講演予稿集 
掲載広告原稿の募集について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のことと存じます。 

 日本光学会では、今年から年次学術講演会「Optics Japan」を「Optics & Photonics Japan」と名称を
変更し、装いも新たに開催致します。今年のOptics & Photonics Japan2006は、「“光のシナジーを求めて”
－隣接学会・隣接国との協調と競争－」をキャッチフレーズに 11 月 8 日(水)～11 月 10 日(金)の 3 日間、学術

総合センター（東京都千代田区）にて日本分光学会と共同開催いたします。その際、A4 版の講演予稿集を発

行しておりますが、今年も本講演予稿集に、下記の要領で広告を募集することになりましたので、何卒、多数お

申し込みくださいますよう、ご協力の程お願い申し上げます。 

敬具 

  ①広告申込    下記申込先までお申し込みください。 

  ②原稿      A4 版オフセット用ポジフィルム 

  ③原稿締切日   10 月 6 日(金)必着 

  ④講演予稿集   1 部進呈  

  ⑤発行部数    1000 部 

  ⑥発行日     2006 年 11 月 8日（水） 

  ⑦広告料金（税込） 

 ４色 ２色 １色 

表４ 94,500 73,500 ― 

表３ 73,500 52,500 ― 

表２ 84,000 63,000 ― 

後付 ― ― 31,500 

 

    〔注〕  

※ 版面は 260mm×180mm でお願いいたします。 

※ 版下、フィルムの制作は別途実費を申し受けます。 

 

 

申込み・原稿送付先：株式会社精機通信社 
〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27 TEL 03-3367-0571 

下記申込書をファックス（FAX 番号 03-3368-1519）にてお送りください。 

 

 

Optics & Photonics Japan 2006 講演予稿集広告掲載申込書 
 

標記広告を   色   頁 掲載します。    2006 年  月  日 

      

貴社名               TEL        FAX 

所在地 〒 

ご担当者名             所属部署 

Email                URL 
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Optics & Photonics Japan 2006 付設展示会 
カタログ展示の募集について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のことと存じます。 

 日本光学会では、今年から年次学術講演会「Optics Japan」を「Optics & Photonics Japan」と名称を
変更し、装いも新たに開催致します。今年のOptics & Photonics Japan2006は、「“光のシナジーを求めて”
－隣接学会・隣接国との協調と競争－」をキャッチフレーズに日本分光学会と共同開催し、互いの研究成果を

一同に会して相互の知的好奇心を刺激し合い、新しい研究課題や研究対象を発見する場を提供します。また、

従来の欧米との国際交流に加え、中国、韓国などと共に国際シンポジウムを開催し、新しい世界的な科学技術

の潮流を探ります。その際、付設の展示会を開催しておりますが、昨年同様カタログ展示コーナーも設けること

にいたしました。ご来場者が、気軽にカタログをお持ちになることができ、貴社製品の PR の場として絶好の機

会だと考えます。会場では 1階、2階の 2 フロアに同じカタログを展示し、より高い効果があがるよう露出度を高

めます。つきましては、下記の要領でカタログ展示を募集いたしますので、何卒、多数お申し込みくださいます

よう、ご協力の程お願い申し上げます。 

敬具 

  ①場所      学術総合センター 

  ②期間      2006 年 11 月 8日（水）～10 日（金）   

  ③締切日     9 月 30 日(金) 

  ④料金      1 枠 31,500 円(税込) 

           ※ただし、予稿集広告を出稿の場合は、1枠 10,500 円（税込） 

  ⑤方法      カタログをカタログスタンドに並べ、自由にお取りいただく方法 

  ⑥数量      1 枠につき上限 50 部を 11 月 7 日（搬入日）限定でお送りください。 

  ⑦残部の取扱い  原則として現地にて廃棄、ご希望の場合は、着払いにてご返送いたします。 

  ⑧ご送付先    〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 

           学術総合センター 

           Optics & Photonics Japan 2006 カタログ展示コーナー係 
 

 

申し込み先：株式会社精機通信社 
〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27 TEL 03-3367-0571 

下記申込書をファックス（FAX 番号 03-3368-1519）にてお送り下さい。 

 

Optics & Photonics Japan 2006 カタログ展示申込書 
                                                                    2006 年  月  日 

カタログ展示コーナーへ    枠申し込みます。     

     送付予定部数    部   カタログの内容             

     カタログサイズ   A4 / その他（縦  mm 横   mm） 

     残部の取扱い    現地にて廃棄 / 着払いにて返送  （いずれかに○印） 
      

貴社名               TEL        FAX 

所在地 〒 

ご担当者名             所属部署 

Email                URL 
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Optics & Photonics Japan 2006企業セミナー 
講演企業募集のご案内 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のことと存じます。 

 日本光学会では、今年から年次学術講演会「Optics Japan」を「Optics & Photonics Japan」と名称を
変更し、装いも新たに開催致します。今年のOptics & Photonics Japan2006は、「“光のシナジーを求めて”
－隣接学会・隣接国との協調と競争－」をキャッチフレーズに 11 月 8 日(水)～11 月 10 日(金)の 3 日間、学術

総合センター（東京都千代田区）にて日本分光学会と共同開催いたします。今年も例年通り付設の展示会を

開催いたしますが、新たな試みとして、「企業セミナー」を企画いたしました。より積極的な製品アピールの場を

ご提供するとともに、ランチタイムに会場内で昼食を取りながらラフに聴講できるスタイルのセミナーとしてすべ

ての講演会参加者にご案内いたします。出展をご予定の企業様には、製品展示とあわせた相乗効果が期待

できます。つきましては、下記の要領で企業セミナーを募集いたしますので、何卒多数お申し込みくださいます

ようお願い申し上げます。 

敬具 

 
  ①日 時     2006 年 11 月 8日（水）・9日（木） 12：15～12：45（1 件 30 分） 

  ②場 所     学術総合センター内会議室 

  ③講演費用    1 件 30 分 52,500 円（税込） 

  ④募集枠     10 枠（5会場×2日）  

  ④申込締切    2006 年 9 月 30 日（金） 

            ※ただし、予定数に達した時点で締切とさせていただきます。 

  ⑤聴講費    無 料 

  ⑥受 付     講演各社にてお願いします。 

           

  （注） ※聴講者への配布資料、ならびに PCは各社にてご用意ください。 

       プロジェクターは、会場にてご用意いたします。 

※ セミナーの日程は、先着順とさせていただきます。 

※ 会場は事務局にご一任ください。       

 

申込み・お問い合わせ先：株式会社精機通信社 
〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27 TEL 03-3367-0571 

下記申込書をファックス（FAX 番号 03-3368-1519）にてお送りください。 

 

 
Optics & Photonics Japan 2006 企業セミナー申込書 

    2006 年  月  日 

題目 

講演者                 講演希望日  11 月 8 日・9日（いづれかに○印） 

貴社名                 TEL           FAX 

所在地 〒     

ご担当者                所属部署 

Email                  URL 

 




