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可視化情報全国講演会(2013 会津)への参加のご案内

拝啓
貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
さて、可視化情報学会では、このたび全国講演会を、今年９月２７日(金)、
２８日(土)の両日にわたって会津大学にて開催することとなりました。
本講演会は、昨今益々注目されている「可視化」というテーマ、及びその関連
技術についての研究報告、技術紹介、情報交換をする、年に一度のイベントです。
毎年、大学関係者や企業の研究者を中心に、様々な分野の方々に参加していただ
いております。開催にあたり、企業様のための機器・資料展示ブースをご用意さ
せて頂く予定です。積極的なご応募をお願いいたします。
なお、新商品紹介など、技術セッションでのプレゼンテーション、講演論文集
への広告掲載なども承っておりますので、併せて、お申し込み頂きますよう、
お願い申し上げます。
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「可視化情報全国講演会（2013 会津）
」のお知らせ
開催時期：平成 25 年 9 月 27 日（金）～28 日（土）
会

場：会津大学（ 福島県会津若松市一箕町鶴賀, http://www.u-aizu.ac.jp/access.html）
会津若松市までの交通アクセス：
① JR 東京駅～JR 会津若松駅（JR 郡山駅にて磐越西線に乗継） 約 2 時間 30 分
② JR 仙台駅～JR 会津若松駅（JR 郡山駅にて磐越西線に乗継） 約 1 時間 40 分
③ 福島空港～会津若松駅 （福島空港～郡山駅／リムジンバス 所要時間約 40 分、
郡山駅～会津若松駅／JR 磐越西線または高速バス 所要時間約 1 時間）
会津大学へのアクセス：
JR 会津若松駅より徒歩で約 30 分（2.0km）
JR 会津若松駅よりバスで約 10 分/会津大学下車

協賛学協会（依頼中）
応用物理学会，海洋音響学会，海洋調査技術学会，化学工学会，計測自動制御学会，資源・素材学会，
自動車技術会，情報処理学会，ターボ機械協会，土木学会，日本医用画像工学会，日本エアロゾル学会，
日本音響学会,日本ガスタービン学会，日本海洋学会，日本機械学会，日本気象学会，日本計算工学会,
日本建築学会，日本航空宇宙学会，日本混相流学会，日本雪氷学会，日本船舶海洋工学会，日本知能情
報ファジィ学会，日本天文学会，日本伝熱学会，日本燃焼学会，日本非破壊検査協会，日本リモートセ
ンシング学会，日本流体力学会，日本レオロジー学会，日本惑星科学会，物理探査学会，レーザー学会，
日本シミュレーション学会
講演申込期限： 平成 25 年 6 月 07 日（金）
受理通知送付： 平成 25 年 6 月 21 日（金）
原稿提出期限： 平成 25 年 7 月 29 日（月）
論文応募資格：本学会会員（協賛学協会会員を含む）. 連名の場合は著者に会員を含むこと.（但し,オ
ーガナイズドセッションはこの限りでない）
講演内容
(1)一般講演（可視化技術の開発・研究，可視化手法の応用例，可視化情報処理，その他可視化情報に
関するもの）
(2)オーガナイズドセッション（ PIV・LIF・PSP、データマイニング、サイエンティフィックアート・
スポーツ、自然・防災・復興、混相流と高速液体噴流、ウェーブレット変換＆ゆらぎ現象、非ニュート
ン性や機能性を示す複雑流体のマルチスケール可視化）

問合せ先：
寺坂 晴夫（実行委員長）
会津大学 先端情報科学研究センター(CAIST) 環境情報科学クラスター
〒965-8580 会津若松市一箕町鶴賀
TEL：0242-37-2559 FAX : 0242-37-2531
E-mail: kashika@u-aizu.ac.jp
三瓶 岳昭（実行委員幹事）
会津大学 CAIST 環境情報科学クラスター
〒965-8580 会津若松市一箕町鶴賀
TEL：0242-37-2694
E-mail: kashika@u-aizu.ac.jp

西舘 陽平（実行委員幹事）
会津大学 コンピュータ理工学部 情報システム学部門
〒965-8580 会津若松市一箕町鶴賀
TEL：0242-37-2641
E-mail: kashika@u-aizu.ac.jp
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企業参加の概要
●

●

●

ご出展項目一覧
a) 機器展示 ・・・・・・・・・・５万円
b) カタログ展示 ・・・・・・・・２万円
c) 技術情報セッション ・・・・・５万円
d) 技術情報ブリーフ ・・・・・・２万円
e) スライドショーＣＭ ・・・・・３万円
f) 論文誌への広告掲載 ・・・・・４万円から

ご出展のお申し込み方法:
別添の「参加回答書」に必要事項を記入の上、下記講演会実行委員へ、
電子メール(またはファックス)にてご返信ください。

講演会に関するお問い合わせ:
可視化情報全国講演会(2013 会津) 実行委員会
住所: 〒965-8580 会津若松市一箕町鶴賀 会津大学内
E-mail: kashika@u-aizu.ac.jp
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企業参加の詳細
a) 機器展示
料金:５万円
●展示は ９/２７(金)と ９/２８(土)午前 の２日間です。
●特設ブースにて展示。
●展示スペースはご相談に応じます。
●電源はＡＣ１００Ｖをご使用いただけます。
(展示スペースに限りがございますので、ご出展企業多数の場合は先着順
にて締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください)
●機器展示をお申し込みいただいた場合、以下の３つの特典がございますので、
是非ご利用くださいませ。
◇特典 1:カタログ展示が無料でご利用いただけます。
◇特典 2:技術情報ブリーフが無料でご利用いただけます。
◇特典 3:講演会論文集 1 部を差し上げます。
●

b) カタログ展示
料金 :２万円
●講演会場前のロビーにて展示。
●カタログをテーブル等に置き、見学者に無料配布致します。
●

c) 技術情報セッション
料金 :５万円
●本講演会論文集への貴社製品・技術に関するアブストラクト論文掲載と、
講演会場でのプレゼンテーション(１５分)のセットです。
●プレゼンテーションでは、会場に備え付けの ＰＣをご利用いただけます。
●

d) 技術情報ブリーフ
料金:２万円
●上記技術 情報セッシヨンの簡略形式版です。
●講演会場にてプレゼンテーションのみ。(５分前後)
●プレゼンテーションでは、会場に備え付けのＰＣをご利用いただけます。
●
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e) スライドショーＣＭ
料金:３万円
●講演会の期間中、各セッション会場の空き時間に、御社の宣伝ＣＭを、
ビデオプロジェクタ上のスライドショーにて連続上映いたします。
●

f) 論文集への広告掲載
本講演会の論文集に広告を掲載いたします。
●大きさ :1 頁
●印刷
:黒色またはカラー印刷（カラー印刷の場合は事前にご相談下さい）
●原稿
:原則として貴社で電子データを御用意下さい。
●料金
(黒色印刷の場合)
:
表 4
裏表紙
７万円
表 2
表紙の裏
５万５干円
表 3
裏表紙の裏
５万円
表 3
対向
４万５干円
その他の頁
４万円
(頁のご指定は、先着順とさせていただいております)
●
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