
2016 年（第 34 回）電気設備学会全国大会

日　　　　時：2016 年 9 月 6 日（火）　9：00～20：30，9 月 7 日（水）　9：00～16：30
場　　　　所：岡山大学　津島キャンパス　〒 700-8530 岡山市北区津島中 2-1-1
一 般 講 演：2016 年 9 月 6 日（火）　9：00～12：00，9 月 7 日（水）　9：00～16：30
ポスターセッション：2016 年 9 月 6 日（火）　10：20～12：30，9 月 7 日（水）　10：20～13：00
開　会　式：2016 年 9 月 6 日（火）　13：00～13：20
特 別 講 演：2016 年 9 月 6 日（火）　13：20～14：50
　　　　　　　　　　　　　　 講師：阪田憲次氏（岡山大学名誉教授）
　　　　　　　　　　　　　　 演題：｢東日本大震災から 5年 －わが国の社会基盤整備を考える」
シンポジウム：2016 年 9 月 6 日（火）　15：00～17：00
　　　　　　　　　　　　　　 主テーマ：「創エネ・再エネ・省エネ　次世代への挑戦」
聴講及び懇親会参加費（税込）：

聴講参加費
（講演論文集CD-ROMを含む） 懇親会参加費

（事前・当日共）

講演論文集（冊子）

事前申込み
（7/1～8/22） 当日申込み 事前購入

（7/1～8/22） 当日購入

一般講演者
ポスターセッション講演者
（講演者のみ）

不要 不要 7 000 円
（准会員は 3 000 円） 4 000 円 4 500 円

聴講者
連名者
を含む

正会員
賛助会員会社
の社員を含む

5 000 円 6 000 円 7 000 円 4 000 円 4 500 円

准会員 1 000 円 1 000 円 3 000 円 4 000 円 4 500 円

会員外 10 000 円 11 000 円 7 000 円
（学生は 3 000 円） 4 000 円 4 500 円

（ ）
（ ）

申 込 方 法： 参加費を下記指定銀行へお振込み後，電気設備学会ホームページ全国大会開催案内ページから
画面の指示に従い，必要事項を入力してお申込みください。

　　　　　　　振込先：みずほ銀行　本郷支店　普通預金　2309035　シャ）デンキセツビガッカイ
　　　　　　　※ 1　インターネット環境がご利用になれない方は，事務局へお問合せください。
　　　　　　　※ 2　 8 月 22 日（月）までに参加費の振込確認がとれなかった場合は，事前申込みをキャンセ

ルし，当日申込みとさせていただきます。
　　　　　　　※ 3　送金後の取消し等に伴う返金は，一切いたしませんのでご注意ください。
事前申込及び振込期限：7月 1日（金）～8月 22 日（月）　※厳守でお願いいたします。
講演論文集（冊子）： 講演論文集（冊子）は，別途販売となります。数に限りがございますので，事前申込みをお

勧めします（事前申込み＠ 4 000 円，当日申込み＠ 4 500 円）。参加申込みと同時にお申込
みの上，代金をお振込みください。ただし，冊子は，大会当日受付にて講演論文集引換券
と交換でお渡しいたします。

　　　　　　　　　※ 当日，会場での講演論文等のコピーサービスはいたしませんので，必要部分は事前にコ
ピー等をご準備の上，ご持参ください。

建築設備士CPD（協議会CPD）：申請中
懇　親　会： 講演者，参加者，会員の情報交換や親睦を図るため，下記により懇親会を開催いたしますので，

ぜひご参加ください。大会会場から懇親会場まで無料バスを運行いたします。
　　　　　　　日時：9月 6日（火）　18：30～20：30
　　　　　　　会場：ホテルメルパルク岡山　1階　泰平
　　　　　　　　　　〒 700-0984 岡山市北区桑田町 1-13　TEL：086-223-8101
参加章等の送付： 申込み及び振込確認後，8月中旬より参加章，講演プログラム集及び講演論文集（CD-ROM）

を送付いたします。講演論文集（冊子）をお申込みの方へは論文集引換券を，懇親会ご参加の
方へは懇親会参加章を同封いたします。

問 合 せ 先：一般社団法人 電気設備学会全国大会係
　　　　　　　〒 103-0012 中央区日本橋堀留町 1-9-6　TEL：03-6206-2720，FAX：03-6206-2730

※Information of Annual Conference 2015 IEIEJ, please visit the following web site.

電気設備学会ホームページ：http：//www. ieiej . or . jp
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