SICE-SI2012

第 13 回

計測自動制御学会

システムインテグレーション部門講演会（SI2012）

機器展示・カタログ展示ならびに講演概要集広告掲載 募集のご案内
2012 年 5 月 24 日

１．講演会概要
講演会名：

第 13 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会（SI2012）
http://www.si-sice.org/si2012/

主催・企画： 計測自動制御学会システムインテグレーション部門
日程：

2012 年 12 月 18 日（火）～20 日（木）

場所：

福岡国際会議場（福岡県福岡市博多区石城町 2-1）

概要：

システムインテグレーション部門講演会は，高機能化・複雑化するシステムの諸問
題を解決し，更に，システム設計論を開拓・構築するため，人間・社会・人工物が
関わる様々な分野における俯瞰的システムインテグレーションをテーマとして，全
国の産官学の研究者・技術者が結集して当該分野に関連する講演発表および討論を
おこなうものです． 本講演会がカバーする領域は，ロボット，環境，防災・減災，
エネルギー，バイオ，情報・メディア，メカトロニクス，人間機械系，セキュリテ
ィ，医療福祉，システム論など多岐にわたっています．

参加者： SI2011 発表件数 約 700 件．
参加登録者は昨年約 1250 人でしたので，本年度もほぼ同程度と見込んでおります．

福岡国際会議場 外観
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２．募集内容
(１)機器展示： １小間 98,000 円（税込み）
・1 小間あたり 1 名様分の参加登録料・懇親会費を無料といたします．
・概要集および予稿集 CD-ROM を 1 部お渡しいたします．
(２)カタログ展示：

40,000 円（税込み）

・出展料に参加登録費・懇親会費は含まれません．
・概要集および予稿集 CD-ROM を 1 部お渡しいたします．
(３)講演概要集広告： 講演概要集（冊子）
①表４（全面） カラー

130,000 円 （概要集の裏表紙）

②表２（全面） カラー

100,000 円／モノクロ 70,000 円 （表紙の裏側）

③表３（全面） カラー

100,000 円／モノクロ 70,000 円 （裏表紙の裏側）

④中広告（全ページ）

モノクロ

50,000 円

（半ページ）

モノクロ

30,000 円

料金はいずれも税込みです．
・概要集および予稿集 CD-ROM を 1 部お渡しいたします．
申し込み締め切り：10 月 19 日(金)
※

展示料は，2012 年 11 月中旬に請求書を送付いたします．

３．ブース仕様（予定）
(１)機器展示： １小間の寸法 間口 1800mm×奥行 900mm（側面仕切り付き）
・テーブル（1800×600mm，白布掛け）を１つ用意します．
・企業名看板を用意します．
・電源： AC100V，ソケット形式 2P，
電力は 1 小間あたり標準 0.3kW（それ以上の電力
使用が必要な場合は別途ご相談下さい．）

(２)カタログ展示：

1 スペースの寸法 1800mm×900mm

・テーブル（1800×600mm，白布掛け）を１つ用意します．
※

会場の４階または５階を予定しています．
コマ割は事務局にご一任下さい．
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４．スケジュール（予定）
(１) ブース施工（施工業者）
12 月 17 日（月）18:00～20:00
※ ブースの施工・配線工事が終了するまで，出展者の方には作業していただけません．
ブース施工と平行して設営作業をご希望される場合はご相談下さい．
(２) 搬入・設営
12 月 18 日（火）8:00～10:30（目安）
※ 運送業者や宅配便による送付と，出展者自身による車での搬入の 2 種類があります.
宅配便による送付の場合は前日到着指定でご送付ください．
※ 企業展示会場は４階あるいは５階を予定しておりますが，エレベータは荷物運搬用
ではないためサイズが大きくありません．
※ 事務局としては，特に展示の開始時間を設けませんので，少なくとも午前中には
展示準備をお済ませ下さい．
(３) 展示
12 月 18 日（火）～20 日（木）
(４) 搬出
12 月 20 日（木）15:00～18:00
※ 上記時間内で片付け・梱包・搬出の完了をお願いいたします．
※ 運送業者を手配いたしますので，そちらのご利用も可能です．

５．問い合わせ先
展示担当 清田 高徳
〒808-0135 北九州市若松区ひびきの 1-1
北九州市立大学国際環境工学部機械システム工学科
E-mail: kiyota@kitakyu-u.ac.jp
FAX: 093-695-3394

（TEL: 093-695-2224）

６．スタンプラリー
昨年，SI2011 で好評でしたスタンプラリーを，今年も実施予定です．機器展示の企業ブー
スを訪問し，規定の数のスタンプを集めて応募した参加者に，抽選で景品をプレゼントしま
す．
（詳細はお申し込み後にご案内させていただきます．景品をご提供いただける企業の方は，
ご協力をお願いいたします．）
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2012 IEEE/SICE International Symposium on System Integration（SII2012)
機器展示・カタログ展示

募集のご案内
2012 年 5 月 24 日

１．講演会概要
講演会名： 2012 IEEE/SICE International Symposium on System Integration（SII2012）
http://www.si-sice.org/SII2012/
主催・企画： IEEE: 米国電気電子学会
SICE: 計測自動制御学会システムインテグレーション部門
日程：

2012 年 12 月 16 日（日）～18 日（火）

場所：

九州大学医学部百年講堂（福岡県福岡市東区馬出 3-1-1）

概要： システムインテグレーション部門講演会と同一領域をカバーする国際会議です．
参加者： 昨年は約 330 人でした．
（うち，外国人 150 人．台湾と韓国約 30 人，中国 10 人）
本年度もほぼ同程度と見込んでおります．
※

本国際会議の最終日と SI2012 の初日が重なっていますので，18 日（火）の午前中に，
本会場から SI2012 の会場へ移動していただきます．
なお，本会場から SI2012 の会場（福岡国際展示場）までは，車で 10 分程度です．

会場外観
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２．募集内容
(１)機器展示： １小間 40,000 円（税込み）
・1 小間あたり 1 名様分の参加登録料を無料といたします．
・概要集およびプロシーディングス CD-ROM を 1 部お渡しいたします．
(２)カタログ展示：

20,000 円（税込み）

・出展料に参加登録費・懇親会費は含まれません．
・概要集およびプロシーディングス CD-ROM を 1 部お渡しいたします．
申し込み締め切り：10 月 19 日(金)
※

SI2012 と一緒にお申し込み下さい．

※

展示料は，2012 年 11 月中旬に請求書を送付いたします．

３．ブース仕様（予定）
(１) 機器展示： １小間の寸法 間口 1800mm×奥行 900mm（側面の仕切りはありません）
・テーブル（1500×450mm，白布掛け）を１つ用意します．
・企業名看板を用意します．
・電源： AC100V，ソケット形式 2P，
電力は 1 小間あたり標準 0.3kW
（それ以上の電力仕様が必要な場合は別途ご相談下さい．）
(２) カタログ展示：

1 スペースの寸法 1800×600mm

・テーブル（1500×450mm，白布掛け）を１つ用意します．
※

テーブルサイズや最大電力は変わる可能性があります．

４．スケジュール（予定）
(１)搬入・設営
12 月 16 日（日）8:00～10:30（目安）
(２)展示
12 月 16 日（日）～17 日（月）
(３)搬出
12 月 18 日（火）8:00～9:00
※ この後，SI2012 の会場（福岡国際展示場）へ移動していただきます．
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５．問い合わせ先
展示担当 牛見 宣博
〒813-8503 福岡市東区松香台 2-3-1
九州産業大学工学部バイオロボティクス学科
E-mail: nobuhiro@ip.kyusan-u.ac.jp
FAX: 092-673-5642

（TEL: 092-673-5608）
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