日本 MOT 学会
第 10 回(2018 年度)年次研究発表会開催の御案内
会場

長岡技術科学大学

日本 MOT 学会は、下記要領にて、2018 年度年次研究発表会を開催いたします。会員の皆様方
の多くの参加をお待ちしております。また、本研究発表会は、日本 MOT 学会員以外の方も参加で
きます。皆様、お誘い合わせの上、ご参加下さい。
また、前日の見学会のご案内をこの御案内の最後に掲載していますので、併せてご参加くださ
い。
2019 年 2 月吉日
2018 年度年次研究発表会
大会委員長
三上 喜貴
記

◆研究会発表概要
日時：

2019 年 3 月 16 日（土）
午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

場所：

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡 1603-1
長岡技術科学大学 講義棟

講演会場

懇親会場

＜交通アクセス＞
アクセス：http://www.nagaokaut.ac.jp/j/access.html
◆ プログラム
研究発表のタイトルや講演者などの詳細は、別添の発表概要と講演プログラムをご参照ください。

◆ 申し込み方法（Entry）
次のリンクからオンライン登録して頂きますようお願いします。

URL of web site for entry

https://goo.gl/forms/mzzNKz8Nf3JRXeLm1

オンライン申込みに関する問い合わせは、下記までお問い合わせください。
Please ask below when you have a question about the online registration to the conference.
日本 MOT 学会

事務局

Japan MOT Society
TEL:+81-3-6824-9372

Fax：+813-5227-8631

E-mail:mot2018@js-mot.org
＜ご注意＞講演発表者の方へ
研究発表会の講演発表者として登録されている方は、オンライン登録による参加申込みをして頂
く必要はありません。

◆ 参加費（Entry fee）
日本 MOT 学会員 ：1 人 2,000 円
非学会員

：1 人 3,000 円

懇親会（希望者のみ）

：1 人 3,000 円（当日会場にて現金でお支払いください。）

2019 年 3 月 12 日（火）までに、下記の口座まで参加費をお支払い下さい。懇親会費は、当日
会場にてお支払いください。領収書は当日受付にてお渡しします。
なお、ご入金を確認するには入金後 2～3 日かかりますので、3 月 12 日（火）以降にお振込みさ
れる方は払込票の控えを当日お持ちください
＜郵便局の ATM・窓口での振込みの場合＞
郵便振替口座番号

00140-6-345994

口座名称

日本 MOT 学会（ニホンエムオーティーガッカイ）

＜その他の金融機関からの振込みの場合＞
機関名

ゆうちょ銀行

店名

〇一九（ゼロイチキュウ）店

支店番号

０１９

当座番号

０３４５９９４

口座名称

日本 MOT 学会

＜Participants from abroad＞
Please make a payment of your entry fee by cash in JPY at the on-site registration desk
on the day.

◆ 予稿集 (Proceedings)
予稿集は、 USB メモリにてお渡しします。
We will distribute the proceedings of the conference on USB memory.

◆ 懇親会 (Banquet, Networking)
午後 4 時 40 分から懇親会を開催いたします（参加費：3,000 円、場所：長岡技術科学大学職員食
堂）
。ネットワーキング構築の機会ですので、奮ってご参加下さい。
We have a Banquet after closing the conference from 4:40pm to 6:00pm. Please pay party fee
of 3,000 JPY by cash on site, when you join to this Banquet.
懇親会は 18 時に終了します。長岡技術科学大学発午後 6 時 15 分のバスに乗りますと長岡駅着 6
時 43 分ですので、午後 7 時 19 分長岡発、9 時 00 分東京着の「とき 344 号」に乗り継げます。

◆見学会概要
日時：

2019 年 3 月 15 日（金）
午後 0 時 30 分（集合）～午後 5 時 10 分（解散）

集合・解散場所：燕三条駅改札口（参考 とき 317 号 東京午前 10:40―＞燕三条午後
0:30）
申し込み：

https://goo.gl/forms/TOzuLZcyF17FFfrZ2（3 月 7 日木曜日 17:00 ま
でにお申し込みください。
）

参加費：

2,000 円

見学先：

藤次郎 創業 50 余年の包丁メーカー。オープンファクトリーは本年度
のグッドデザイン賞受賞
玉川堂 鎚起銅器製造の 200 年企業。JR 東が運行する四季島の見学ル
ート。
地場産センター 燕三条の地場産業振興の中核
貸し切りバスで移動します。

