第 16 回 ⽇本電磁波エネルギー応⽤学会シンポジウム
―環境問題・エネルギー問題の解決のための最先端熱利⽤技術（仮）―

開催⽇程： 2022 年 10 ⽉ 12（⽔）〜10 ⽉ 14 ⽇（⾦）開催場所：オンラインシンポジウム会場（Zoom）
主催： 特定⾮営利活動法⼈ ⽇本電磁波エネルギー応⽤学会
＜コロナの感染が完全に終息しない中で今後の感染者数が予想できず、会場での安全の確保が困難のため、「オンライン」開催です>

開催にあたり
⽇本電磁波エネルギー応⽤学会（JEMEA）は、毎年シンポジウムを企画・開催し、国内外から毎回200名以
上の⽅々にご参加いただいてまいりました。特に2020年度、2021年度は、コロナ感染拡⼤防⽌のため連続の
オンライン開催となり、参加された皆様、実⾏委員の皆様のご協⼒のもと無事終了いたしました。2022年度は、
コロナの感染が完全に終息しない中で今後の感染者数が予想できず、会場での安全の確保が依然として困難で
あると考え、「オンライン」開催と決定しました。過去2回の「オンライン」開催同様、対⾯での交流はでき
ませんが、「オンライン」の利点を最⼤限に活かしつつ、シンポジウムを成功させたいと考えております。
JEMEAは、マイクロ波エネルギー利⽤技術に関して共同研究を始めるための「新たな⼈脈」「独創的な研究
分野の開拓」「異分野間での知識の共有」を⽬的とし、「新しい学術集会の形」を模索しながら、シンポジウ
ムを開催致します。多くの皆様のご参加を⼼よりお待ち申し上げます。
同時開催：機器展⽰ （会場⼜はオンライン会場内）
シンポジウムの告知： https://www.jemea.org/
開催場所:
会

期：

オンラインシンポジウム会場（Zoom を利⽤予定）

10 ⽉ 12 ⽇(⽔）

ショートコース-マイクロ波の⽣体影響と安全利⽤の狭間で
〜マイクロ波をより⾝近な技術へ〜

〜

10 ⽉ 13 ⽇(⽊)〜14 ⽇(⾦) シンポジウム / 機器展⽰
10 ⽉ 13 ⽇(⽊）

懇親会-技術交流の場となるような内容を検討中

登録者参加費（税込/領収書発⾏）:

前期登録締切： 8 ⽉ 19 ⽇(⾦)

振込期限：8 ⽉ 31 ⽇(⽔）

最終登録締切： 9 ⽉ 26 ⽇(⽉)

振込期限：9 ⽉ 30 ⽇(⾦）

前期参加登録

後期参加登録

８⽉ 19 ⽇(⾦）迄

8 ⽉ 20 ⽇(⼟)〜9 ⽉ 26 ⽇(⽉）

振込期限 8 ⽉ 31 ⽇(⽔）

振込期限 9 ⽉ 30 ⽇(⾦）
シンポジウ

種別

ショートコース

シンポジウム

(10 ⽉ 12 ⽇)

（10 ⽉ 13-14 ⽇)

ショートコース
懇親会

（10 ⽉ 13-14

懇親会

(10 ⽉ 12 ⽇)
⽇)
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・

協賛団体会員は、JEMEA 会員価格を適⽤。

・

⼝頭発表登壇者は JEMEA 会員あるいは理事⻑が認めた者に限ります。ポスター発表は⾮会員も
可能です。尚、優秀発表者に授与される Award の受賞対象者は JEMEA 会員に限定します。
⾮会員は Award 審査対象外となりますのでご了承ください。ご⼊会希望の⽅は、別途 JEMEA

⼊会⼿続きをお取りください。(⼊会／会費等に関することはこちらでご確認ください。
https://www.jemea.org/?page_id=134)

発表申し込み締切り：7 ⽉ 8 ⽇（⾦）
採択者の要旨原稿提出締切り：8 ⽉ 12 ⽇（⾦）
-Award: 詳細は後⽇発表。
-期間中、⼝頭・ポスター発表の他、
「特別講演」、JEMEA 学会賞受賞者の「記念講演」も開催。
-昨年同様参加費には、電⼦版の講演要旨集の費⽤が含まれていますので、講演要旨集の冊⼦体は作
成しません。ただし、３０名以上の希望者があった場合は、別料⾦で作成・送付します。参加登録
画⾯でお申し込み下さい。(申込は、シンポジウム参加登録者に限ります。料⾦・送付時期につい
ては、後⽇発表します。)

機器展⽰出展費⽤

（1 ブース（オンライン）出展 5 万円）

オンライン出展の場合は、出展社側にご許可いただけたら 1 年間 HP 掲載可能
出展期間

10 ⽉ 12 ⽇(⽔) 9:00-10 ⽉ 14 ⽇(⾦）18:00 迄（オンライン出展）

出展企業特典： シンポジウム 2 名ご招待、企業ＰＲタイム参加、HP での社名公表、HP リンク、
オンラインブースは（終了後、ご希望を確認し）１年間 JEMEA の HP へ掲載
その他は、以下の＜新規発表＞参照

詳細：機器展⽰趣意書

＜広告出稿費⽤＞
1 ページ

1/2 ページ

JEMEA 正会員（団体）

10,000 円

無料

機器展⽰出展企業

20,000 円

10,000 円

上記以外

30,000 円

20,000 円

・機器展⽰出展・広告出稿申し込み締切：8 ⽉ 12 ⽇（⾦）

＜新規発表＞ 機器展⽰出展企業様向け特典
１．

希望に応じて「オンライン企業スペース」を準備し、昼⾷時などに、参加者とのオン
ラインでの懇親の機会を設けます

２．

企業賞の授与
シンポジウムの⼀般発表の⽅を対象に、貴社の名前を冠した企業賞を予定しておりま
す。企業側の視点から、⼝頭およびポスター発表のなから１発表を貴社から選んでい
ただき、「〇〇会社賞」として授与します。なお、副賞は図書カードを予定しており、

学会から授与の各賞との同時受賞も妨げません。後⽇、受賞者を HP に掲載します。
＜新規発表＞ 機器展⽰出展・広告出稿企業様向け特典
休憩時間を利⽤した「広告スライドショー」（試⾏予定）
各セッション間やお昼休みの時間を利⽤し、*秒ごとに各社のスライドを⾃動で表⽰し
ます。ファイルフォーマットは Microsoft PowerPoint の.pptx（４：３）の形式１枚で、
*MB 以下とします。
実⾏委員会: 実⾏委員⻑：朝熊 裕介 （兵庫県⽴⼤学）、副実⾏委員⻑: 追って決定
実 ⾏ 委 員:

⾅井健⼆（甲南⼤学）
、岸原充佳（岡⼭県⽴⼤学）、
桑原なぎさ（パナソニック㈱）、仁科勇太（岡⼭⼤学）、
福島 潤（東北⼤学）、後⽇追加：2023 年度開催地実⾏委員１名

事

務

局:

佐藤 容⼦ （JEMEA 事務局）

連

絡

先:

第 16 回⽇本電磁波エネルギー応⽤学会シンポジウム 実⾏委員会

E - m a i l: sympo2022@jemea.org （シンポジウム事務局）
各種申し込みは Web からお願いいたします https://www.jemea.org/

