
408 日本物理学会誌　Vol. 69, No. 6, 2014

©2014 日本物理学会

■2014年秋季大会の宿泊・交通等の案内

4, 5月号会告で案内しましたように2014年秋季大会は以下の通
り開催されます．宿泊・交通等の案内は本号後付広告欄をご覧下
さい．なお，本会ホームページにも案内の詳細が掲載される予定
です．
○素粒子，宇宙線・宇宙物理領域関係（核物理領域は別開催）
会期：9月18日（木）～21日（日）
会場：佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市本庄町1）
交通：●バス利用

佐賀駅バスセンターから乗車約15分，佐大前下車．
取扱旅行代理店：トップツアー佐賀支店
＊詳細は本号後付広告欄C-3ページを参照

○物性領域関係（領域2は別開催）
会期：9月7日（日）～10日（水）
会場：中部大学春日井キャンパス（愛知県春日井市松本町1200）
交通：●バス利用

JR中央本線「神領」駅下車（名古屋駅より「普通」で約
26分），
北口「中部大学スクールバスのりば」から乗車約7分．
取扱旅行代理店：JTB中部GLOBAL MICE事業部
＊詳細は本号後付広告欄C-2ページを参照

■大会の宿泊手配業務等の業者依頼について（お知
らせ）

本会では年次大会・大会（春季・秋季）等の宿泊手配業務等を
旅行業者に依頼しています．依頼業務は宿泊手配だけではなく，
従来，本会（現地実行委員会）が折衝していた現地交通機関への
周知，臨時バス手配および運行管理，学外設置看板申請，公的機
関の物的支援調査および手配，地方自治体等の補助金申請に関わ
る宿泊者名簿作成，外国人参加者サポート，等の業務も合わせて
無料で代行することを条件に，参加者の宿泊・交通手段の確保を
依頼しています．
上記は，毎回お世話をいただいている会場校の負担を少しでも
軽減しようとの方針によるものです．これにより実行委員会には
原則として学内に関係した業務（大学との折衝，教室確保，等）
のみをお願いし，それ以外の対外的な交渉は旅行業者に代行して
もらうようにしたため，実行委員会の負担は以前に比べると軽減
されていると考えます．
なお，旅行業者の選定は，毎回公募を原則とし企画書を提出し
ていただき，それをもとに実行委員会とも協議の上，行っていま
す．しかし，これにより本会は参加者に宿泊取扱業者を指定して
いるものではありません．参加者がどのような方法で宿泊等の手
配をするかは各自の自由です．
以上，現況をお知らせするとともに会員の皆様のご理解とご協
力をお願いします．

■2014年秋季大会会場における託児室の設置につ
いて

本秋季大会においても両会場で託児室を設置する予定です．詳
しくは本会ホームページで案内しますので，そちらをご覧下さい．

■2014年秋季大会の参加登録・講演概要集購入のご
案内（講演申込者以外の方への案内です）

2014年秋季大会の参加登録と講演概要集の事前，クレジット
カード払いおよび現地での登録・購入方法，およびそれぞれの締
切期日は下記表記載の通りです．なお，講演概要集の各分冊に掲
載の収録領域は下記参考表を，分野は会誌4月号掲載の講演募集
要項または次のURLでご確認下さい．

http://www.jps.or.jp/activities/meetings/files/2014Sbosyu.pdf

参加登録と講演概要集購入の方法
次の4つの方法があります．

 1. 期日前登録（8月1日まで）
 2. 期日後Web登録（8月25日から会期最終日（佐賀大の場合は

9月21日，中部大の場合は9月10日）12時まで
 3. 現地登録（現金のみ）
 4. 請求書等による支払い（講演概要集のみ）
なお，詳しくは次のそれぞれの項目，およびそれぞれの参加登
録費と講演概要集頒価は下記《参考表》をご覧下さい．

 1. 期日前登録（8月1日まで）
次の特典があります．
・割引あり
・数種の支払い方法
・事前発送または現地受取（概要集）サービス

個人会員の方

W
e
b
に
よ
る
方
法

申込URL：
http://www.toyoag.co.jp/jps/index.html
アクセスキー：2014S（半角）
会員番号：5桁の数字とアルファベット

注：入会手続き中の方は，“N99999”， 
協定学会会員の方は，“K99999”
とそれぞれ会員番号欄に記入する．

申込期間：6月17日（火）～8月1日（金）
＊お支払い方法としてクレジットカードを選択した場合
は，Web上での電子決済が可能です．

申
込
用
紙
に
よ
る
方
法

本号綴込の「事前参加登録／事前概要集購入申込書」に
ご記入の上，Faxまたは郵送でお送り下さい．
申込・支払締切：7月10日（木）
郵送先：
トーヨー企画（株）内
日本物理学会受付センター
〒102‒0072
東京都千代田区飯田橋1‒5‒8　アクサンビル

Fax: 03‒3262‒6705

賛助会員，非会員の一般・学生の方

参加登録

取扱いはしておりません．
2.項の「期日後Web登録」，または参加当日，
直接，会場の総合受付で参加登録費（表参
照）をお支払い下さい．
＊請求書の発行はいたしません．

講演概要集購入

事前購入ができます．
申込方法：
上記表中「個人会員の方」欄の「申込用紙に
よる方法」欄に記載の方法でお申込下さい．
＊前払いに限ります．請求書等を必要と
する場合はできません．
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 2. 期日後Web登録（8月25日からそれぞれの会場の会期最終日
の12時まで）

＊本年から始めた新たな支払い方法です．これは大会現地での現
金取扱い額を少なくするためと，クレジットカード払いへの要
望に応えたものです．ただし，受付でカードを提示しその場で
決済する方式ではなく，予めWeb上で決済を完了する方式です．
次の特典があります．
・割引あり
・Webから登録し，クレジット決済．現金不要．

個人会員・賛助会員，非会員の方，すべて同じ扱いです．

参
加
登
録

Web登録URL：
http:// www.toyoag.co.jp/jps/index.html

＊個人会員以外の方は，会員番号欄に次の5桁の数字と
アルファベットを記入して下さい．
“W99999”

取扱い期間：
8月25日（月）～会期最終日（佐賀大の場合は9月21日，
中部大の場合は9月10日）12時まで
現地総合受付で参加登録をされる前までに，上記Web

登録URLにアクセスし，クレジットカードによる支払い
を済ませ，その際に発行される受付番号を記載した画面
をプリントアウトし，総合受付に提出して下さい．引換
に参加票をお渡しします．
＊＊おおよその流れ＊＊

① Web登録URLにアクセス
② クレジットカードでの支払い
③ 発行された受付番号をプリントアウト
④ プリントアウトした用紙を持参し受付に提出
⑤ 用紙と引換に参加票（兼領収書）を受理

なお，現地受付時にプリントアウトしたものを提出で
きない場合は，総合受付に備付けの専用用紙に受付番号，
氏名等を記入後，総合受付に提出し，同時に受付番号が
表示された画面を表示できる携帯電話，スマートフォン，
タブレット，ノートPCのいずれかを併せて提示して下さ
い．専用用紙と引換に参加票（兼領収書）をお渡しします．

＊＊プリントアウトできない場合のおおよその流れ＊＊
① 上記と同じ
② 上記と同じ
③ 受付備付けの専用用紙に受付番号等を記入
④ 専用用紙を受付に提出し，併せて受付番号を確認で
きるスマートフォン等の画面を提示

⑤ 専用用紙と引換に参加票（兼領収書）を受理
＊請求書の発行はいたしません．

講
演
概
要
集
購
入

Web登録URL：（上記参加登録と同じ）
＊個人会員以外の方は，会員番号欄に次の5桁の数字と
アルファベットを記入して下さい．
“W99999”

取扱い期間：（上記参加登録と同じ）
現地総合受付で購入される前までに，上記Web登録

URLにアクセスし，クレジットカードによる支払いを済
ませ，その際に発行される受付番号を記載した画面をプ
リントアウトし，現地概要集販売係に提出して下さい．
引換に概要集をお渡しします．
＊＊おおよその流れ＊＊

① Web登録URLにアクセス
② クレジットカードでの支払い
③ 発行された受付番号をプリントアウト
④ プリントアウトした用紙を持参し概要集販売係に提出
⑤ 用紙と引換に概要集を受け取る．

なお，現地購入時にプリントアウトしたものを提出で
きない場合は，総合受付に備付けの専用用紙に受付番号，
氏名等を記入後，同時に受付番号が表示された画面を表
示できる携帯電話，スマートフォン，タブレット，ノー
トPCのいずれかを併せて提示して下さい．専用用紙と引
換に参加票をお渡しします．
＊＊プリントアウトできない場合のおおよその流れ＊＊

⑥ クレジットカードでの支払い
⑦ 専用用紙に記入
⑧ 専用用紙を受付に提出し，併せてスマートフォン等
での受付番号を表示した画面を提示

⑨ 専用用紙と引換に概要集を受理

なお，上記いずれの場合も，概要集の領収書をご希望
の方は引換時にその旨お申し出下さい．お申し出の方の
みに領収書を発行します．

＊請求書の発行はいたしません．

 3. 現地登録
現金による支払いのみで，割引等のサービスはありません．

大会に参加される場合
（個人会員・賛助会員，非会員の方，すべて同じ扱いです）

参
加
登
録

参加当日，直接，会場の総合受付で現金にて参加登録費
をお支払い下さい．
＊請求書の発行はいたしません．

講
演
概
要
集
購
入

直接，会場の総合受付で現金にてご購入下さい．

＊請求書等を必要とする場合は，4.項をご参照下さい．
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大会に参加されない場合
（個人会員・賛助会員，非会員の方，すべて同じ扱いです）

講
演
概
要
集
購
入

次の事務局宛にお申込下さい．
〒113‒0034

東京都文京区湯島2‒31‒22

湯島アーバンビル8F

日本物理学会事務局　講演概要集頒布係
Fax: 03‒3816‒6208　Tel: 03‒3816‒6201

E-mail: pubpub@jps.or.jp

 4. 請求書等による支払い（講演概要集のみ）
請求書等を必要とする場合は，会場現地での購入はできません．
詳しくは，前項の講演概要集購入枠内記載の事務局宛にお問い合
わせ下さい．

《参考表》
参加登録費および講演概要集頒価一覧

参加登録費 期日前登録 
（8月1日まで）

期日後Web登録
（8月25日からそ
れぞれの会場の
会期最終日12時
まで）

現地登録 
（現金払いのみ）

会員　一般

学生［注1］および
シニア会員

5,000円*

2,500円*

5,500円*

2,750円*

6,000円*

3,000円*

賛助会員 （本取扱いはあり
ません）

5,500円* 6,000円*

非会員一般

非会員学生［注1］

（本取扱いはあり
ません）

6,500円**

4,000円**

7,000円**

5,000円**

講演概要集 期日前登録 
（8月1日まで）

期日後Web登録
（8月25日からそ
れぞれの会場の
会期最終日12時
まで）

通常頒価　 送料
注：以下の送料
は 1冊の場合で
す．2冊以上は
［注 3］をご覧下
さい．

現地受取 
［注2］

事前送付 
（送料込）

第1分冊
（素，宇，ビーム
領域）

1,700円 2,100円 1,850円 2,000円　 500円

第2分冊
（領域1, 11, 12, 
13）

2,300円 2,700円 2,450円 2,600円　 500円

第3分冊
（領域3, 8） 2,300円 2,700円 2.450円 2.600円　 500円
第4分冊
（領域4, 5, 6, 7, 9, 
10）

2,500円 2,900円 2,650円 2,800円　 500円

消費税の扱い（ 参加登録費：*不課税，**消費税込． 
講演概要集：頒価・送料ともにすべて消費税込）

［注1］学生とは
学部学生，大学院生等もすべて学生の取扱いとなります．本会の
会員種別の“学生会員”のことではありません．

［注2］講演概要集の現地受取を希望された方で現地での受取をされなかっ
た場合，会期終了後2週間以内（海外出張など特別な事情がある場
合は1ヶ月以内）にお申出がない場合，受取は放棄されたものとして
処置いたします．なお，お申出がありました場合，1冊につき一律
600円の送料・手数料を申受けますので，併せてご承知置きをお願
いします．お申出先（E-mail）: meeting-info@jps.or.jp

［注3］2冊以上の場合は宅配便にてお届けします．その場合の送料は2冊
まで500円，4冊まで600円となります．5冊以上をご希望の場合に
は事務局宛にお問い合わせ下さい．

■Journal of the Physical Society of Japanの価格改
定について

2015年Vol. 84より会員の付加会費および購読会員の価格を以
下のように改定いたしますので、お知らせいたします．
〈改定内容〉 現行 → 新
オンラインのみ（個人）  9,000→  9,720

オンラインのみ（シニア）  5,000→  5,400

オンライン+冊子（個人・シニア） 12,000→15,120

■日本物理学会講演概要集頒価改定について

第69巻第2号（2014年秋季大会）講演概要集より頒価を改定い
たします．
詳しくは本ページ掲載の頒価一覧をご参照下さい．

■第9回日本物理学会若手奨励賞について

第9回（2015年）の日本物理学会若手奨励賞を募集致します．
若手奨励賞の趣旨に関してはhttp://www.jps.or.jp/activities/awards/ 

wakate_about.htmlをご参照下さい．受賞記念講演会は第70回年次
大会（2015年3月，早稲田大学）において行われます．募集の詳
細は各領域のホームページを参考にして下さい．実施要綱につい
てはhttp://www.jps.or.jp/activities/awards/wakate_ youkou.htmlに，募
集から受賞記念講演までの大まかなスケジュールについては
http://www.jps.or.jp/activities/awards/schedule/schedule2015.htmlに記
載されています．

■賞および研究援助の候補者の募集について

下記の賞および研究援助の候補者を募集します．各推薦要項に
従い，2014年8月5日（火）までに（必着）本会事務局宛に推薦書（賞
は他薦に限る．助成は自薦）をお送り下さい．
＊推薦書の送付先：
〒113‒0034 東京都文京区湯島2‒31‒22　湯島アーバンビル8階

一般社団法人日本物理学会  受賞候補等推薦委員会
電話 03‒3816‒6201

本会のホームページ（http://www.jps.or.jp/）の「各種推薦のお願
い」の中から推薦書（本会内・選考用書式）をダウンロードして
下さい．
〈なお，推薦いただいた候補者が選考の結果，本会から推薦する
ことが決まりましたら，改めて財団所定の用紙で財団へ提出用の
推薦書をご作成いただくこととなります．〉

 （1） 第55回（平成26年度）東レ科学技術賞
〔推薦要領〕
1） 候補者の対象…本会に関する分野で，下記のいずれかに該当
する方
①学術上の業績が顕著な方
②学術上重要な発見をした方
③効果が大きい重要な発明をした方
④技術上重要な問題を解決して，技術の進歩に大きく貢献した
方

2） 科学技術賞…1件につき，賞状，金メダルおよび賞金500万
円（2件前後の予定）

3） 候補者推薦件数…本会から2件以内
4） その他

 a. 候補者は，必ずしも本会会員であることを要しません．

mailto:pubpub@jps.or.jp

