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■2017年会費未納の方へお知らせ

本会会員に関する内規により，本年会費を納入されていない会
員の方にはすでに，本年6月より雑誌の配布を停止させていただ
いており，10月には「会費滞納についてのお知らせ」を送付致し
ました．会費未納の方は本年4月にお送りしました再請求書（振
替用紙）にて，またはマイページより至急納入して下さいますよ
うお願い致します．ご不明なことがございましたら，事務局会員
係（kaiin＠

 

jps.or.jp, TEL: 03‒3816‒6203，FAX: 03‒3816‒6208）ま
でお問い合わせ下さい．
なお本年12月中に2017年分会費をご納入いただけない場合は，
本年末に除籍の措置をとらせていただくことになりますが，それ
により未納分の支払いが免除されるものではありません．

■2018年分（2018年1月～12月）会費自動振替の実
施について

本会の会費の振込みは自動振替を原則としています．自動振替
の書類をご希望の方は，事務局会員係までご請求の上，手続きを
行って下さい．（ゆうちょ銀行と，ゆうちょ銀行以外の金融機関
では，手続き用紙・方法ともに異なりますので，ご注意下さい．）
11月初旬までに手続きが完了した方については，ゆうちょ銀行
は12月27日（水）に，それ以外の金融機関12月26日（火）に自動
振替を実施致します．それまでに自動振替申込手続きが間に合わ
なかった方については，2018年5月7日（月）に自動振替を実施
する予定です．
まだ自動振替の手続きをされていない会員の方には，12月上
旬までに郵便・メールのうちマイページにてご登録の方法で請求
書（郵送の場合は払込取扱票付）をお送りしますので，12月中に
ご送金下さい．（払込取扱票の加入者名は，業務委託先の「収納
代行会社リコーリース株式会社」となっております．）次年度より，
自動振替ができますよう，お手続きのほどよろしくお願い致しま
す．

■賞および研究助成の候補者の募集について

本会が下記の賞および研究助成の主催団体へ各候補者を推薦す
るにあたり，候補者を募集いたします．11月号の会告もしくは
本会ホームページ（http://www.jps.or.jp/）の「受賞候補者等推薦の
お願い」をご覧の上，2018年1月5日（金）までに（必着）本会へお
寄せくださいますようお願いいたします．
（1）第15回江崎玲於奈賞（2）平成31年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞（3）第15回（平成30

年度）日本学術振興会賞（4）第9回（平成30年度）日本学術振興
会育志賞（5）山田科学振興財団 2018年度研究援助（6）第 46回
（2018年度）内藤記念講演助成金（7）第50回（2018年度）内藤記
念海外学者招聘助成金（前期）　（8）第45回（2017年度）内藤記念
講演助成金（春季）（追加募集）
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5階

一般社団法人日本物理学会　受賞候補等推薦委員会

■第73回年次大会（2018年）宿泊・交通等の案内

＊＊お知らせとお願い＊＊
標記年次大会は2018年3月22日～25日，東京理科大学野田

キャンパスにて開催されますが，首都圏では近年，慢性的な
ホテルの客室不足が生じています．年次大会への参加をご予
定の方は，早めに宿泊手配をされますことをお薦めします．
なお，年次大会の旅行業者による宿泊等の案内は本号に掲
載されるとともに，ホームページにも掲載されます．
また，年次大会に講演申込をされた方への講演番号のお知
らせは，12月23日頃講演申込時に登録されたメールアドレス
宛へのご連絡を予定しています．

10，11月号会告でご案内しましたように第73回年次大会（2018

年）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
広告欄をご覧ください．
会期：2018年3月22日（木）～25日（日）
会場：東京理科大学野田キャンパス（千葉県野田市山崎）
交通： 東武野田線（東武アーバンパークライン）「運河駅」下車，

徒歩5分
取扱旅行代理店：東武トップツアーズ株式会社京葉支店
＊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．

■第73回年次大会（2018年）の参加登録・講演概要
集（Webアクセス権および記録保存用DVD版）購
入の申込について  
（講演申込をされた方以外への案内です．ただし，講演申込を
された方で新たに講演概要集を購入される方も含みます．）

第 73回年次大会（2018年）の事前参加登録（期日前・期日後
Web）と事前講演概要集購入（期日前・期日後Web）の申し込み方

http://www.jps.or.jp/
yymgc
四角形
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法，支払い方法，締切期日は以下の通りです．
大会前に講演概要集をご覧いただくには，Webアクセス権の購
入が必要です．Webでの公開は1年間です．

Webアクセス権の他，記録保存用DVD版もございますが，本
DVDは大会終了後の発送となり，大会前に事前にお手元には届
きませんのでご注意ください．またWebアクセス権を合せてご
購入いただくと割引が適用されます．

ご注意
＊講演概要集記録保存用DVD版を購入される方で3月31日まで
にお手元への到着を希望される方へ
必ず1月24日までにお申込みください．3月26日頃に郵メー
ル便にて発送いたします．
それ以降のお申込みの場合は，4月中旬の発送予定となりま
す．

参加登録と講演概要集購入方法
（次の4つの方法があります．申込時期が異なります．）

1. 期日前登録・購入（2017年12月26日～2018年1月24日）
2. 期日後Web登録・購入（2018年3月1日～会期最終日の正午）
 （会期中も可能）
3. 現地現金登録・購入（会期中）
4. 請求・見積書等による購入（講演概要集記録保存用DVD版
購入のみで，上記1.～3.項での方法による購入は出来ませ
ん．）

なお，詳しくは次のそれぞれの項目をご覧ください．また，それ
ぞれの参加登録費と講演概要集頒価も以下の一覧表をご覧くださ
い．

1.　期日前登録・購入 
（2017年12月26日～2018年1月24日）
次の特典があります．
・割引あり
・数種の支払い方法
・Webによる領収書発行

個人会員の方

W
e
b
に
よ
る
方
法

申込URL: http://www.toyoag.co.jp/jps/
会員番号：5桁の数字とアルファベット
・ 「入会承認待ちの方」は，手続時に付されたご自身の 
”M0XXXXX”，
・「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：2017年12月26日～2018年1月24日
＊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．
注1： 領収書発行用URLは，2018年1月18日までに入金

確認できた方には1月19日に，それ以降に入金確
認ができた方には1月26日に，各自メールアドレ
ス宛に連絡します．

注2：請求・見積書等による申込は出来ません．

W
e
b
以
外
に
よ
る
方
法

次の記入事項をA4サイズまでの用紙にご記入の上，次の
申込先宛にFaxまたは郵送でお送りください．
申込・支払締切：2018年1月24日
記入事項：①氏名　②氏名ふりがな　③会員番号　④
所属（団体 /部署）　⑤事前参加登録内容および金額　
⑥講演概要集購入申込内容および金額　⑦支払（銀
行送金のみ）内容（銀行名，支店名，振込日）　⑧参
加票・概要集DVD版の郵送先（会誌と同じ場合は“会
誌と同じ”と明記のみ）
送金先：
みずほ銀行　新橋支店
普通口座　2444796
口座名　シャ）ニホンブツリガツカイ　タイカイセンヨウ
申込先：
〒102‒0072
東京都千代田区飯田橋1‒5‒8アクサンビル
トーヨー企画（株）内
日本物理学会受付センター
Fax: 03‒3262‒6705

注1： 領収書は入金確認後，2018年1月下旬頃に郵送いた
します．

注2： 概要集DVD版は2018年3月26日頃に郵メール便に
て発送いたします．

注3：請求・見積書等による申込は出来ません．
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・購入」，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）をお支払いください．
注：請求・見積書等による申込は出来ません．

講演概要集
（Webアクセス
権および記録
保 存 用 DVD
版）購入

事前購入が出来ます．
申込方法：
上記表中「個人会員の方」欄の「Web以外によ
る方法」欄に記載の方法でお申込ください．
（銀行送金に限ります．）
注1：領収書は2018年1下旬頃に郵送いたしま

す．
注2：概要集DVD版は2018年3月26日頃に郵

メール便にて発送いたします．
注3：請求・見積書等による申込は出来ません．

http://www.toyoag.co.jp/jps/
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2.　期日後Web登録・購入 
（2018年3月1日～会期最終日12時）（会期中も可能）
＊本登録は，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，第69回年次大
会から実施しています．なお，本登録は，受付でカードを提示
し決済する方式ではなく，予めWeb上で決済を完了しておい
ていただく方式です．
次の特典があります．
・割引あり
・Webから登録し，決済．現金不要．
・Webによる領収書発行

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/
会員番号：5桁の数字とアルファベット
・ 「入会承認待ちの方」は，手続時に付されたご自身の 
”M0XXXXX”，
・「協定学会会員」の方は，”K99999”
・「それ以外の方」は，“R99999”
とそれぞれ会員番号欄に記入する．
取扱い期間：

2018年3月1日～会期最終日正午
総合受付で参加登録をされる前（最終日は正午）までに，
上記Web登録URLより，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ください．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総合受付に提出
⑤　用紙と引換に参加票を受理
＊領収書は参加票裏面への印刷ではなく，Web上で
の発行となります．詳しくは，本項目の最後の注
をご覧ください．

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予め受付
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
してください．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＊＊
①と②は上記と同じ
③　受付備付けの専用用紙に受付番号，氏名等を記入
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を受理
＊領収書は参加票裏面への印刷ではなく，Web上で
の発行となりました．詳しくは，本項目の最後の
注をご覧ください．
＊請求書の発行はいたしません．

注1:　 領収書発行用URLは，3月12日までに決済が完了
した方には3月13日に，それ以降の方は会期終了後
の3月28日頃に，各自メールアドレス宛に連絡しま
す．

注2:　 請求・見積書等による申込は出来ません．

講
演
概
要
集
（
W
e
b
ア
ク
セ
ス
権
お
よ
び
記
録
保
存
用
D
V
D
版
）
購
入

Web登録URL：（上記参加登録と同じ）
会員番号：（上記参加登録と同じ）
取扱い期間：（上記参加登録と同じ）
総合受付で概要集を購入される前（最終日は正午）まで
に，上記登録URLより，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くだ
さい．Webアクセス権を購入された方には，購入完了後
（数分後），申込されたメールアドレス宛にWebアクセス
権を記載したURLをお送りします．なお，記録保存用
DVD版を購入された方には，大会終了後の4月中旬頃に
ゆうメール便にて発送をいたします．

＊＊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Webアクセス権を購入した場合は個別
のアクセス権を記載した用紙を受取り，半券部分に
氏名・電話番号等を記入し，当該部分を切取り受付
に渡す．
＊領収書はWeb上での発行となります．詳しくは，
本項目の最後をご覧ください．

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予め受付
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ください．Webア
クセス権を購入された方には，引き換えに個別のWebア
クセス権を記載した用紙をお渡しします．記録保存用
DVD版を購入された方は，大会終了後3月26日頃，ゆう
メール便にて発送いたします．

＊＊プリントアウトできない場合のおおよその流れ＊＊
①と②は上記と同じ
③　受付備付けの専用用紙に受付番号，氏名等を記入
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Webアクセス権を購入した方は個
別のアクセス権を記載した用紙を受取り，半券部分
に氏名・電話番号を記入し，当該部分を切取り受付
に渡す．記録保存用DVD版を購入された方は，4月
中旬頃にゆうメール便にて発送いたします．
＊領収書はWeb上での発行となります．詳しくは，
本項目の最後をご覧ください．
＊請求書の発行はいたしません．

注1:　 領収書発行用URLは，3月12日までに決済が完了
した方には3月13日に，それ以降の方は会期終了後
の3月28日頃に，各自メールアドレス宛に連絡しま
す．

注2:　 請求・見積書等による申込は出来ません．

http://www.toyoag.co.jp/jps/
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3.　現地現金登録
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
費をお支払いください．

注：請求・見積書等による申込は出来ません．

講
演
概
要
集
（
W
e
b
ア
ク
セ
ス
権
お
よ
び
記
録
保
存
用
D
V
D
版
）
購
入

直接，会場の総合受付で現金にてご購入ください．た
だし，ご購入前に，専用の申込書に予め必要事項のご記
入をお願いします．

注1：Webアクセス権を購入された方には，個別URLを
記載した用紙をお渡ししますので，半券部分に氏
名，電話番号等をご記入の上，当該部分を切取り
受付にお渡しください．なお，URLの再発行はい
たしませんので，くれぐれも紛失されぬようご注
意ください．

注2：概要集DVD版は4月中旬頃にゆうメール便にて発
送いたします．

注3：請求・見積書等による申込は出来ません．

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（
記
録
保
存
用
D
V
D
版
の
み
）

次の事務局宛にお申込ください．
〒113‒0034

東京都文京区湯島2‒31‒22

湯島アーバンビル5F

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

注： 記録保存用DVD版は大会終了4月中旬以降，順次発
送いたします．

4.　請求・見積書等による購入（講演概要集記録保存用
DVD版のみ）
請求・見積書等を必要とする場合は，上記1.～3.項（事実前・
期日後・現地）での購入はできません．詳しくは，上表記載の事
務局宛にお問い合わせください．

参加登録費および講演概要集頒価一覧

参加登録費
期日前事前登
録（1月24日ま

で）

期日後事前Web
登録（3月1日か
ら会期最終日12
時まで）

会期中現地登録 
（現金払いのみ）

会員　一般 6,000円* 6,500円* 7,000円*
学生［注1］ 

および名誉・シニア会員 3,500円* 3,750円* 4,000円*

賛助会員・会友 （本取扱いはあ
りません） 6,500円* 7,000円*

非会員一般 （本取扱いはあ
りません） 15,000円** 17,000円**

非会員学生［注1］ （本取扱いはあ
りません） 5,000円** 6,000円**

講演概要集 
（全領域収録）

期日前事前
登録（1月 24
日まで）（送
料・手数料
込）

期日後事前
Web登 録（3
月1日から会
期最終日 12
時まで）
（送料・手数
料込）

会期中現地
登録（現金払
いのみ）
（送料・手数
料込）

会期終了後
（事務局に申
込）

Webアクセス
権のみ購入 1,000円 1,250円 1,500円

Webアクセス
権と記録保存
用DVD版購入

1,500円 1,750円 2,000円

記録保存用
DVD版のみ購
入

1,000円 1,250円 1,500円

1,500円
＋200円（送
料・手数料）
［注2］

*消費税の扱い

参加登録費：*不課税　　**消費税込
講演概要集：Webアクセス権・DVD版の頒価，および送料・手数料とも
に消費税込．
［注 1］学生とは
学部学生，大学院生等もすべて学生の取り扱いとなります．本会の会員種
別の学生会員のことではありません．
［注 2］送料・手数料は 2部まで（ごと）を 1単位として同一料金です．お支
払い方法等は次のメールアドレスまでお問合せください．
お問合せ先（E-mail）: pubpub＠

 

jps.or.jp
［注3］参加登録費には懇親会費（含む飲食費）等の費用は含まれていません．

■第73回年次大会（2018年）講演概要集原稿の書き
方および提出について

前号会告掲載の「講演概要集原稿の書き方」をご参照の上，各
自の講演番号が決定しましたら（12月下旬頃本会より連絡），pdf

原稿にて下記提出先URLをご参照いただき，締切厳守の上，原
稿の送信をお願いいたします．
原稿締切：2018年1月22日（月）　14時
提出先：http://www.toyoag.co.jp/jps/

■第14回Jr.セッションの開催

2018年3月24日（土）に，第73回年次大会（2018年）東京理科
大学野田キャンパス会場において，標記 Jr.セッションを開催し
ます．詳細は本会ホームページをご覧ください．

■第73回年次大会（2018年）会場における託児室の
設置について

標記年次大会会場において託児室を設置します．詳細は本会
ホームページをご覧ください．掲載は2018年2月初旬頃の予定で
す．

mailto:pubpub@jps.or.jp
http://www.toyoag.co.jp/jps/

