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赤外線アレイセンサフォーラム 2019 

参加申し込みのご案内 
 

 

日時：2019 年 7 月 26 日（金）11:00〜19:00 

場所：立命館大学 

   大阪いばらきキャンパス フューチャープラザ 

主催：立命館大学 

共催：立命館大学 VLSI センター 

会費：講演会／展示／ポスター 無料 

   懇親会 3000 円 

 

 

 内 容 

１． プログラム 

２． 会場について（アクセス情報） 

３． 参加登録について 

４． 展示／ポスター出展について 

５． 配布資料への宣伝広告掲載について 

６． 昼食について 

７． 実施体制について 
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１． プログラム（講演者敬称略） 
 

技術講演（グランドホール） 

11:00〜11:30 新しい赤外線透過ガラスの紹介 

                 日本電気硝子株式会社 松下 佳雅 

 

11:30〜12:00  GASIR optics for the next generation of uncooled detectors 

                     ユミコアジャパン株式会社 安田 傑 

 

12:00〜12:30  State-of-the-art infrared detector technology at AIM 

           AIM  Werner Gross 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

12:30〜14:00 昼食 

       展示／ポスター（イベントホール） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

技術講演（グランドホール） 

14:00〜14:30  ThermEye for smart Building but also our 12µm family 

                  ULIS  Ludovic Brasse 

 

14:30〜15:00  ハイパースペクトラルイメージングの産業応用                                 

                                  Camlin Photonics  John R Gilchrist 

 

15:00〜15:30 2nd Generation of WUXGA (Full HD) 12 micron sensor 

camera core 

              BAE Systems  Hisayuki Suzuki 

 

15:30〜16:00  休憩 

 

 

16:00〜16:30  New high resolution thermopile arrays for IR imaging, 

consumer and smart building applications             

           Heimann Sensor  Jorg Schieferdecker 

 

16:30〜17:00 Deep learning, ADAS, and Robotics: how thermal sensors are 

penetrating these new markets and making existing solutions 

better 

                 FLIR Systems  Greg Nagler 

 

懇親会／展示／ポスター（イベントホール） 

17:00〜19:00 懇親会 ＆ 展示／ポスター 
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２． 会場について（アクセス情報） 

http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/oic/ 
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３． 参加登録について 

ü 当日参加も可能ですが、配布資料と会場準備のため、参加される

可能性のある方は、できるだけ6月28日（金）までに事前登録し

ていただきますようお願いいたします。 

ü 参加申込には、開催案内メール内の「参加申込フォーム」をご利

用いただいたメール参加登録またはweb参加登録のどちらかで

行ってください。複数の参加者の情報をまとめてご回答いただく

場合にも、一人一人について「参加者情報」をご回答ください。

また、展示会のみご参加の方もご登録ください。 

web参加登録のURL： 
https://pro.form-mailer.jp/fms/be6e2f8d168091	

ü ４．をご参照いただき、昼食についてもご回答ください。 

ü ビジネスにご活用いただくために、掲載を許可いただいた範囲で

個人情報（お名前、ご所属、電話番号、メールアドレス）を参加

者に配布する資料集に掲載しております。個人情報の掲載の可否、

掲載範囲についてもご回答ください。なお、参加者名簿への掲載

は6月14日（金）までに参加登録された方に限らせていただきま

す。 

ü 「展示／ポスターの出展」（３月から募集を開始しています）、

「配布資料集への宣伝広告掲載」も募集いたします。５項、６．

をご参照いただき、開催案内メール内の「参加申込フォーム」に

てお申し込みください。（「展示／ポスター出展」はwebでの申

し込みは受け付けておりません。） 

ü 参加申し込みをいただいた方には、7月初旬をメドに会場詳細案

内、展示／ポスター情報などを含む案内を送付いたします。また、

「生協カフェテリアのご利用希望」、「弁当のご注文」とご回答

頂いた方には受付状況を随時ご連絡いたします。 
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４． 昼食について 

ü 昼食については以下の選択が可能です。但し、①、②については

準備の都合上、予約制といたしますので、「参加申込フォーム」

にて 6 月 1４日（金）までにご予約ください。なお、弁当などを

ご持参いただいても、食事ができる場所がありませんので、ご了

承ください。 

① キャンパス内生協カフェテリア（予約制） 

② 事務局が手配する弁当（予約制） 

③ 学内の生協以外のレストラン（予約不要、収容能力が極

めて小さく、長時間お待ちいただく可能性があります） 

④ 学外施設（予約不要、最短で片道１５分程度かかります） 

ü キャンパス内生協カフェテリアは、人数制限の設けた予約制にな

ります。ご利用人数が 50 名を超える場合は、前半、後半に分け

てご利用いただくことになります。また、ご利用は最大 100 名

となっております。 
ü 事務局ではご予約いただいた方に弁当を販売いたします。弁当は

２種類（次ページをご参照ください）です。価格は 1000 円で

す。弁当をご購入いただいた方には、展示会場に食事をとってい

ただくための席を用意いたします。なお、注文数量が 150 食を

超える場合は、前半、後半に分けての販売となり、300 食が上

限となっておりますので、ご了承ください。 
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１ 

 

 

２ 

 

 

～お品書き～ 

 

・季節の天ぷら 

・いわしの胡麻和え 

・出し巻き玉子 

・ほうれん草のごまあえ 

・根菜ハンバーグ 温野菜添え 

 大根おろしドレッシングでさっぱりと 

・炊き合わせ 

・湯葉ちらし 

・花むすびごはん 

・白ごはん 

・抹茶わらび餅 
 

京都らしい湯葉ちらし、焚き合せ、抹茶

わらび餅などを盛り込みました。 

 

～お品書き～ 

 

・ハンバーグのデミソース煮 

・春巻き 

・海老のチリソース 

・肉しゅうまい 

・いかの甘酢あんかけ 

・チキン南蛮 

・春雨サラダ 

・ポテトサラダ 

・白ごはん 他 
 

ボリューム重視のお弁当です。 

バラエティに富んだお料理が盛りだくさん！ 
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５． 展示／ポスター出展について 

ü 本フォーラムでは、昼休みと懇親会時に「展示／ポスターセ

ッション」の時間を設けます。懇親会時は、飲食しながらの

セッションとなります。展示／ポスター出展をご希望の方は、

次ページをご参照いただき、開催案内メール内の「参加申込

フォーム」でお申し込みください。申し込み受付はメールの

みとします。 

ü 展示／ポスターの出展は無料です。 

ü 例年のフォーラムには70社の出展があり、スペース、電力上

受け入れの限界に達しています。こうした点をご配慮いただ

き、原則として「１展示１／２コマ」（展示コマについては

次ページの詳細をご参照ください）で、できるだけ「小電力」

のお申し込みをお願いします。展示コマについては、以下の

ような場合は１コマご用意いたします。 

① デモを行うために１コマ必要な場合 

② 同じ企業内の別部門からの展示で、内容が異なる場合 

③ 今回のフォーラムで技術講演をしていただく企業であ

る場合 

ü 展示／ポスターの受付は、6月14日（金）までといたします

が、お申し込み数が収納可能コマ数に達した場合は、締め切り

以前でも受付終了とさせていただきますので、ご了承くださ

い。 
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【展示／ポスター詳細】 
１） 展示コマについて 

展示コマは、下左図のように［幅 1800mm、高さ 900mm のパネルボード（ピン止

めなどが可能）］＋［幅 1800mm、奥行き 450mm、高さ約 720mm の机］を１

コマとします。基本は、下右図の１／２コマとしますが、実物デモなどで１コマが必

要な場合は１コマの使用も可能です。 

 
 

２） 電源について 

ご希望により、100V の電源も用意いたします。供給可能な電力量はそれほど大きく

ないので大電力が必要なデモはご遠慮ください。使用電力量については、後日調査い

たします。 

３） 展示レイアウトについて 

展示レイアウトは、事務局で割り振らせていただきますが、他の企業／組織と隣接し

て展示するなど、ご要望があれば考慮いたします。 

４） 展示／ポスター公開時間について 

展示／ポスターの公開時間は昼休みと 17 時以降になります。17 時〜19 時の時間帯

は懇親会を兼ねますので、説明員の方は懇親会にもご参加いただきます。 

５） 展示／ポスターセットアップ時間について 

セットアップ時間は、前日 7 月 25 日（木）の 15:00〜17:00 の間、または当日 7

月 26 日（金）の 10 時から 12 時 30 分の間です。 

６） 展示物／ポスター搬入／搬出について 

宅配便で展示物／ポスターを搬入される場合は、前日の 7 月 25 日（木）9 時から 17

時の間に必着でお送り戴くことになります。25 日までは荷物を受け取ることができ

ませんので、ご注意ください。宛先は、別途連絡いたします。宅配便での搬出は事務

局が一括手配いたします。梱包は、当日懇親会終了後各自で行ってください。ご自身

で展示物／ポスターを搬入／搬出されても結構ですが、自動車の乗り入れが制限され

ていますので、事前にご相談ください。展示物の送り先、セットアップ、搬出などに

ついては別途お知らせいたします。 
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６． 配布資料集への宣伝広告掲載について 

ü ご希望があれば、参加者に配布する資料集に宣伝広告を掲載する

ことができます。 

ü 掲載料は無料です。 

ü 掲載を希望される場合は、開催案内メール内の「参加申込フォー

ム」またはwebでお申し込みください。 

web参加登録のURL： 

 https://pro.form-mailer.jp/fms/be6e2f8d168091 

ü 宣伝広告掲載申し込み締切は6月1４日（金）とします。 

ü 宣伝広告はA4（縦）で１社1ページといたします。 

ü 配布資料の印刷は白黒になります。フォーラム開催後、参加者の

皆様に配布資料のpdf版を配布（ダウンロード、閲覧のみ可能）

します。pdf版はカラーとなります。 

ü 掲載順は事務局にご一任頂きます。 

ü フォーラム原稿は、6月1４日（金）までにpdfファイルで事務局

（hirota.masaki.972@m.kyushu-u.ac.jp）宛にご提出くださ

い。カラーでご提出いただいた原稿は、白黒に変換して印刷いた

します。 

 

 

７． 実施体制について 

プログラム担当 

九州大学大学院統合新領域学府 

オートモーティブサイエンス専攻 

教授 廣田 正樹 

（hirota.masaki.972@m.kyushu-u.ac.jp） 

会場担当 

立命館大学理工学部 

電子情報工学科 

教授 藤野 毅 

（fujino@se.ritsumei.ac.jp） 

事務局 

立命館大学理工学部 

機械工学科 

特任教授 木股雅章 

（kimata@se.ritsumei.ac.jp） 


