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第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会システム制御情報学会研究発表講演会制御情報学会研究発表講演会
機器展示・カタログ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載カタログ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載展示・カタログ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載講演会プログ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載ラム制御情報学会研究発表講演会冊子への広告掲載への広告掲載広告掲載

企業展示の申込締切をの申込締切をを 3/9(月)に延期しました．延期しました．しました．
重要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．変更は赤色で記してあります．は赤色で記してあります．赤色で記してあります．で記してあります．記してあります．してあります．
企業展示の申込締切を申込締切を
2020 年 3 月 9 日(月)
講演会プログラムプログラム(冊子)への広告掲載申込締切を
2020 年 3 月 31 日(火)
日時：2020 年 5 月 20 日(水)〜22 日(金)
場所：神戸市産業振興センターセンター(神戸ハーバーランド内内)
https://www.kobe-ipc.or.jp/
機器展示
1 小間(W 約 180cm×D 約 90cm×H 約 180cm+ブース前方少々,テーブル付付)
80,000 円(税込), 1 名分の講演会及び懇親会参加費込の広告掲載講演会及び懇親会参加費込び懇親会参加費込懇親会参加費込
カタログ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載展示
W 約 90cm×H 約 180cm 程度+背面パネルにほぼ接したテーブルパネル付にほぼ接したテーブル接したテーブルしたテーブルテーブル付)
50,000 円(税込)
講演会プログ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載ラム制御情報学会研究発表講演会(冊子への広告掲載)への広告掲載広告掲載
1 ページ
80,000 円(税込)
1/2 ページ
50,000 円(税込)

問合せ先せ先先
SCI'20 実行委員長 羅 志偉(神戸大学)
SCI'20 展示担当
森 耕平(神戸大学)
E-mail: sci20-tenji@iscie.or.jp
関連情報
https://sci20.iscie.or.jp/

第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会システム制御情報学会プログラム研究発表講演会プログラム(SCI’20)
機器展示の申込締切を・講演会プログラムプログラムへの広告掲載のご案内案内

謹啓

貴社におかれましては，時下ますますご清栄のこに延期しました．おかれましては赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ時下ますますご清栄のこますますご案内清栄のこのこととお慶び申し上げます．び申し上げます．申し上げます．げます．

さて，時下ますますご清栄のこ来るる 2020 年 5 月 20 日(水)-22 日(金)に延期しました．，時下ますますご清栄のこ神戸市産業振興センターセンター(神戸市中央区)
に延期しました．おいて，時下ますますご清栄のこ第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会システム制御情報学会プログラム研究発表講演会プログラム(SCI'20)を開催いたします．いたします．
本講演会プログラムの主催いたします．団体は一般社団法人システム制御情報学会です．システム制御情報学会は赤色で記してあります．一般社におかれましては，時下ますますご清栄のこ団法人システム制御情報学会です．システム制御情報学会システム制御情報学会プログラムで記してあります．す．システム制御情報学会プログラム
は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこシステム/制御/情報分野の学問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的にの学問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的にと技術の発展を通して社会に貢献することを目的にの発展を通して社会に貢献することを目的にして社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラムに延期しました．貢献することを目的にすることを目的にに延期しました．
1957 年に延期しました．「日本自動制御協会」として設立以来，日本自動制御協会プログラム」として設立以来る，時下ますますご清栄のこ1988 年の「日本自動制御協会」として設立以来，システム制御情報学会プログラム」の
名称変更は赤色で記してあります．を経て，さらに，組織の基盤強化と社会的信用の増大をはかるためて，時下ますますご清栄のこさらに延期しました．，時下ますますご清栄のこ組織の基盤強化と社会的信用の増大をはかるための基盤強化と社会的信用の増大をはかるためと社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラム的に信用の増大をはかるための増大をはかるためをは赤色で記してあります．かるため 2015 年に延期しました．一
般社におかれましては，時下ますますご清栄のこ団法人システム制御情報学会です．システム制御情報学会格を取得し，を取得し，し，時下ますますご清栄のこ2016 年 4 月より一般社におかれましては，時下ますますご清栄のこ団法人システム制御情報学会です．システム制御情報学会システム制御情報学会プログラムとして活動を
続けております．現在関西地区を中心に，個人会員約けております．現在関西地区を中心に，個人会員約に延期しました．，時下ますますご清栄のこ個人システム制御情報学会です．システム制御情報学会会プログラム員約 1300 人システム制御情報学会です．システム制御情報学会，時下ますますご清栄のこ事業維持会プログラム員 36 社におかれましては，時下ますますご清栄のこを擁しし
て活動を進めております．システムめております．システム/制御/情報は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこあらゆる分野の学問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的にに延期しました．共通して社会に貢献することを目的にする横型の学問・の学問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的に・
技術の発展を通して社会に貢献することを目的にで記してあります．あり，時下ますますご清栄のこ工学システムのみな変更は赤色で記してあります．らず，時下ますますご清栄のこ情報/社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラム/環境/生体は一般社団法人システム制御情報学会です．システム制御情報学会システムな変更は赤色で記してあります．ど，時下ますますご清栄のこありとあらゆ
る領域に関連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術でに延期しました．関連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術でしており，時下ますますご清栄のこ今日の繁栄のこをもたらした技術の発展を通して社会に貢献することを目的にの中核をなす最も重要な基幹技術でをな変更は赤色で記してあります．す最も重要な基幹技術でも重要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．基幹技術の発展を通して社会に貢献することを目的にで記してあります．
あるといえます．
本講演会プログラムは赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ本学会プログラムの幅広い活動領域に関連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術でに延期しました．おける産・官・学に延期しました．わたる研究者・技術の発展を通して社会に貢献することを目的に者が，時下ますますご清栄のこ
会プログラム員・非会プログラム員を問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的にわず研究発表と情報交換を行う場として，また，システムを行う場として，また，システムう場として，また，システム場として，また，システムとして，時下ますますご清栄のこまた，時下ますますご清栄のこシステム/制御/情報分
野の学問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的にの融合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で実応用の増大をはかるためを図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でる研究開発の社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラム的にな変更は赤色で記してあります．ネットワーク構築の場としても，この分野で構築の場としても，この分野での場として，また，システムとしても，時下ますますご清栄のここの分野の学問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的にで記してあります．
は赤色で記してあります．見逃すことのできないものであります．すことので記してあります．きな変更は赤色で記してあります．いもので記してあります．あります．SCI'20 が開催いたします．される来る年は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ東京 2020 オリン
ピック構築の場としても，この分野で・パラリンピック構築の場としても，この分野で競技大をはかるため会プログラム開催いたします．という場として，また，システム記してあります．念すべき年であり，システムすべき年で記してあります．あり，時下ますますご清栄のこシステム/制御/情報に延期しました．
関連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術でする従来るからの多様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とな変更は赤色で記してあります．セッションに延期しました．加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とえ，時下ますますご清栄のこスポーツや健康に関わる最新の技術開発とや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．関わる最も重要な基幹技術で新の技術開発との技術の発展を通して社会に貢献することを目的に開発と
産業化と社会的信用の増大をはかるためをテーマにした特別講演を企画しております．また，超少子高齢社会における医に延期しました．した特別講演を企画しております．また，超少子高齢社会における医しております．また，時下ますますご清栄のこ超少子高齢社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラムに延期しました．おける医
療・リハビリテーション・介護・社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラム福祉や安心安全な超スマート社会や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で安心に，個人会員約安全な超スマート社会な変更は赤色で記してあります．超スマにした特別講演を企画しております．また，超少子高齢社会における医ート社におかれましては，時下ますますご清栄のこ会プログラム Society5.0，時下ますますご清栄のこさ
らに延期しました． SDGs の実現を意識した健康学，防災学とソーシャル情報知能学などを含むテーマした健康に関わる最新の技術開発と学，時下ますますご清栄のこ防災学とソーシャル情報知能学などを含むテーマ情報知能学な変更は赤色で記してあります．どを含むテーマむテーマテーマにした特別講演を企画しております．また，超少子高齢社会における医
セッション，時下ますますご清栄のこチュートリアル情報知能学などを含むテーマ講演，時下ますますご清栄のこ招待講演，時下ますますご清栄のこ企業展示の申込締切をな変更は赤色で記してあります．ども予定しており，発表論文数しており，時下ますますご清栄のこ発表論文数
は赤色で記してあります． 300 編超，時下ますますご清栄のこ参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と者数は赤色で記してあります．約 500 人システム制御情報学会です．システム制御情報学会と予想しております．しております．
是非とも貴社におかれましては，時下ますますご清栄のこに延期しました．おかれましては赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ機器展示の申込締切を・カタログ展示の申込締切を，時下ますますご清栄のこ講演会プログラムプログラムへの広告
掲載を賜りたく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒りたく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒上げます．げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒に延期しました．勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒な変更は赤色で記してあります．お願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒いで記してあります．恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒に延期しました．存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ますが，時下ますますご清栄のこご案内検討のほど何卒のほど何卒
よろしく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒お願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒い申し上げます．げます．
末筆ではございますが，貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます．で記してあります．は赤色で記してあります．ご案内ざいますが，時下ますますご清栄のこ貴社におかれましては，時下ますますご清栄のこの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます．のご案内発展を心に，個人会員約よりお祈り申し上げます．り申し上げます．げます．
謹白

2019 年 12 月吉日
システム制御情報学会プログラム会プログラム長
大をはかるため阪大をはかるため学大をはかるため学院工学研究科 教授

大をはかるため須賀 公一

第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会システム制御情報学会プログラム研究発表講演会プログラム 組織の基盤強化と社会的信用の増大をはかるため委員長
神戸大をはかるため学大をはかるため学院システム情報学研究科 教授 貝原 俊也
第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会システム制御情報学会プログラム研究発表講演会プログラム 実行う場として，また，システム委員長
神戸大をはかるため学大をはかるため学院システム情報学研究科 教授 羅 志偉

募集要項
第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会 システム制御情報学会プログラム研究発表講演会プログラム(SCI’20)
機器展示の申込締切を・カタログ展示の申込締切を・講演会プログラムプログラム冊子への広告掲載
SCI’20 実行う場として，また，システム委員会プログラム
講演会プログラム名 : 第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会システム制御情報学会プログラム研究発表講演会プログラム(SCI’20)
https://sci20.iscie.or.jp/
主催いたします．・企画しております．また，超少子高齢社会における医 : システム制御情報学会プログラム
日程 : 2020 年 5 月 20 日(水)〜22 日(金) (3 日間)
場として，また，システム所 : 神戸市産業振興センターセンター(神戸市中央区,懇親会プログラムは赤色で記してあります．ザ マにした特別講演を企画しております．また，超少子高齢社会における医ーカススク構築の場としても，この分野でエア 神戸)
申込手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒順：別紙参照
1. 機器展示の申込締切を・カタログ展示の申込締切を
ブース設置場として，また，システム所 : 神戸市産業振興センターセンター 901 会プログラム議室(13m×16m 程度)
・講演会プログラムの受付と隣接した部屋です．と隣接した部屋です．した部屋です．で記してあります．す．
・室内の様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と子(画しております．また，超少子高齢社会における医像は机を配置した場合は赤色で記してあります．机を配置した場合を配置した場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で)は赤色で記してあります．こちらから確認できます．で記してあります．きます．
https://www.kobe-ipc.or.jp/facility/floorguide/9f.html
機器展示の申込締切を :
・1 小間(W 約 180cm×D 約 90cm×H 約 180cm + ブース前方少々のご発展を心よりお祈り申し上げます．,テーブル情報知能学などを含むテーマ付と隣接した部屋です．)あたり
80,000 円(税込)
・消費電力はは赤色で記してあります． 1 小間あたり標準 300W，時下ますますご清栄のこ最も重要な基幹技術で大をはかるため 350W とします．
これより大をはかるためきな変更は赤色で記してあります．電力はが必要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．ご案内相談ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
・出展料には，に延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ1 小間あたり 1 名様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と分の講演会プログラム参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と登録料には，と懇親会プログラム費を含むテーマみます．
・別紙の詳細情報もご案内確認できます．下ますますご清栄のこさい．
カタログ展示の申込締切を :
・W 約 90cm×H 約 180cm+背面パネルにほぼ接したテーブルパネル情報知能学などを含むテーマに延期しました．ほぼ接したテーブル接した部屋です．したテーブル情報知能学などを含むテーマ
50,000 円(税込)
・テーブル情報知能学などを含むテーマに延期しました．カタログ類を置き，必要に応じて背面パネルにポスター等を掲示でを置き，時下ますますご清栄のこ必要な変更は赤色で記してあります．に延期しました．応じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒て背面パネルにほぼ接したテーブルパネル情報知能学などを含むテーマに延期しました．ポスター等を掲示でを掲示の申込締切をで記してあります．
きます．
・必要な変更は赤色で記してあります．に延期しました．応じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒てカタログや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でポスターを使って口頭で説明をして頂くことも可能でって口頭で説明をして頂くことも可能でで記してあります．説明をして頂くことも可能でをして頂くことも可能でく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ことも可能で記してあります．
すが，時下ますますご清栄のこ電源は提供されません．また，懇親会費および講演会の聴講に必要な講は赤色で記してあります．提供されません．また，懇親会費および講演会の聴講に必要な講されません．また，時下ますますご清栄のこ懇親会プログラム費および申し上げます．講演会プログラムの聴講に延期しました．必要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．講
演会プログラム参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と登録料には，は赤色で記してあります．含むテーマまれません．
申込期しました．限:2020 年 3 月 9 日(月)
・締切を前で記してあります．も予定しており，発表論文数ブース数に延期しました．達し次第締め切らせていただきます．し次第締め切をらせていただきます．
・や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でむテーマを得し，な変更は赤色で記してあります．い事情がある場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ申込期しました．限まで記してあります．は赤色で記してあります．キャンセル情報知能学などを含むテーマ料には，は赤色で記してあります．発生しません．
・主催いたします．者は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ災害等を掲示での不可抗力はまたは赤色で記してあります．や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でむテーマを得し，な変更は赤色で記してあります．い事情に延期しました．より，時下ますますご清栄のこ会プログラム期しました．･開催いたします．時間な変更は赤色で記してあります．どを変
更は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこまたは赤色で記してあります．開催いたします．を中止する場合があります．中止の場合，出展料は返金いたしますが，する場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でがあります．中止する場合があります．中止の場合，出展料は返金いたしますが，の場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で，時下ますますご清栄のこ出展料には，は赤色で記してあります．返金いたしますが，時下ますますご清栄のこ
出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．で記してあります．それまで記してあります．に延期しました．要な変更は赤色で記してあります．した費用の増大をはかるためは赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ各社におかれましては，時下ますますご清栄のこのご案内負担となりますのでご了承ください．とな変更は赤色で記してあります．りますので記してあります．ご案内了承ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．

2. 講演会プログラムプログラム(冊子)への広告掲載
A4 サイズ１ページ 80,000 円(税込)
A4 サイズ 1/2 ページ 50,000 円(税込)
刷上げます．りは赤色で記してあります．モノク構築の場としても，この分野でロとな変更は赤色で記してあります．ります．
広告原稿はできるだけ高品位なは赤色で記してあります．で記してあります．きるだけ高品位なな変更は赤色で記してあります． PDF 形式で電子形式で出稿願います．で記してあります．電子形式で電子形式で出稿願います．で記してあります．出稿はできるだけ高品位な願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒います．
申込期しました．限は赤色で記してあります． 2020 年 3 月 31 日(火)で記してあります．す．
質問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的に・ご案内要な変更は赤色で記してあります．望に関しては，に延期しました．関しては赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこE-mail に延期しました．て下ますますご清栄のこ記してあります．まで記してあります．連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術で絡願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒います．
SCI’20 実行う場として，また，システム委員長
羅 志偉(神戸大をはかるため学)
SCI’20 展示の申込締切を担となりますのでご了承ください．当
森 耕平(神戸大をはかるため学)
E-mail: sci20-tenji@iscie.or.jp

詳細情報(1/4)
第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会 システム制御情報学会プログラム 研究発表講演会プログラム SCI’20
機器展示の申込締切を・カタログ展示の申込締切をに延期しました．関する詳細情報(2019/12/11)
特に延期しました．機器展示の申込締切をを検討のほど何卒される方は赤色で記してあります．ご案内確認できます．願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒います．現時点では下記の内容から少々変更されで記してあります．は赤色で記してあります．下ますますご清栄のこ記してあります．の内容から少々変更されから少々のご発展を心よりお祈り申し上げます．変更は赤色で記してあります．され
る可能性がありますが，その際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．がありますが，時下ますますご清栄のこその際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．に延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ出展者様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．不利にならないよう努力いたします．に延期しました．な変更は赤色で記してあります．らな変更は赤色で記してあります．いよう場として，また，システム努力はいたします．
■

機器展示の申込締切をの小間仕様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と

■

小間の割当て

【基礎小間】出展料には，に延期しました．含むテーマまれるもの
・小間：
180cm 程度(Ｗ)×90cm 程度(Ｄ)×180cm 程度(Ｈ)+ブース前方・後方のスペース少々のご発展を心よりお祈り申し上げます．．
ブースの背面パネルにほぼ接したテーブルは赤色で記してあります．一辺が約が約 180cm の正方形状で，上半分で記してあります．，時下ますますご清栄のこ上げます．半分(ご案内希望に関しては，があれば下半分や側下ますますご清栄のこ半分や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．
面パネルにほぼ接したテーブル内側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．も)に延期しました．ポスター等を掲示でを貼り付けることができます．また，側面の壁は不要な旨り付と隣接した部屋です．けることがで記してあります．きます．また，時下ますますご清栄のこ側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．面パネルにほぼ接したテーブルの壁は不要な旨は赤色で記してあります．不要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．旨
を前もって教えて頂くことも可能でいた場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．設置いたしません．
高さは赤色で記してあります．ブースの壁は不要な旨面パネルにほぼ接したテーブルの高さで記してあります．あり，時下ますますご清栄のこ天井(高さ約 270cm)に延期しました．ぶつかったり転倒したりしたり
する恐れがな変更は赤色で記してあります．ければ下半分や側少々のご発展を心よりお祈り申し上げます．な変更は赤色で記してあります．ら超過してもかまいません．してもかまいません．
・照明をして頂くことも可能で(建物の天井の照明の天井の照明をして頂くことも可能で)
・ポスターパネル情報知能学などを含むテーマとしては赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこブースの背面パネルにほぼ接したテーブルとブースの側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．面パネルにほぼ接したテーブルを利にならないよう努力いたします．用の増大をはかるためします．
・展示の申込締切を台： 会プログラム議室の机を配置した場合(W180×D60×H70 を一つもしく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒は赤色で記してあります．二つ，もしくは，ブースとセットのつ，時下ますますご清栄のこもしく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこブースとセットの
テーブル情報知能学などを含むテーマ(W180cm×D45cm 程度 or D60cm 程度×H 未定しており，発表論文数)を使って口頭で説明をして頂くことも可能で用の増大をはかるためします．
天板布(白)は赤色で記してあります．実行う場として，また，システム委員会プログラムで記してあります．準備します．します．
・PC 等を掲示でのための電源は提供されません．また，懇親会費および講演会の聴講に必要な講(標準 300W，時下ますますご清栄のこ最も重要な基幹技術で大をはかるため 350W．超過してもかまいません．する場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．応相談ください．)と標準的にな変更は赤色で記してあります．延長コード類類を置き，必要に応じて背面パネルにポスター等を掲示で．
・社におかれましては，時下ますますご清栄のこ名版：ご案内要な変更は赤色で記してあります．望に関しては，があれば下半分や側，時下ますますご清栄のこ背面パネルにほぼ接したテーブルパネル情報知能学などを含むテーマもしく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒は赤色で記してあります．ブース前方に延期しました．設置します．
・展示の申込締切を期しました．間中及び設営・撤去時のスペース使用料び申し上げます．設営・撤去時のスペース使って口頭で説明をして頂くことも可能で用の増大をはかるため料には，
※上げます．記してあります．以外の小間内装飾は出展社様にてご準備下さい．の小間内装飾は出展社様にてご準備下さい．は赤色で記してあります．出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．てご案内準備します．下ますますご清栄のこさい．
1）小間の割当ては赤色で記してあります．出展物の天井の照明の種類を置き，必要に応じて背面パネルにポスター等を掲示で，時下ますますご清栄のこ小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し，申込み締切後にな変更は赤色で記してあります．どを考慮し，申込み締切後にし，時下ますますご清栄のこ申込み締切を後に延期しました．
主催いたします．者が決定しており，発表論文数し，時下ますますご清栄のこ各出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とへ通して社会に貢献することを目的に知いたします．出展者は赤色で記してあります．この割当てに延期しました．対する異議申立てはできする異議申立ては赤色で記してあります．で記してあります．き
ませんので記してあります．ご案内了承ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
2）主催いたします．者の承ください．諾なく，小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことはご遠慮ください．な変更は赤色で記してあります．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒，時下ますますご清栄のこ小間の全な超スマート社会部または赤色で記してあります．一部の譲渡・交換を行う場として，また，システムを行う場として，また，システムう場として，また，システムことは赤色で記してあります．ご案内遠慮し，申込み締切後にく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．

■

出展の取消し

1）申込書提出後の取消しは赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ原則として受けかねます．ただし，やむを得ない理由で出展の取消として受けかねます．ただし，時下ますますご清栄のこや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でむテーマを得し，な変更は赤色で記してあります．い理由で出展の取消で記してあります．出展の取消
を希望に関しては，される場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．文書に延期しました．て事情を説明をして頂くことも可能でし，時下ますますご清栄のこ主催いたします．者の承ください．認できます．を受けてく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
2）出展を取消された場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で，時下ますますご清栄のこ下ますますご清栄のこ記してあります．の規定しており，発表論文数に延期しました．基づきキャンセル情報知能学などを含むテーマ料には，を申し受けます．
2020 年 3 月 9 日（火） まで記してあります． や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でむテーマを得し，な変更は赤色で記してあります．い理由で出展の取消の場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．キャンセル情報知能学などを含むテーマ料には，金は赤色で記してあります．頂くことも可能できません
2020 年 4 月 17 日（金）まで記してあります． キャンセル情報知能学などを含むテーマ分の出展料には，の 20％
2020 年 5 月 15 日（金）まで記してあります． キャンセル情報知能学などを含むテーマ分の出展料には，の 50％
2020 年 5 月 16 日（土）から キャンセル情報知能学などを含むテーマ分の出展料には，の全な超スマート社会額

■

企業ロゴに関してに延期しました．関して

機器展示の申込締切ををお申込みいただいた出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とのロゴに関してを研究発表講演会プログラムのホームページに延期しました．掲載し，時下ますますご清栄のこ出
展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とのホームページへのリンク構築の場としても，この分野でを貼り付けることができます．また，側面の壁は不要な旨らせていただきたいと思います．機器展示をお申込みいたいます．機器展示の申込締切ををお申込みいた
だいた出展者様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこロゴに関してとホームページの URL をお問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的に合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でせしますが，時下ますますご清栄のこロゴに関しての掲載あるいは赤色で記してあります．ホー
ムページへのリンク構築の場としても，この分野でが不要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこそのよう場として，また，システムに延期しました．お申し付と隣接した部屋です．けく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．

■

変更は赤色で記してあります．・中止する場合があります．中止の場合，出展料は返金いたしますが，

主催いたします．者は赤色で記してあります．不可抗力はまたは赤色で記してあります．や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でむテーマを得し，な変更は赤色で記してあります．い事情に延期しました．より，時下ますますご清栄のこ会プログラム期しました．･開催いたします．時間な変更は赤色で記してあります．どを変更は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこまたは赤色で記してあります．開催いたします．を中
止する場合があります．中止の場合，出展料は返金いたしますが，する場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でがあります．中止する場合があります．中止の場合，出展料は返金いたしますが，の場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で，時下ますますご清栄のこ出展料には，は赤色で記してあります．返金いたしますが，時下ますますご清栄のこ出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．で記してあります．それまで記してあります．に延期しました．要な変更は赤色で記してあります．し
た費用の増大をはかるためは赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ各社におかれましては，時下ますますご清栄のこのご案内負担となりますのでご了承ください．とな変更は赤色で記してあります．りますので記してあります．ご案内了承ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．

■

出展物の天井の照明の管理及び設営・撤去時のスペース使用料び申し上げます．事故

1）各出展物の天井の照明の管理は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ出展者が責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，主催は補償を負う場として，また，システムものとし，時下ますますご清栄のこ盗難・紛失・損害等を掲示でに延期しました．ついて，時下ますますご清栄のこ主催いたします．は赤色で記してあります．補償
を含むテーマめた一切をの責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，主催は補償を負いかねます．5/20 と 5/21 の展示の申込締切を時間終了後に延期しました．は赤色で記してあります．展示の申込締切を室を施錠します．します．
2）出展者の行う場として，また，システム為により事故が発生した場合は，当該出展社様の責任において解決するものとし主に延期しました．より事故が発生した場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ当該出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発との責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，主催は補償に延期しました．おいて解決するものとし主
催いたします．者は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のここれに延期しました．対する異議申立てはできし一切をの責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，主催は補償を負いません．
3) 特別に延期しました．重いもの，時下ますますご清栄のこ350W を超える電力はを消費する可能性がありますが，その際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．があるものや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で特別に延期しました．速く動くものの展く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒動く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ものの展
示の申込締切をを希望に関しては，される場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ必ず事前に延期しました．ご案内相談ください．下ますますご清栄のこさい．

詳細情報(2/4)
■

搬入出スケジュール情報知能学などを含むテーマ（予定しており，発表論文数）

・会プログラム場として，また，システムまで記してあります．事前に延期しました．荷物の天井の照明を送付と隣接した部屋です．していただく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ことが可能で記してあります．すが，時下ますますご清栄のこ保管場として，また，システム所に延期しました．は赤色で記してあります．限りがあります．ま
た，時下ますますご清栄のこ通して社会に貢献することを目的に常の大きさの段ボール箱一つ分まで，扱いが難しいものや破損の恐れがあるものは受けの大をはかるためきさの段ボール箱一つ分まで，扱いが難しいものや破損の恐れがあるものは受けボール情報知能学などを含むテーマ箱一つ分まで記してあります．，時下ますますご清栄のこ扱いが難しいものや破損の恐れがあるものは受けいが難しいものや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で破損の恐れがあるものは赤色で記してあります．受け
付と隣接した部屋です．けな変更は赤色で記してあります．い等を掲示での制限があります．詳細は赤色で記してあります．申込後に延期しました．ご案内連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術で絡いたします．
・事前に延期しました．お送りいただく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で，時下ますますご清栄のこSCI’20 の荷物の天井の照明で記してあります．あることがわかるよう場として，また，システムに延期しました．お送りく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．（原則として受けかねます．ただし，やむを得ない理由で出展の取消
として宅配をご案内利にならないよう努力いたします．用の増大をはかるためく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．その他ご不明な点に関してはご相談ください．）ご案内不明をして頂くことも可能でな変更は赤色で記してあります．点では下記の内容から少々変更されに延期しました．関しては赤色で記してあります．ご案内相談ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．）
・搬入・搬出のための作業時間は赤色で記してあります．下ますますご清栄のこ記してあります．の日程で記してあります．予定しており，発表論文数しておりますが，時下ますますご清栄のこ正式で電子形式で出稿願います．な変更は赤色で記してあります．スケジュール情報知能学などを含むテーマは赤色で記してあります．小間
割り通して社会に貢献することを目的に知の際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．に延期しました．学会プログラム事務局もしくは実行委員会よりお知らせいたします．もしく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒は赤色で記してあります．実行う場として，また，システム委員会プログラムよりお知らせいたします．

搬入と設営：5 月 20 日（水） 9:00 〜 10:30
搬出
：5 月 22 日（金）15:00 〜 17:00
■

搬入経て，さらに，組織の基盤強化と社会的信用の増大をはかるため路
神戸市産業振興センターセンター南側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．入り口の隣が大をはかるため型の学問・の荷物の天井の照明の搬入場として，また，システム所で記してあります．す．詳細は赤色で記してあります．小間割り

通して社会に貢献することを目的に知の際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．に延期しました．併せてお知らせいたします．また，神戸市産業振興センターの両隣は民間の駐車場せてお知らせいたします．また，時下ますますご清栄のこ神戸市産業振興センターセンターの両隣は赤色で記してあります．民間の駐車場として，また，システム
に延期しました．な変更は赤色で記してあります．っております．

■

搬入・出時の諸注意

1）運搬・開梱・展示の申込締切を作業な変更は赤色で記してあります．どで記してあります．，時下ますますご清栄のこ他ご不明な点に関してはご相談ください．）の出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発との妨げにならないようご注意ください．特に，搬げに延期しました．な変更は赤色で記してあります．らな変更は赤色で記してあります．いよう場として，また，システムご案内注意く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．特に延期しました．，時下ますますご清栄のこ搬
入出口で記してあります．の開梱作業な変更は赤色で記してあります．どは赤色で記してあります．ご案内遠慮し，申込み締切後にく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
2）搬入出の作業に延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ必ず出展責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，主催は補償者が立ち会プログラムってく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
3）搬入後の展示の申込締切を会プログラム場として，また，システムで記してあります．の装飾は出展社様にてご準備下さい．又は出展物の開梱などの際に生じた廃材・梱包資材類，廃材等は，は赤色で記してあります．出展物の天井の照明の開梱な変更は赤色で記してあります．どの際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．に延期しました．生じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒た廃材・梱包資材類を置き，必要に応じて背面パネルにポスター等を掲示で，時下ますますご清栄のこ廃材等を掲示では赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ
各出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発との責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，主催は補償に延期しました．おいて完全な超スマート社会に延期しました．撤去してく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
4）搬入出時の駐車スペース利にならないよう努力いたします．用の増大をはかるための調整は原則として行いませんが，搬入出時の積下しに時間がかは赤色で記してあります．原則として受けかねます．ただし，やむを得ない理由で出展の取消として行う場として，また，システムいませんが，時下ますますご清栄のこ搬入出時の積下ますますご清栄のこしに延期しました．時間がか
かりそう場として，また，システムな変更は赤色で記してあります．場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．事前に延期しました．相談ください．願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒います．
5）会プログラム場として，また，システムで記してあります．ある神戸市産業振興センターセンターの両隣は赤色で記してあります．民間の駐車場として，また，システムで記してあります．す．平日に延期しました．混雑のために利用できのために延期しました．利にならないよう努力いたします．用の増大をはかるためで記してあります．き
な変更は赤色で記してあります．いことは赤色で記してあります．滅多に延期しました．ありません．

■

梱包材等を掲示での保管場として，また，システム所
梱包材等を掲示での保管場として，また，システム所は赤色で記してあります．設けておりません．原則として受けかねます．ただし，やむを得ない理由で出展の取消としてブース内や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でブース背面パネルにほぼ接したテーブルパネル情報知能学などを含むテーマの裏側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．をご案内

利にならないよう努力いたします．用の増大をはかるためく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．

■

出展料には，の支払方法

原則として受けかねます．ただし，やむを得ない理由で出展の取消として，時下ますますご清栄のこ研究発表講演会プログラムの会プログラム期しました．後に延期しました．学会プログラム事務局もしくは実行委員会よりお知らせいたします．より指定しており，発表論文数された送り先へ請求書をお送りしへ請求書をお送りし
ます．出展者様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とは赤色で記してあります．請求書受領後，時下ますますご清栄のこ請求書発行う場として，また，システム日より１ヶ月以内に総小間料を請求書記載の口座へ月以内に延期しました．総小間料には，を請求書記してあります．載の口座へへ
お振込みく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
※ 金融機関発行う場として，また，システムの振込控をもって，領収書にかえさせていただきます．をもって，時下ますますご清栄のこ領収書に延期しました．かえさせていただきます．
※ 振込手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒数料には，は赤色で記してあります．出展社におかれましては，時下ますますご清栄のこ様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．てご案内負担となりますのでご了承ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
※ 手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒形等を掲示でに延期しました．よるお支払いは赤色で記してあります．ご案内遠慮し，申込み締切後にく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
※ 講演会プログラム開催いたします．前のお支払いを希望に関しては，される場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．ご案内相談ください．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．
■ 講演聴講・懇親会プログラムの登録に延期しました．ついて
機器展示の申込締切をの場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で，時下ますますご清栄のこ1 名様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発との参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と登録料には，・懇親会プログラム費が出展料には，に延期しました．含むテーマまれております．当日参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と証をお渡をお渡
しいたします．追加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とで記してあります．懇親会プログラムに延期しました．参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とされる場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で，時下ますますご清栄のこ追加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とで記してあります．聴講をご案内希望に関しては，される場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野での手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒続けております．現在関西地区を中心に，個人会員約きは赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ出
展申込後に延期しました．ご案内案内します．
な変更は赤色で記してあります．お，時下ますますご清栄のこ講演会プログラムへの参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．関しては赤色で記してあります．当日のご案内登録も可能で記してあります．す．

参加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発と費等を掲示での情報： https://sci20.iscie.or.jp/cfp/

詳細情報(3/4)
機器展示の広告掲載ブースの広告掲載設置例
グ展示・講演会プログラム冊子への広告掲載レーの広告掲載テーブル付の広告掲載サイズはは 901 会議室の机を使用した場合の広告掲載机を使用した場合を使用した場合使用した場合したテーブル場合せ先
ブース前方で記してあります．説明をして頂くことも可能でする場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で

ブース内で記してあります．説明をして頂くことも可能でする場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で

下半分の講演会及び懇親会参加費込にもパネル設置可パネル付設置可

背面パネルにほぼ接したテーブル下半分の講演会及び懇親会参加費込から出入り可出入り可り可可
(下半分の講演会及び懇親会参加費込にパネル付を使用した場合設置
しない場合場合せ先)

詳細情報(4/4)
SCI’20 機器展示の申込締切を・カタログ展示の申込締切をの暫定しており，発表論文数スケジュール情報知能学などを含むテーマ(2019/12/11 版)
本資料には，で記してあります．説明をして頂くことも可能でするスケジュール情報知能学などを含むテーマは赤色で記してあります．暫定しており，発表論文数的にな変更は赤色で記してあります．もので記してあります．あり，時下ますますご清栄のこ講演数や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で展示の申込締切を数な変更は赤色で記してあります．どの本講演会プログラムの
詳細が定しており，発表論文数まるに延期しました．したがって適宜更は赤色で記してあります．新の技術開発とされます．更は赤色で記してあります．新の技術開発との際には，出展者様に不利にならないよう努力いたします．に延期しました．は赤色で記してあります．出展者様なセッションに加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とに延期しました．不利にならないよう努力いたします．に延期しました．な変更は赤色で記してあります．らな変更は赤色で記してあります．いよ
う場として，また，システム努力はいたします．
■搬入と設営
5 月 20 日(水) 9:00 頃〜10:30 頃
・会プログラム場として，また，システムで記してあります．ある神戸市産業振興センターセンターの両隣は赤色で記してあります．民間の駐車場として，また，システムで記してあります．す．
通して社会に貢献することを目的に常の大きさの段ボール箱一つ分まで，扱いが難しいものや破損の恐れがあるものは受けの平日に延期しました．酷く混雑することは滅多にありません．く存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒混雑のために利用できすることは赤色で記してあります．滅多に延期しました．ありません．
・神戸市産業振興センターセンターの大をはかるため型の学問・荷物の天井の照明の搬入口は赤色で記してあります．建物の天井の照明の南側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．(正面パネルにほぼ接したテーブル玄関の反対する異議申立てはでき側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．)で記してあります．す．
搬入口の駐車スペースが狭いので，この搬入口をご利用予定であり積み下ろしに時いので記してあります．，時下ますますご清栄のここの搬入口をご案内利にならないよう努力いたします．用の増大をはかるため予定しており，発表論文数で記してあります．あり積み下ますますご清栄のころしに延期しました．時
時間がかかりそう場として，また，システムな変更は赤色で記してあります．場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ事前に延期しました．に延期しました．ご案内相談ください．願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒います．
・事前に延期しました．会プログラム場として，また，システム宛に荷物を送付していただくことも可能です．に延期しました．荷物の天井の照明を送付と隣接した部屋です．していただく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ことも可能で記してあります．す．
■展示の申込締切を
5 月 20 日(水) 10:30 頃〜17:00 頃
・20 日の講演開始時刻はは赤色で記してあります． 10:00 を予定しており，発表論文数しております．
・設営がで記してあります．き次第，時下ますますご清栄のこ展示の申込締切を・説明をして頂くことも可能でを開始してく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださってかまいません．
5 月 21 日(木)
9:00 頃〜13:00 頃(午後は赤色で記してあります．懇親会プログラムのために延期しました．別会プログラム場として，また，システムに延期しました．移動)
5 月 22 日(金)
9:00 頃〜15:00 頃
■搬出
5 月 22 日(金)15:00 頃〜17:00(厳守)
その他ご不明な点に関してはご相談ください．）に延期しました．関しましては赤色で記してあります．，時下ますますご清栄のこ詳細が決まり次第順次連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術で絡いたします．

申込手順
申込手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒順
以下ますますご清栄のこの情報を電子メール情報知能学などを含むテーマに延期しました．より
SCI’20 実行う場として，また，システム委員会プログラム 展示の申込締切を担となりますのでご了承ください．当
森 耕平(神戸大をはかるため学)
sci20-tenji@iscie.or.jp
まで記してあります．お知らせく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒ださい．折り返し連絡させて頂きます．り返し連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術で絡させて頂くことも可能できます．
お問と技術の発展を通して社会に貢献することを目的に合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でせも同じ電子メールアドレス宛にお願いします．じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒電子メール情報知能学などを含むテーマアド類レス宛に荷物を送付していただくことも可能です．に延期しました．お願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒いします．

*印は必須項目です．は赤色で記してあります．必須項目で記してあります．す．
1. 組織の基盤強化と社会的信用の増大をはかるために延期しました．ついて
・組織の基盤強化と社会的信用の増大をはかるため名*
・所在地*
・代表者名*
・URL

2. 担となりますのでご了承ください．当者に延期しました．ついて
・所属部署*
・氏名*
・連しており，今日の繁栄をもたらした技術の中核をなす最も重要な基幹技術で絡先へ請求書をお送りし住所(上げます．記してあります．と異な変更は赤色で記してあります．る場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．必須*)
・電話番号*
・FAX 番号
・E メール情報知能学などを含むテーマアド類レス*

3. 申込内容から少々変更され*
・機器展示の申込締切を，時下ますますご清栄のこカタログ展示の申込締切を，時下ますますご清栄のこ講演概要な変更は赤色で記してあります．集のご案内広告の別
・機器展示の申込締切をの場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野では赤色で記してあります．小間の数(原則として受けかねます．ただし，やむを得ない理由で出展の取消 1 小間もしく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒は赤色で記してあります． 2 小間,追加え，スポーツや健康に関わる最新の技術開発とは赤色で記してあります．応相談ください．)と展示の申込締切を予定しており，発表論文数物の天井の照明の概要な変更は赤色で記してあります．
・必要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．電力はや実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で展示の申込締切をスペースな変更は赤色で記してあります．どが特殊な場合な変更は赤色で記してあります．場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で(350W 超の電力はが必要な変更は赤色で記してあります．な変更は赤色で記してあります．ど)に延期しました．は赤色で記してあります．その説明をして頂くことも可能で．
1 小間あたり 350W を超過してもかまいません．しな変更は赤色で記してあります．い場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でで記してあります．も，時下ますますご清栄のこ大をはかるため雑のために利用でき把な使用量を書いて頂けると助かります．な変更は赤色で記してあります．使って口頭で説明をして頂くことも可能で用の増大をはかるため量を書いて頂けると助かります．を書いて頂くことも可能でけると助かります．かります．
・講演プログラム冊子への広告の掲載の場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります． A4 で記してあります． 1 ページ分か 1/2 ページ分かの別．
・特殊な場合事情がある場として，また，システム合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野でに延期しました．は赤色で記してあります．その詳細．
・その他ご不明な点に関してはご相談ください．）の希望に関しては，(ブースの側でそれまでに要した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください．面パネルにほぼ接したテーブルは赤色で記してあります．無などを考慮し，申込み締切後にい方がよい,ウェブサイトへのロゴに関しての掲載は赤色で記してあります．不要な変更は赤色で記してあります．,展示の申込締切を台は赤色で記してあります．特別
に延期しました．重いものを乗せられるものを希望するせられるものを希望に関しては，する,カタログ展示の申込締切を時に延期しました．説明をして頂くことも可能で係が常駐する等が常の大きさの段ボール箱一つ分まで，扱いが難しいものや破損の恐れがあるものは受け駐する等を掲示で)．ご案内希望に関しては，に延期しました．沿ええ
な変更は赤色で記してあります．いこともあります．詳細の調整は原則として行いませんが，搬入出時の積下しに時間がかは赤色で記してあります．申込後に延期しました．再度行う場として，また，システムいますが，時下ますますご清栄のこ都合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で上げます．，時下ますますご清栄のこ申込時に延期しました．大をはかるため雑のために利用でき把な使用量を書いて頂けると助かります．に延期しました．で記してあります．も
書いて頂くことも可能でけると助かります．かります．
4. 決済関係が常駐する等*
・合や実応用を図る研究開発の社会的なネットワーク構築の場としても，この分野で計金額(350W 超の電力はな変更は赤色で記してあります．どの特殊な場合事情を除くく存じ上げます．誠に勝手なお願いで恐縮に存じますが，ご検討のほど何卒)
・請求書の送付と隣接した部屋です．先へ請求書をお送りし

更は赤色で記してあります．新の技術開発と履歴
2019/12/11: 公開
2019/12/18: タイプミス等を掲示での微修正
2020/02/26: 企業展示の申込締切を(機器展示の申込締切を,カタログ展示の申込締切を)の申込締切をの変更は赤色で記してあります．

