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２０１８年 第２７回日本 NC LI 技術フォーラム
計量計測標準・計測器展示会のお知らせと出展のお願い
謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

本会は、計量・計測標準、校正・試験ラボ関係者による研究・校正・試験等に関する技術・管理の発表・
交流の集りとして、1992 年より日本 NCSLI 技術フォーラムを、会員のボランティアにより毎年開催して
おります。わずか 12 名の会合からスタートした本フォーラムの参加者は年々増加し、現在では、国内の
「計量・計測標準」に携わる方々の技術・情報交換の場として大きな役割を担うようになりました。これ
もひとえに、参加者のみなさま、国立研究開発法人産業技術総合研究所をはじめとする関連団体、そして、
併設開催の計量計測標準・計測器展に出展いただいている企業・団体のみなさまのご協力のおかげであり
ます。御礼申し上げます。
本年は、別紙要項の通り、
「第 27 回日本 NCSLI 技術フォーラム」
（後援：産総研）及び計量計測標準・
計測器展を開催致します。例年通り、フォーラム・展示会ともに４階コンベンションホールでの開催とし、
華美な装飾はせず実質的な内容で関係者のお役に立つ展示会の開催を目指し、よりよい会場の雰囲気を演
出できるように準備を進めております。みなさまにおかれましては、日頃、標準器・計測器・校正器・校
正設備等を使用されている方々に対して、これまで研究開発された技術の紹介ならびに情報提供の場、ま
た、貴社製品の販路拡大の機会とご理解いただき、同封の出展募集案内書をご検討の上、厳しい経済情勢
の中ではありますが、積極的にご出展くださいますようご案内申しあげます。
なお、展示会出展費用は展示会のドリンクコーナーの設置費用及びフォーラム運営費用等に充当させて
頂きます。
ご不明の点等ございましたら事務局までご連絡ください。

敬具

問い合わせ先
事務局：横河電機（株）経営監査・品質保証本部 QHSE 統制センター計測標準部

霞

e-mail： office@ncsli-j.org または、
yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com
TEL：055-243-0347 ／ FAX：055-243-0535
（e-mail による連絡のご協力をお願いします）
日本 NCSLI ホームページ

：

https://www.ncsli-j.org/

芳伸

ボランティアによる計量・計測標準、校正・試験等関係者のフォーラム

第２７回日本 NCSLI 技術フォーラム
The 27th Technical Forum,
Japan National Conference of Standards Laboratories, International

併設 ： 計量計測標準・計測器展
出
出展
展の
の
ご
ご案
案内
内
●開催概要
■名称
第２７回日本 NC LI 技術フォーラム
The 27th Technical Forum,
Japan National Conference of tandards Laboratories, International
併設：計量計測標準・計測器展
＊プログラム

日本 NC LI ホームページ（https://www.ncsli-j.org/）でご確認ください。

■日時
２０１８年１１月６日（火） １日間
■時間
１0：00～１5：30（予定）
■会場
東京都大田区産業プラザ PiO（https://www.pio-ota.net/）
4F コンベンションホール
（京急蒲田駅徒歩５分、ＪＲ蒲田駅徒歩１２分 添付地図参照）
東京都大田区南蒲田 1-20-20
■入場料
フォーラム参加費が必要
■主催
非営利団体 日本 NC LI
■後援
国立研究開発法人産業技術総合研究所

●出展要領
■出展対象
出展対象物 計量計測標準器・計測機器・システム及びそれらに関連する機器、データ処理装
置、校正・試験サービスなどとし、たとえば以下の範疇に入るものとします。
●電気・電子発生機器・測定機器：電流・電圧・静電容量・インダクタンス・抵抗・インピーダンス・
電力及び電力量●周波数・時間発生機器・測定機器●精密・光学測定機器●温度発生機器・測
定機器●湿度発生機器・測定機器●圧力発生機器・測定機器●長さ・測量機器●分銅・質量測
定機器●力・トルク測定機器●振動計・振動解析機器●試験・検査機器●環境測定機器及び制
御機器●流量・発生機器・測定機器●分析機器●その他
■出展料
●製品展示
１小間（間口 1.8m×奥行き 1.2m）
４０,０００円（消費税別途）
２小間（間口 3.6m×奥行き 1.2m）
６０,０００円（消費税別途）
＊説明員２名分のフォーラム・懇親会への参加費を含みます。
●カタログ展示
１小間（間口 1.8m×奥行き 0.6m）
１０,０００円（消費税別途）
（カタログスタンド等の持込み可）
＊説明員１名分のフォーラム・懇親会への参加費を含みます。
■申込方法・申込み締切日
以下の三つの書類に必要事項を記入の上事務局までお送りください。
期限前でも予定小間数に達した時 受付を締切ります。
書類名
締切日
送付方法
出展申込書
9 月 21 日 郵送、e-mail
出展内容登録書

9 月 21 日

e-mail（Word ファイル）

展示会説明員登録申込書

10 月 20 日

郵送、e-mail

備考
予稿集への掲載原稿
となります。
来場される展示会説明
員全員の登録をお願
いします。

■出展の取消し
出展申込後の取消し及び小間数の削減 原則として認めません。
やむを得ない事情により取消し及び削減をする場合 、
申込小間数に相当する出展料を違約金としていただきます。
■出展料の支払方法
申込書が事務局に到着後、出展関係費用の請求書を発行します。
２０１８年１０月１９日（金）までに請求書記載の銀行口座にお振込ください（振り込み費用
団体にてご負担をお願いします）。

出展

■展示方法
華美な装飾 せず、テーブルに置いた形式とします。会社名の表示 壁面に貼付出来ませんの
で、出展者でテーブルの前に表示願います。
折りたたみ椅子を１小間に付き２脚用意いたします。足りない場合 事務局に申し出てください。

■商談・休憩コーナー
展示場のスペースに、テーブル・椅子を設置します。ご自由にお使いください。
■販売の禁止
販売を目的とした出展 禁止します。開幕後、販売が発覚した際に
出展を取りやめていただき、出展料 返却いたしません。
■出展料に含まれる費用
・規定時間内の会場使用料
・予稿集１部と説明員（製品展示：２名、カタログ展示１名）のフォーラム・懇親会参加費用
・予稿集への会社名・連絡先の掲載（予定）
■出展料に含まれない費用
・規定時間外の会場使用料
・会場の駐車料金
・展示及び搬入出作業等で発生した事故に対する費用
・出展物及び対人障害などの保険料
・会場設備・備品及び他社出展物の破損時の弁償費用
・放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係る費用
・その他、通常出展料に含まれないとみなされるもの
■小間の割当て
小間の割当て 事務局にて決定させていただきます。
■出展物の搬入出（予定）
●搬入準備：１１月６日（火）
●搬出整理：１１月６日（火）

午前９時過ぎ～午前１１時頃
午後３時３０分頃～午後４時３０分頃

■ 電気工事・電力使用料
●電力供給幹線工事
出展者が主供給元（展示会場床また 壁面下部）からケーブル付コンセントにより配線願いま
す。コンセント付延長ケーブル 出展者でご用意ください。
電力供給 ＡＣ１００Ｖのみです。１小間に付き７．５Ａの容量まで使用可能です。それ以上の
電流を必要とする場合 、事務局にご相談ください。
●電力使用料
電力使用料 出展料に含まれます。
■給排水・エアー
給排水・エアー等の供給

受けられません。

■管理保全
主催者 会場全般の管理をしませんので、出展者自身で管理していただきます。万一、出展物、
装飾物等の盗難、紛失、火災、損傷等の損害について 賠償の責任を負いません。

■説明員の登録方法
●説明員登録用紙に以下をご記入下さい。
説明員種
フォーラム聴講
懇親会参加
参加費用
A（製品展示：２名、
可
可
無料（出展料に含む）
カタログ展示１名）
B
不可
不可
無料
C
可
可
当日 4,000 円
注：フォーラムを聴講せずに懇親会のみ参加を希望される場合に 、B に登録し、当日、懇
親会への申込（参加費用 3,000 円）を行ってください。
●登録方法
説明員種 登録方法
A,B
・ 説明員登録申込書に必要事項を記入し出展申込書と同じ方法で申し込み
をして下さい。
・ 締切 2018 年 10 月 19 日（金）
C
・ フォーラムへの参加者と同じ扱いとなります。
・ 参加申し込み方法について 日本 NC LI ホームページをご覧ください。
（https://www.ncsli-j.org/）
ご協力のほどよろしくお願い致します。
■その他
●主催者の責任以外の不可抗力により展示会を中止せざるを得なくなった場合、払い込まれた
出展料 返却できないことがあります。
●展示会見学者 出展者で把握して頂きます（名刺交換、記名等）。
また、フォーラム参加者名簿 、公開いたしません。
●当団体による記録・広報等のため、写真撮影・録画等を行う場合がございますので、予め
ご了承ください。

●会場地図

この申込書

郵送、e-mail でお受けします。

《送付先》 「第２７回日本 NC LI 技術フォーラム」事務局
e-mail 送付先 ： yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com （横河電機品質保証本部・霞宛）
また 、office@ncsli-j.org （日本 NC LI 事務局宛）

第 ２ ７ 回 日 本 NCSLI 技 術 フ ォ ー ラ ム
The27th National Conference of Standards Laboratories, International

出展申込書
「第２７回日本 NC LI 技術フォーラム」出展要領を了承し、下記の通り申込みます。

年

月

日

１．出展申込者
会社名
代表者

役職

氏名
印
○

担当者

所属部課

氏名［ふりがな］

E-mail
所在地

〒

TEL

FAX

２．出展形態・申込小間数
●展示形態
●小間数

－
－

［
［

］製品展示
］小間

［

］カタログ展示

３．出展内容
「出展内容説明書」に記載ください。
４．請求書書式［ご希望の書式に〇をしてください。ご回答ない場合には電子ファイルとします］
［

］電子ファイル

［

］紙

５．請求書送付先［上記担当者以外に送付する場合のみご記入ください］
所在地

〒

所属部課
ふりがな
氏名

E-mail:

TEL

FAX

●問い合わせ
「非営利団体 日本ＮＣＳＬI」事務局
横河電機（株）経営監査・品質保証本部 QH E 統制センター計測標準部 霞 芳伸
〒400-8558 山梨県甲府市高室町 155 ℡：055-243-0347（e-mail の利用のご協力をお願いします）
e-mail：office@ncsli-j.orgまたは、yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com

この登録書

e-mail でお受けします。Word ファイルでの送付をお願いします。

《送付先》 「第２７回日本 NC LI 技術フォーラム」事務局
e-mail 送付先 ： yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com （横河電機・霞宛）
また 、office@ncsli-j.org （日本 NC LI 事務局宛）

第 ２ ７ 回 日 本 NCSLI 技 術 フ ォ ー ラ ム
The27th National Conference of Standards Laboratories, International

展示内容登録書
「第２７回日本 NC LI 技術フォーラム」展示内容を以下の通り登録します。

年

予稿集に掲載する展示案内にそのまま転記しますので表、枠の大きさの変更
フォントに関して 印刷時に変更になる可能性があります。

部署名
TEL

担当者名
FAX

事務局
055-123-4678

霞 芳伸
055-123-4679

部署名
TEL

担当者名
FAX

展示内容

（記載例）
非営利団体日本 NCSLI
日本 NCSLI のパンフレット

（記載覧）
会社名
展示内容

●問い合わせ
「非営利団体 日本ＮＣＳＬI」事務局
横河電機（株）経営監査・品質保証本部 QH E 統制センター計測標準部

日

しないでください。

（記載内容）
会社名

月

霞 芳伸

〒400-8558 山梨県甲府市高室町 155 ℡：055-243-0347（e-mail の利用のご協力をお願いします）
e-mail：office@ncsli-j.orgまたは、yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com

この申込書

郵送、e-mail でお受けします。

《送付先》 「第２７回日本 NC LI 技術フォーラム」事務局
e-mail 送付先 ： yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com （横河電機・霞宛）
また 、office@ncsli-j.org （日本 NC LI 事務局宛）

第 ２ ７ 回 日 本 NCSLI 技 術 フ ォ ー ラ ム
The27th National Conference of Standards Laboratories, International

展示会説明員登録申込書
「第２７回日本 NC LI 技術フォーラム」展示会説明員を以下の通り登録申し込みます

年

月

日

１．出展申込者
会社名
担当者名

２．説明員登録
説明員種

氏名

備考

A

講演会・懇親会参加可

A

講演会・懇親会参加可

B
B
B

講演会・懇親会参加不可

B
B
注意：説明員種 A

、製品展示

２名まで、カタログ展示

１名のみです。

●問い合わせ
「非営利団体 日本ＮＣＳＬI」事務局
横河電機（株）経営監査・品質保証本部 QH E 統制センター計測標準部 霞 芳伸
〒400-8558 山梨県甲府市高室町 155 ℡：055-243-0347（e-mail の利用のご協力をお願いします）
e-mail：office@ncsli-j.orgまたは、yoshinobu.kasumi@jp.yokogawa.com

