
第35回国際電波科学連合総会
（URSI GASS 2023）

協賛募集のご案内

URSI GASS 2023 国際諮問委員会
URSI GASS 2023 組織委員会



大会委員長

小林 一哉

大会共同委員長

八木谷 聡

組織委員会委員長

小柴 正則

ご挨拶

1

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、2023年8月19日から26日までの8日間にわたり、電子情報通信学会の主催、並びに国際電波科学連合（International Union

of Radio Science：URSI）および日本学術会議の共同主催により、国際会議「第35回国際電波科学連合総会」（XXXVth URSI General

Assembly and Scientific Symposium：URSI GASS 2023）を札幌市で開催する運びとなりました。

国際会議URSI GASS 2023は、電磁波伝搬・計測から環境電磁工学，エレクトロニクス，フォトニクス，地球，宇宙，天文，生体を含む広範な

分野にわたる電波科学関連技術の研究領域において，世界各国の研究者・技術者が一堂に会して研究発表と情報交換を行う国際的な場を提供し，

世界の電波科学に関する研究・開発の一層の活性化と発展に資することを目的としております。URSI総会（URSI GASS）は1919年から3年毎に開

催されている電波科学分野で世界最大規模の国際会議であり、これまでに2回日本で開催され（1963年東京、1993年京都）、いずれも大成功を

収めました。URSI GASS 2023は日本で3回目のURSI総会であり、国内外から1,200名（国内500名、国外700名）を超える電波科学者および

技術者の参加を見込んでおります。

国際電波科学連合（URSI）が扱う電波科学の発展は、高度情報通信技術の観点から、今日のICT社会（Society5.0の実現）を支えるために

極めて重要な役割を果たしております。また、電波による地球環境（気候、海洋、陸上）計測並びに災害対策等の観点から、国連が策定した持続可

能な開発目標（SDGs）を実現するためにも必要不可欠なものであります。URSI GASS 2023が2023年に札幌市で開催されるのを機会に、電波

科学分野における世界各国の著名な研究者が札幌に集結いたします。これは、札幌から世界に向けて当該分野における最先端の研究成果が発信され

ることを意味し、国内外における電波科学研究の飛躍的発展につながることが期待され、本国際会議の日本開催は極めて意義深いものであります。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、貴社におかれましては是非ともURSI GASS 2023の開催趣旨及び意義にご賛同いただき、ご協賛を賜りま

すと幸甚に存じます。

何卒よろしくお取り計らいのほど、お願い申し上げます。貴社の益々のご発展を祈念いたしております。

第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）



1. 会議の名称 和文：第35回国際電波科学連合総会
英文：XXXVth URSI General Assembly and Scientific Symposium（URSI GASS 2023）

2. 主催 （主催）一般社団法人電子情報通信学会
（共同主催）国際電波科学連合（URSI）、日本学術会議

3. 後援等団体 （技術共催）IEEEアンテナ・伝播ソサイエティ
（協賛）日本地球惑星科学連合、日本大気電気学会、日本天文学会、地球電磁気・地球惑星圏学会、

レーザー学会、日本リモートセンシング学会、電気学会、電気電子情報学術振興財団
（後援）総務省、国土交通省、文部科学省、経済産業省、観光庁、日本政府観光局、北海道、札幌市、

北海道教育委員会、札幌市教育委員会、札幌コンベンションビューロー、北海道大学、
北海道情報大学、北見工業大学、室蘭工業大学

4. 母体団体 和文：国際電波科学連合
英文：International Union of Radio Science（URSI）

5. 開催時期 2023年8月19日 (土) ～26日 (土) ［8日間］

6. 開催場所 札幌コンベンションセンター ・ 札幌市産業振興センター

7. 参加予定者数 60ヵ国・地域 1,200人
（国外： 500 人、国内：700 人）

8. 公式ウェブサイト https://www.ursi-gass2023.jp/

開催概要

札幌コンベンションセンター外観 札幌市産業振興センター外観
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https://www.ursi-gass2023.jp/
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委員長

小林　一哉

中央大学 理工学部 教授

URSI副会長（URSI Vice-President）

URSI副事務局長（URSI Assistant Secretary-General AP-RASC）

URSI B分科会 前議長（Immediate Past Chair, URSI Commission B）

日本学術会議連携会員

  日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 副委員長

共同委員長

Ruey-Beei Wu

Professor, National Taiwan University, Taiwan

President, URSI Member Committee China (SRS)

Giuliano Manara

Professor, University of Pisa, Italy

URSI Vice-President

Secretary, URSI Member Committee Italy

Amitava Sen Gupta

Professor, The Northcap University, India

Vice-Chair, URSI Commission A

General Secretary, Indian Radio Science Society (InRaSS)

Jozef Modelski

Professor, Warsaw University of Technology, Poland

President, URSI Member Committee Poland
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委員

Paul Smith Iwona Stanislawska

Professor, Macquarie University, Australia Professor, Polish Academy of Sciences, Poland

President, URSI Member Committee Australia Past Chair, URSI Commission G

Karu Esselle Jason Png Ching Eng

Distinguished Professor, University of Technology Sydney (UTS), Australia Director, Electronics & Photonics Department, A*Star Institute 

of High Performance Computing (IHPC), Singapore

David Michelson President, URSI Member Committee Singapore

Professor, The University of British Columbia, Canada

President, URSI Member Committee Canada Zaw Zaw Oo

Innovation Lead / Senior Scientist, A*STAR Institute of High 

Hsi-Tseng Chou Performance Computing (IHPC), Singapore

Distinguished Professor, National Taiwan University, Taiwan Secretary, URSI Member Committee Singapore

Secretary, URSI Member Committee China (SRS)

Ozlem Ozgun

Subra Ananthakrishnan Professor, Hacettepe University, Turkey

Professor, S. P. Pune University, India President, URSI Member Committee Turkey

URSI Past Vice-President

Past Chair, URSI Commission J Ayhan Altintas

President, Indian Radio Science Society (InRaSS) Professor, Bilkent University, Turkey

Immediate Past President, URSI Member Committee Turkey

Carlo Carobbi

Professor, University of Florence, Italy Michael Newkirk

Vice-Chair, URSI Commission E Professor, The John Hopkins University, USA

President, URSI Member Committee Italy President, URSI Member Committee USA

八木谷　聡 Sembiam Rengarajan

金沢大学 理工研究域 教授 Professor, California State University, Northridge, USA

日本学術会議連携会員 Immediate Past President, URSI Member Committee USA

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員長

芳原　容英

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授

日本学術会議特任連携会員

日本学術会議URSI分科会 幹事

電子情報通信学会URSI日本国内委員会 主幹事



10. 組織委員会 委員名簿
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委員長

小柴　正則

北海道大学 名誉教授

電子情報通信学会 元会長

電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ 元会長

日本学術会議 連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

共同委員長

小林　一哉

中央大学 理工学部 教授

URSI副会長（URSI Vice-President）

URSI副事務局長（URSI Assistant Secretary-General AP-RASC）

URSI B分科会 前議長（Immediate Past Chair, URSI Commission B）

日本学術会議 連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 副委員長

八木谷　聡

金沢大学 理工研究域 教授

日本学術会議連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員長

幹事

芳原　容英

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授

日本学術会議特任連携会員

日本学術会議URSI分科会 幹事

電子情報通信学会URSI日本国内委員会 主幹事



6

開催概要
委員

安藤　真 津田　俊隆

独立行政法人 国立高等専門学校機構 元理事 早稲田大学 研究員 客員教授

東京工業大学 名誉教授 電子情報通信学会 元会長

URSI前会長（URSI Immediate Past President） 日本学術会議 連携会員

電子情報通信学会 元会長 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ 元会長

IEEEアンテナ・伝播ソサイエティ 元会長 吉田　進

URSI B分科会 元議長（Past Chair, URSI Commission B） 京都大学 名誉教授

日本学術会議 連携会員 電子情報通信学会 元会長

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 電子情報通信学会通信ソサイエティ 元会長

第22・23期日本学術会議 第三部会員

松本　紘 第23期日本学術会議電気電子工学委員会 委員長

公益財団法人 国際高等研究所 所長

国立研究開発法人 理化学研究所 前理事長 高橋　浩

京都大学 名誉教授 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授

京都大学 元総長 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ 前会長

URSI元会長（URSI Past President）

宇宙太陽発電学会 特別顧問・名誉会長 保立　和夫

地球電磁気・地球惑星圏学会 元会長 豊田工業大学 学長・教授

第20・21期日本学術会議連携会員 東京大学 名誉教授

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 元委員長 応用物理学会 元会長

電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ 元会長

石田　亨 日本学術会議 連携会員

京都大学 名誉教授 第22・23期日本学術会議 第三部会員

電子情報通信学会 前会長 第23期日本学術会議電気電子工学委員会 委員長

電子情報通信学会情報・システムソサイエティ 元会長 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

日本学術会議 第22・23期会員

三瓶　政一

辻井　重男 大阪大学 大学院工学研究科 教授

中央大学 研究開発機構 教授 日本学術会議 第三部会員

中央大学 研究開発機構 初代機構長 日本学術会議通信・電子システム分科会 委員長

東京工業大学 名誉教授 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

情報セキュリティ大学院大学 名誉教授・初代学長

電子情報通信学会 元会長 中野　義昭

第19期日本学術会議第五部会員 東京大学 大学院工学系研究科 教授

日本学術会議 第三部会員

日本学術会議電気電子工学委員会 委員長

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員
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委員

中村　卓司 佐藤　亨

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 所長・教授 京都大学 国際高等教育院 特定教授

日本学術会議 第三部会員 日本学術会議 連携会員

日本学術会議地球・惑星圏分科会 委員長 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

新永　浩子

荒川　泰彦 鹿児島大学 学術研究院 理工学域 理学系物理・宇宙専攻 宇宙情報講座 准教授

東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任教授 日本学術会議 連携会員

国際光学委員会（ICO） 元会長 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

日本学術会議 連携会員

第21・22期日本学術会議 第三部会員 仙石　正和

第22期日本学術会議 第三部・部長 新潟大学 名誉教授

日本学術会議ICO分科会 委員長 事業創造大学院大学 学長・教授

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 日本学術会議 連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

荒木　純道

東京工業大学 名誉教授 津田　敏隆

電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ 元会長 京都大学 名誉教授

日本学術会議 連携会員 京都大学 生存圏研究所 特任教授

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 日本地球惑星科学連合 元会長

地球電磁気・地球惑星圏学会 元会長

黒田　徹 日本学術会議 連携会員

日本学術会議 連携会員 日本学術会議地球惑星科学委員会 委員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

黒田　道子 中村　正人

東京工科大学 名誉教授 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 教授

日本学術会議 連携会員 地球電磁気・地球惑星圏学会 元会長

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 日本学術会議 連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

河野　隆二

一般社団法人YRP国際連携研究所 理事・副所長 福永　香

横浜国立大学 名誉教授 情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波先進研究センター長

日本学術会議 連携会員 日本学術会議 連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

國分　泰雄 藤澤　健太

ものつくり大学 学長・教授 山口大学 時間学研究所 所長・教授

横浜国立大学 名誉教授 日本学術会議 連携会員

中部大学 名誉教授 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

日本学術会議 連携会員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員
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委員

森川　博之 上野　照剛

東京大学 大学院工学系研究科 教授 東京大学 名誉教授

日本学術会議 連携会員 日本生体磁気学会 元会長

第22・23期日本学術会議 第三部会員 日本応用磁気学会 元会長

日本学術会議電気電子工学委員会 元委員長 日本エム・イー学会 元会長

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 URSI K分科会 元議長

伊藤　公一 大村　善治

千葉大学 フロンティア医工学センター 名誉教授・客員教授 京都大学 生存圏研究所 教授

IEEEアンテナ・伝播ソサイエティ 元会長 地球電磁気・地球惑星圏学会 前会長

URSI K分科会 議長（Chair, URSI Commission K） URSI H分科会 元議長

日本学術会議 特任連携会員 電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 元副幹事

小山　泰弘 多氣　昌生

情報通信研究機構 ネットワーク研究所 総合企画室長 情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波標準研究センター 電磁環境研究室 上席研究員

URSI A分科会前議長（Immediate Past Chair, URSI Commission A） 東京都立大学 特別先導教授・名誉教授

日本学術会議 特任連携会員 宇宙太陽発電学会 顧問

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 URSI K分科会 元議長

電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

篠原　真毅 日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 元副幹事

京都大学 生存圏研究所 教授

宇宙太陽発電学会 会長・理事 早川　正士

URSI D分科会 議長（Chair, URSI Commission D） 電気通信大学 名誉教授

日本学術会議 特任連携会員 株式会社早川地震電磁気研究所 代表取締役

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 URSI E分科会 元議長

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 D小委員会委員長 日本大気電気学会 元会長

日本地震予知学会 元会長

菅野　敦史

情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター 光アクセス研究室長 寳金　清博

URSI D分科会 副議長 北海道大学 名誉教授

電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員 北海道大学 総長

佐藤　源之

東北大学 東北アジア研究センター 教授

URSI F分科会 副議長

電子情報通信学会URSI日本国内委員会 委員

日本学術会議URSI分科会・電子情報通信学会URSI日本国内委員会 F小委員会委員長



1. スポンサーシップパッケージ



スポンサーシップパッケージ

【会期前】
■URSI GASS 2023公式ホームページ
バナー広告掲載

【会期当日】
＜ロゴ掲載＞

■ネームストラップ

■各種案内看板（会場案内、各会場）

■スポンサーボード（フォトスペース）

＜広告掲載＞

■プログラムブック（PDF版）

■幕間・CM動画（動画・スライド 1枠1分）

■デジタルサイネージ広告（1枠1分）

＜その他特典＞

■学会参加証無料提供（3名分）

【会期前】
■URSI GASS 2023公式ホームページ
バナー広告掲載

【会期前】
■URSI GASS 2023公式ホームページ
バナー広告掲載

Max: 5 Max: 10

Gold SilverPlatinum
￥1,000,000- ￥600,000- ￥300,000-

Max: 3

■各パッケージには、「展示ブース（pp.15-16ページ参照）」が含まれます。
※PlatinumにはType Aが2小間、GoldにはType Aが1小間、SilverにはType Bが1小間
※基礎小間に含まれる仕様（備品等）を使用されない場合も、出展料は変わりませんのでご了承ください。

【会期当日】
＜ロゴ掲載＞

■各種案内看板（会場案内、各会場）

■スポンサーボード（フォトスペース）

＜広告掲載＞

■プログラムブック（PDF版）

＜その他特典＞

■学会参加証無料提供（2名分）

【会期当日】
＜ロゴ掲載＞

■各種案内看板（会場案内、各会場）

＜その他特典＞

■学会参加証無料提供（1名分）
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スポンサーシップパッケージ

Platinum Gold Silver

100万円×3枠 60万円×5枠 30万円×10枠

基礎小間 - A 2 1

基礎小間 - B 1

ネームストラップ 1

各種案内看板（会場案内、各会場） 1 1

スポンサーBoard（フォトスペース） 1 1 1

バナー広告掲載 公式ホームページ 1 1 1

抄録（PDF版） 1 1

幕間・CM広告（動画・スライド 1枠1分） 1

デジタルサイネージ広告（1枠1分） 1

その他特典 学会参加証の無料提供（一般参加） 3 2 1

項目 仕様/詳細

ロゴ掲載

その他広告掲載

企業展示
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スポンサーブース設置場所

Platinum

Gold

Silver

エントランスホール

21 3

987 10

1

2

3
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お申し込み方法

(1)スポンサーシップパッケージのお申込方法：

スポンサーシップパッケージ申込書（申込書A）に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申し込みください。

※申込書受領後に、請求書をお送りいたします。

＜お申込み/お問い合わせ＞

第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）運営事務局

株式会社コンベンションリンケージ内

TEL：011-272-2151 FAX：011-272-2152

E-mail：sp_gass2023@c-linkage.co.jp

(2)申込締切：2023年5月17日（水）

(3)お申込みに関する諸注意：

お申し込み後の取り消しは、原則できません。

小間配置は、出展規模に基づき事務局側で調整の上、決定いたします。

基礎小間に含まれる仕様（備品等）を使用されない場合も出展料は変わりません。

グループ・団体・関係会社等が共同出展する場合、代表出展者を決めてお申し込みください。

各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等について主催者は補償を含めた一切の責任を

負いかねますので、ご了承ください。

(4) 不可抗力による開催中止：

主催者は、天災その他不可抗力により展示会が中止または延期された場合、それによって生じた損害については責任を

負いません。その場合、出展料から必要経費を差し引いた残額を返却するものとします。予めご了承ください。

※詳細に関しましては、申込締切後、運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ）よりご案内いたします。
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2. 展示ブース



(1) 出展料 (Type A)
¥200,000/1ブース

展示ブース （Type A）

2970

990

1980

2970

2400

2700

300

社名サイン（墨文字）※英語表記
W1500×H200

壁面白色システムパネル
（釘・画鋲打ち不可）

蛍光灯40W×1灯（裏面）

【仕様】 壁面白色システムパネル 3面（2カ所解放） 社名サイン 1枚（1社につき）
長机(W1800×D600×H700) 1台（1小間につき） 2口コンセント 1口（1小間につき）
椅子 2脚（1小間につき） 電気 100V/0.5kw
テーブルクロス（白布） 1枚（1小間につき）

※複数小間でお申込みの場合、小間の形状はイメージと異なり
ます。

※電気工事費/電気使用型について
1小間につき下記の通り2口コンセントと電気が出展料に含ま
れますが、それ以上の電気容量をご希望の場合は有料オプ
ションとなり、各出展社のご負担となります。

※デザイン及び内容は変更となる場合があります。

イメージ

(2) 小間仕様
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展示ブース （Type B）

(1) 出展料 (Type B)
¥100,000/1ブース

(2) 小間仕様

900

1800

2100

社名サイン（墨文字）※英語表記
W1500×H200

壁面白色システムパネル
（釘・画鋲打ち不可）

蛍光灯40W×1灯（裏面）

【仕様】 壁面白色システムパネル 2面 社名サイン 1枚（1社につき）
展示台(W1800×D900×H700) 1台（1小間につき） 2口コンセント 1口（1小間につき）
テーブルクロス（白布） 1枚（1小間につき） 電気 100V/0.5kw

※電気工事費/電気使用型について
1小間につき下記の通り2口コンセントと電気が出展料に含ま
れますが、それ以上の電気容量をご希望の場合は有料オプ
ションとなり、各出展社のご負担となります。

※デザイン及び内容は変更となる場合があります。

イメージ
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ブース設置エリアイメージ

Platinum （メインエントランス）

Silver（ウェルカムコート周辺）

Gold （メイン会場前）
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お申し込み方法

(1) 展示ブースのお申込方法：

展示ブース申込書（申込書B）に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申し込みください。

※申込書受領後に、請求書をお送りいたします。

＜お申込み/お問い合わせ＞

第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）運営事務局

株式会社コンベンションリンケージ内

TEL：011-272-2151 FAX：011-272-2152

E-mail：sp_gass2023@c-linkage.co.jp

(2)申込締切：2023年5月17日（水）

(3)お申込みに関する諸注意：

お申し込み後の取り消しは、原則できません。

小間配置は、出展規模に基づき事務局側で調整の上、決定いたします。

基礎小間に含まれる仕様（備品等）を使用されない場合も出展料は変わりません。

グループ・団体・関係会社等が共同出展する場合、代表出展者を決めてお申し込みください。

各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等について主催者は補償を含めた一切の責任を

負いかねますので、ご了承ください。

(4) 不可抗力による開催中止：

主催者は、天災その他不可抗力により展示会が中止または延期された場合、それによって生じた損害については責任を

負いません。その場合、出展料から必要経費を差し引いた残額を返却するものとします。予めご了承ください。

※詳細に関しましては、申込締切後、運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ）よりご案内いたします。
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3. スポンサーアイテム



広告掲載

【バナー広告（公式ウェブサイト）】

・234 x 60 ピクセル（仮）
・バナーデータはgif / jpg / 
png形式で貴社よりご提供
いただきます

【プログラムブック（PDF版）】 【幕間・CM広告（会場内スクリーン）】

・動画 / スライド

・1枠 1分

【会場内広告（デジタルサイネージ）】

・1枠 1分

※イメージ

【各種案内看板（会場案内、各会場）】

サイン看板へのロゴ掲載

ロゴ原稿はeps形式で貴社より
ご提供いただきます

Corporate 
logo

【スポンサーボード（フォトスペース）】

・エントランスホールのスポンサー
ボードにロゴを掲載します

・フォトトスペースとして使用可能
なスペースです

¥100,000- ¥100,000- ¥100,000-

¥100,000-
¥200,000-¥100,000-

・A4サイズ

・1ページ

・カラー / モノクロ

・広告原稿はeps形式で貴社より
ご提供いただきます
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第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）

スポンサーシップパッケージ 申込書 申込書A

申込締切： 2023年 5月 17日（水）

※ 小間位置は、お申し込み順を原則とし、出展規模に基づき事務局側で調整の上、決定いたします。
※ 本申込書ご提出後のキャンセルは、原則としてお受けする事ができませんので予めご了承ください。

万が一キャンセルの場合でも、スポンサー料の全額をお支払いいただくことになりますのでご注意下さい。
※ 本申込書受領後、運営事務局より請求書を発行いたします。
※ 掲載の内容は諸事情により予告無く変更される場合があります。ご質問・ご確認等は右記の第35回国際電波科学

連合総会（URSI GASS 2023）運営事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

申込日 ： 年 月 日

第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）運営事務局

株式会社コンベンションリンケージ

TEL：011-272-2151 FAX：011-272-2152

E-mail：sp_gass2023@c-linkage.co.jp

下記の通りスポンサーシップを申し込みます

会社名 ※各種制作物に掲載可能な社名

英文会社名

代表者（責任者）名（フリガナ）

ご担当者名（フリガナ） 部署・役職

所在地 〒

電話番号 Fax番号

E-mail

貴社URL ※各種制作物に掲載可能なURL

https://

■ お申込み・お問合せ先 ■

お申込み希望のスポンサーシップパッケージに

☑を付けてください

＜スポンサーシップパッケージ申込＞

□ Platinum ¥1,000,000（税込）

□ Gold ¥600,000（税込）

□ Silver ¥300,000（税込）

印

部署・役職
印

＜スポンサーアイテム申込＞
下記に必要項目をご記入ください

ｱｲﾃﾑNo.  アイテム名 数量 ｱｲﾃﾑ金額（税込）

合計金額（税込） ¥



第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）

展示ブース 申込書 申込書B

申込締切： 2023年 5月 17日（水）

※ 小間位置は、お申し込み順を原則とし、出展規模に基づき事務局側で調整の上、決定いたします。
※ 本申込書ご提出後のキャンセルは、原則としてお受けする事ができませんので予めご了承ください。

万が一キャンセルの場合でも、スポンサー料の全額をお支払いいただくことになりますのでご注意下さい。
※ 本申込書受領後、運営事務局より請求書を発行いたします。
※ 掲載の内容は諸事情により予告無く変更される場合があります。ご質問・ご確認等は右記の第35回国際電波科学

連合総会（URSI GASS 2023）運営事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

申込日 ： 年 月 日

第35回国際電波科学連合総会（URSI GASS 2023）運営事務局

株式会社コンベンションリンケージ

TEL：011-272-2151 FAX：011-272-2152

E-mail：sp_gass2023@c-linkage.co.jp

下記の通り展示ブースを申し込みます

会社名 ※各種制作物に掲載可能な社名

英文会社名

代表者（責任者）名（フリガナ）

ご担当者名（フリガナ） 部署・役職

所在地 〒

電話番号 Fax番号

E-mail

貴社URL ※各種制作物に掲載可能なURL

https://

■ お申込み・お問合せ先 ■

＜展示ブース申込＞

□ Type A booth ¥200,000 × ブース

□ Type B booth ¥100,000 × ブース

印

部署・役職
印

＜スポンサーアイテム申込＞
下記に必要項目をご記入ください

ｱｲﾃﾑNo.  アイテム名 数量 ｱｲﾃﾑ金額（税込）

合計金額（税込） ¥
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