２０１９年度火力原子力発電大会
（九州大会）のご案内
【２０１９年１０月１７日（木），１８日（金）】
大 会 会 場：アクロス福岡
懇親会会場：ホテルオークラ福岡
見 学 会：[Ａ]北九州コース
[Ｂ]玄海コース
[Ｃ]松浦コース
[Ｄ]長崎コース
[Ｅ]大分コース
[Ｆ]沖縄コース
２０１９年度火力原子力発電大会（九州大会）
大会参加申込み案内

1頁
18 頁

(C)ACROS Fukuoka

主催
〒105‐0014

一般社団法人火力原子力発電技術協会

東京都港区芝二丁目 31 番 15 号

電話（03）3769‐3090(代表)

※必ずお読みください※
＜大会の注意事項＞
Ⅰ．大会参加申込み方法
大 会 参 加 申 込 み は ， 火 力 原 子 力 発 電 技 術 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.tenpes.or.jp）の「大会・見学会」サイトからお願いします。
定員に達しましたら締め切らせていただきますので，お早めにお申込みください。

Ⅱ．参加券
必ず大会の参加券【九州大会参加確定メールの印刷物】をお持ちください。本参加
券と名刺２枚を合わせて大会受付にご提示願います。

Ⅲ．参加受付・クローク
大会会場のアクロス福岡の開館時間は８時です。受付は１階シンフォニーホールロ
ビー，手荷物のお預かりはロビーのクロークにおいて開館とともに開始します。研究
発表者及び次世代リーダー育成セミナー参加者は，各会場前で受付いたします。
受付がお済みでない場合，各会場への入場はできません。受付を済ませてから各会
場へ移動してください。
また，クロークをご利用される場合は，参加券をご提示のうえ，手荷物をお預けくださ
い。（クローク預り時間：８時～18 時）

Ⅳ．会場全体図

２０１９年度火力原子力発電大会（九州大会）
【開催日】

2019 年 10 月 17 日（木），18 日（金）

○１０月１７日（木）
１. 発電大会
会場：アクロス福岡

〒810-0001

福岡市中央区天神 1 丁目 1-1

（代表）092-725-9111
内容
① 経済産業省講演

シンフォニーホール

（１階）

② 基調講演

シンフォニーホール

（１階）

③ 記念式典

シンフォニーホール

（１階）

④ 記念講演

シンフォニーホール

（１階）

⑤ 研究発表

シンフォニーホール

（１階）

国際会議場

（４階）

606，607，608 会議室

（６階）

イベントホール A

（地下２階）

イベントホール B〔ﾎﾟｽﾀｰ発表〕（地下２階）
⑥ 技術展示

地下２階

イベントホールＢ

⑦ 次世代リーダー育成セミナー

大会議室（７階）

（地下２階）

２. 懇親会
会場：ホテルオークラ福岡

4階

〒812-0027

平安の間
福岡県福岡市博多区下川端町 3-2

博多リバレイン（代表）092-262-1111
○１０月１８日（金）
３. 見学会
［A］北九州コース （日本製鉄㈱八幡製鉄所，門司港レトロ）
［B］玄海コース （九州電力㈱玄海原子力発電所，名護屋城博物館他）
［C］松浦コース （九州電力㈱松浦発電所，有田町）
［D］長崎コース （三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱長崎工場/三菱重工㈱長崎造船所，
大浦天主堂・グラバー園）
［E］大分コース （九州電力㈱八丁原発電所，日田市豆田町他）
［F］沖縄コース （沖縄電力㈱吉の浦発電所，首里城）
（詳細は 7～15 頁をご参照願います）
1

【参加要件】
・本協会の会員（法人会員含む）に限ります。
・次世代リーダー育成セミナーは，年齢 25～35 歳程度を対象としております。
技術職・事務職は問いません。参加定員は 60 名です。
・懇親会のみ，見学会のみ，懇親会と見学会のみの参加は，受付しておりません。
【大会参加費（消費税含む）】
・大会のみ参加の方

：

８,000 円／人

・大会・懇親会参加の方

：

20,000 円／人

：

15,000 円／人

：
：

11,000 円／人
46,000 円／人

：

1,000 円／個

【次世代リーダー育成セミナー参加費（消費税含む）】
・次世代リーダー育成セミナー参加の方※
※昼食代・懇親会費含む
【見学会参加費（消費税含む）】
・［Ａ］，［Ｂ］，［Ｃ］，「Ｄ」，［Ｅ］コース
・［Ｆ］コース
【昼食費（消費税含む）】
・大会１日目昼食(お弁当を希望の方)
【申込み等】

・参加申込み方法および参加費等のお支払い方法は，18 頁「大会参加申込み案内」を
ご参照のうえ，８月２３日（金）までにお申込みください。
【交通案内】
・大会会場（アクロス福岡），懇親会場（ホテルオークラ福岡）へのアクセスは，16
～17 頁「大会・次世代リーダー育成セミナー・懇親会

会場案内」をご参照願い

ます。
【昼食会場等】
・１日目は，予約制にて昼食（お弁当）を用意します。
・昼食を申し込まれた方には，大会受付時に昼食引換券をお渡ししますので，昼食会
場２階 「交流ギャラリー」 若しくは，４階 「国際会議場」 にてお引換ください。
・１階 シンフォニーホールは飲食禁止です。お食事は２階 交流ギャラリー，セミナ
ー室か 4 階 国際会議場，または各研究発表会場をご利用ください。
・飲食物のお持込みはできませんので，お食事は予約制のお弁当か，会場
外にてお願いいたします。
・２日目の見学会は，全コースとも昼食をご用意しております。
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１日目 １０月１７日（木）
Ⅰ．研究発表
会

（9 時 00 分～11 時 00 分）
場：シンフォニーホール
イベントホール A
国際会議場
606・607・608 会議室
イベントホール B〔ポスター発表〕

（1 階）
（地下２階）
（4 階）
（6 階）
（地下２階）

＊発表件名は会誌７月号，プログラム（発表順）は会誌８月号に掲載予定です。
（火力原子力発電大会ホームページにも随時掲載いたします。）

Ⅱ．経済産業省講演

（11 時 20 分～12 時 00 分）

会
場：シンフォニーホール
講師・演題は未定

Ⅲ．研究発表
会

Ⅳ．基調講演

（1 階）

（13 時 00 分～14 時 00 分）
場：イベントホール A
国際会議場
606・607・608 会議室
イベントホール B〔ポスター発表〕

（14 時 10 分～14 時 50 分）

会
場：シンフォニーホール
講師・演題は未定

Ⅴ．記念式典

（地下２階）
（4 階）
（6 階）
（地下２階）

（1 階）

（15 時 00 分～16 時 00 分）

会
場：シンフォニーホール
（1 階）
プログラム：１．会長 挨拶
２．歓迎の辞（九州支部長）
３．来賓 祝辞
４．協会功労者賞 表彰
５．後藤清太郎賞 表彰
６．論文賞 表彰
７．火力原子力発電所現場永年勤務者賞 表彰
８．閉会の辞
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Ⅵ．記念講演
会
講

Ⅶ．技術展示

（16 時 10 分～17 時 10 分）
場：シンフォニーホール
（1 階）
師：書道家 武田 双雲 氏（演題は未定）

（9 時 00 分～16 時 00 分）

会
場：イベントホール B
（地下２階）
会員企業が有する技術や製品等を広くお知らせし，会員相互の技術交流を通じて，
会員の皆さまが現場で抱えている様々な課題・問題解決の糸口としていただくことを
目的に実施いたします。
大会参加者以外の方もご覧になれますので，是非足をお運びください。

Ⅷ．次世代リーダー育成セミナー（8 時 30 分～16 時 00 分）
＊詳細は火力原子力発電協会ホームページ（https://www.tenpes.or.jp）の
「大会・見学会」サイトをご確認ください。
会
場：大会議室
（7 階）
テ ー マ：「昭和・平成・令和をつなぐリーダー像を考える」
プログラム：１．オリエンテーション
２．特別講座
「海外駐在中の“失敗”から学ぶ～脳に寄り添う英会話術～」
三菱商事株式会社 産業インフラビジネス開発担当部長
野中 聖仁 氏
３．話題提供
「平成 30 年から令和へ ～歴史を学べば未来は拓ける～」
東電設計株式会社 パワープラントコンサルタント
黒石 卓司 氏
４．昼食休憩
５．グループディスカッション・発表
６．発電大会懇親会（Ⅷ．懇親会をご参照ください）

Ⅷ．懇親会
会

（18 時 10 分 ※～19 時 40 分）
場：ホテルオークラ福岡 平安の間
（４階）
ご都合により懇親会からの参加となる場合は，ホテルオークラ福岡
４階で受付いたします。
入場の際には，大会会場または懇親会場で渡された名札ケースを確
認できるように、ご明示していただきますようお願いいたします。
※大会の進捗状況等により，懇親会の開始時間が多少前後することがあ

ります。
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＜お知らせ＞
１. 懇親会場への移動
大会会場（アクロス福岡）から，懇親会場（ホテルオークラ福岡）への移動は，
各自でお願いいたします。（徒歩：約７分 0.6km）
記念講演終了後の退席時は混雑が予想されます。会場の係員が順次誘導いたしま
すので，案内があるまで着席したままお待ちください。
２. 宿泊施設のご予約
宿泊の斡旋は行っていませんので各自でご予約ください。
なお，会場周辺のホテルには限りがありますので早めのご予約をお勧めします。
また，宿泊サイトを大会ホームページ内にご用意していますので，よろしければご
利用ください。
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２日目 １０月１８日（金）
Ⅰ．見学会
１. 参加条件
見学会は 1 日目の大会と合わせてお申込みください。見学会のみの参加は出来ま
せんのでご注意ください。
２. 申込み方法
18 頁「大会参加申込み案内」をご参照のうえ，８ 月 23 日（金）までにお申込み
ください。なお，各コースとも申込み先着順で定員に達しましたら締め切りますの
で，お早めに申込みください。
３. 集合場所・集合時刻
集合・出発時刻は，コースごとに異なりますのでご注意ください。
集合場所については，［A］～［E］コースは 14 頁を，［F］コースは 15 頁をご
参照ください。
大分コースは，1 班と 2 班で運行時刻が異なります。１，２班どちらかをご選択
ください。但し、人数の都合によりご希望に添えない場合がございます。

見学会コース

集合時刻

出発時刻

[A] 北九州コース

８：５０

9：００

[B] 玄海コース

７：３０

７：４０

[C] 松浦コース

８：００

８：１０

集合場所

ＪＲ博多駅
筑紫口

[D] 長崎コース

７：５０

８：００

1

班

７：３０

７：４０

２

班

８：００

８：１０

貸切バス駐車場

[E] 大分コース
福岡空港
[F] 沖縄コース

６：３０

７：１５

国内線ターミナル 1 階
ＪＡＬカウンター前

※ 全コースとも作業現場を見学しますので，底の平らな靴を着用し，ヒール・サンダルでのご
参加はご遠慮ください。
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４. 参加費
 [Ａ]，[Ｂ]，[Ｃ]，[Ｄ] ，[Ｅ]コース

：

11,000 円／人

 [Ｆ] コース

：

46,000 円／人

上記参加費は，全コースとも集合場所からのバス代・昼食代・各種入場料等を含
めた費用となります。また，[Ｆ]コースは片道の飛行機代・宿泊費を含みます。

＜注意事項＞
 集合時刻の厳守をお願いします。
 諸事情により集合解散の場所や時間・コースの内容を変更する場合があります

ので，あらかじめご了承ください。
 申込み後やむを得ない理由により見学会参加の取り止め等が生じた場合，10 月４

日（金）までに九州大会事務局までご連絡ください。（その後の変更については，
費用の払い戻しが出来ませんのでご注意ください。）
 直前の天気予報を確認して，必要に応じ雨具の準備をお願いします。
 台風などの天災により見学会の催行を中止する場合がございます。
 21 頁の「ｃ．見学会のお申込み」もあわせてご参照ください。

［B］玄海コースをご希望の方
 原子力発電所入構に際し、セキュリティの観点から身分証明書（運転免許証・パス

ポート等）による本人確認が必要となります。申込の際に，
「[B]玄海コース」を選
択すると「身分証明書種別」が表示されますので，見学会当日に持参する身分証明
書を選択していただき，当日は選択した身分証明書（写し不可）をご持参ください。
なお、事前に申請した証明書でない場合は，発電所への入所が出来ませんのでご注
意ください。
［E］大分コースをご希望の方
 八丁原発電所は山間部にあり，気温が平地より低くなりますので、ご留意願います。
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Ⅱ．見学会コース行程
［Ａ］北九州コース

（定員６０名）

【 見 学 先 】・日本製鉄㈱ 八幡製鉄所
 門司港レトロ
【見学内容】

八幡製鉄所は、福岡県の北九州市に位置し、明治 34 年（1901 年）官営
製鉄所として操業開始しました。日本鉄鋼業界のリーダーとしての役割を
果たしてきた施設を見学します。
昼食後は、駅としては日本で初めて国の重要文化財に指定され、2019 年
３月に創建時の姿で新たにグランドオープンした門司港駅や外国貿易で栄
えた時代の建造物を中心に商業施設等を大正レトロ調とした観光スポット
である門司港のレトロ街を散策します。

【概略行程】
JR 博多駅筑紫口（貸切バス駐車場） ===⇒
（集合 08:50）出発 09:00
===⇒

昼食（北九州市：ふぐ料理）
12:40～13:50

===⇒

JR 小倉駅
16:10

====⇒

===⇒

日本製鉄(株)八幡製鉄所
10:20～12:00
門司港レトロ散策
14:00～15:20

==⇒

======⇒

北九州空港
17:20

※ JR 小倉駅を経由して北九州空港にて解散します。（博多駅には戻りませんので
ご注意ください）
※ 福岡空港ご利用の方は、小倉駅から新幹線をご利用下さい。（各自負担）

日本製鉄㈱八幡製鉄所

➁

●
③

●
●
JR小倉駅

門司港レトロ地区
④

●

①
北九州空港

●

JR博多駅
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［Ｂ］玄海コース

（定員８０名）

【 見 学 先 】・九州電力㈱ 玄海エネルギーパーク
玄海原子力発電所
（1、2 号機 運転終了

3、4 号機 各 118 万 kW）

 名護屋城博物館
 浜地酒造
【見学内容】 佐賀県の東北部，東松浦半島の西部に位置する九州電力㈱の玄海エネルギ
ーパークと玄海原子力発電所を見学します。
昼食後は豊臣秀吉が文禄・慶長の役の際に，国内拠点として築き，当時は
大阪城に次ぐ規模を誇った名護屋城の博物館を見学します。
その後，福岡県糸島市で，数々の賞を受賞した浜地酒造の地ビール工場と
酒蔵を見学します。
【概略行程】
JR 博多駅筑紫口（貸切バス駐車場）=⇒玄海エネルギーパーク・玄海原子力発電所
（集合 7:30）出発 7:40
10:00～12:15
===⇒
===⇒

昼食（呼子：イカ料理） ==⇒
12:30～13:30
浜地酒造
16:10～16:50

名護屋城博物館
13:40～14:30

===⇒

===⇒

JR 博多駅筑紫口
17:50

浜地酒造
名護屋城博物館

④

③

➁

JR博多駅

①
玄海エネルギーパーク
玄海原子力発電所

9

［Ｃ］松浦コース

（定員８０名）

【 見 学 先 】・九州電力㈱ 松浦発電所
（石炭火力 1 号機 70 万 kW

2 号機[建設中]100 万 kW）

 有田町（内山地区、有田焼卸売団地アリタセラ）
【見学内容】 長崎県北部，玄界灘に臨み，石炭産業の地として長い歴史を重ねてきた松
浦市で，九州電力㈱初の海外炭専焼火力発電所として街の発展を支えてきた
松浦発電所を見学します。
その後，日本でも有数の焼き物の町・有田町で，現在も 100 件以上の窯
元が個性的な焼き物を生産している内山地区の街並みを散策します。
【概略行程】
ＪＲ博多駅筑紫口（貸切バス駐車場）==⇒
（集合 8:00）出発 8:10

松浦発電所
10:10～11:40

===⇒

昼食（有田町：懐石料理）
12:25～13:20

===⇒

有田町内山地区散策
13:30～14:30

===⇒

有田焼卸売団地アリタセラ
14:40～15:30

===⇒

ＪＲ博多駅筑紫口
17:40

===⇒

===⇒

JR博多駅

①

③
➁

有田町

松浦発電所
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［Ｄ］長崎コース

（定員４０名）

【 見 学 先 】・三菱日立パワーシステムズ㈱ 長崎工場／三菱重工㈱ 長崎造船所
 大浦天主堂、グラバー園
【見学内容】 2015 年，世界遺産「明治の産業革命遺産」に登録された施設が現存する
長崎造船所を見学します。長崎造船所が日本の近代化に果たした役割を永く
後世に残すため 1985 年（昭和 60 年）に開設された史料館の他，車窓か
ら遺産施設の造船ドックやカンチレバークレーンを見学します。
昼食後は，日本に現存する最古のキリスト教建造物で，2018 年に世界
遺産登録されたカトリックの教会堂 大浦天主堂とグラバー園を散策します。
【概略行程】
JR 博多駅筑紫口（貸切バス駐車場）

===⇒

（集合 7:50）出発 8:00
==⇒

10:30～12:00

昼食（長崎市：大皿中華料理）

===⇒

12:20～13:20
==⇒

ＪＲ長崎駅

===⇒

15:35

三菱重工長崎造船所史料館

大浦天主堂・グラバー園
13:35～15:20

長崎空港
16:40

※ 長崎駅を経由して長崎空港にて解散します。（博多駅には戻りません）
※ 博多駅，福岡空港利用の方は長崎駅からＪＲをご利用下さい。

JR博多駅

①
長崎空港
三菱重工業㈱長崎造船所
大浦天主堂、グラバー園
JR長崎駅

②
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［Ｅ］大分コース

（定員８０名）

【 見 学 先 】・九州電力㈱ 八丁原発電所（地熱 １、２号機 各 5.5 万 kW）
 日田市豆田町
 キリンビール福岡工場
【見学内容】 大分県南西部，東と南を阿蘇くじゅう国立公園の九重連山，西側を耶馬日
田英彦山国定公園の山々に囲まれた国内最大の地熱発電所である八丁原発
電所を見学します。
昼食後は，重要伝統的建造物保存地区にも選定された日田市豆田町の街並
みを散策します。その後，隣接地でコスモスフェスタを開催中の福岡県朝倉
市のキリンビール福岡工場を見学します。
【概略行程】
ＪＲ博多駅筑紫口（貸切バス駐車場）
【１班】（集合 7:30）出発 7:40

===⇒

【２班】（集合 8:00）出発 8:10
==⇒

=⇒

八丁原発電所
10:20～11:40

=⇒

10:50～12:10

昼食（日田市豆田町：鰻ひつまぶし）==⇒
13:05～13:55
13:35～14:25
キリンビール福岡工場（コスモス園）
15:20～16:30
15:50～17:00

==⇒

豆田町散策
13:55～14:40
14:25～15:10

=⇒

ＪＲ博多駅筑紫口
17:50
18:20

※ 1 班と 2 班で集合・出発時間が異なりますのでご注意ください。

④
JR博多駅

キリンビール福岡工場

③

日田市豆田町

①
➁
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八丁原発電所

［Ｆ］沖縄コース

（定員４０名）

【 見 学 先 】・沖縄電力㈱吉の浦火力発電所
（ＬＮＧコンバインド １、２号機 各 25.1 万 kW）
 首里城
【見学内容】 沖縄県南東部，知念半島と勝連半島の間に挟まれた中城湾に面する，沖縄
電力初の液化天然ガス（ＬＮＧ）火力である吉の浦火力発電所を見学します。
昼食後は，沖縄の歴史と文化を象徴する城であり，世界遺産に登録されて
いる首里城を散策し，守礼門を始めとする文化財を見学します。見学後はホ
テルにて解散となります。
【概略行程】
福岡空港（国内線ターミナル）
（集合 6:30）出発 7:15

===⇒

那覇空港 ===⇒
8:50～9:20

==⇒

昼食（浦添市：ステーキ） ==⇒
首 里 城 ===⇒
12:40～13:50
14:30～15:30

==⇒

ホテルパームロイヤル NAHA
15:45

吉の浦火力発電所
10:30～12:00

首里城

②

③

吉の浦火力発電所

①

那覇空港
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ホテルパームロイヤルNAHA
（国際通り）

［A］～［E］コース集合場所（バス配車場所）

オリエンタルホテル
博多ステーション

集合場所：福岡市博多区博多駅前中央街１
（博多駅筑紫口より徒歩１分）
博多 駅 （ 筑紫 口 ）

ホテルクリオコート博多

見学会コース

集合時刻

出発時刻

[A] 北九州コース

８：５０

９：００

[B] 玄海コース

７：３０

７：４０

[C] 松浦コース

８：００

８：１０

集合場所

博多駅筑紫口
[D] 長崎コース

７：５０

８：００

１班

７：３０

７：４０

２班

８：００

８：１０

[E] 大分コース
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（貸切バス駐車場）

［F］コース集合場所（福岡空港）のご案内

福岡空港全体図
地下鉄空港線
至

博多

福岡空港 国内線旅客ターミナルビル 1 階

［F］沖縄コース集合場所（福岡空港）のご案内
集合場所

見学会コース

集合時刻

出発時刻

集合場所
福岡空港

[F] 沖縄コース

６：３０

７：１５

国内線ターミナルビル
1 階 JAL カウンター前
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大会・次世代リーダー育成セミナー・懇親会 会場案内図
大会・セミナー会場
アクロス福岡
〒810-0001

福岡市中央区天神１丁目１-１
（代表）092-725-9111

＊＊交通アクセス＊＊
地下鉄
 福岡空港またはＪＲ博多駅から福岡市営地下鉄空港線「天神駅」下車 16 番出

口から徒歩 5 分（福岡空港～天神 11 分，博多～天神 6 分）
バス
 「博多バスターミナル」1 階 2 番乗場（明治通経由）から約 15 分「アクロス

福岡・水鏡天満宮前」下車すぐ
 「博多バスターミナル」1 階 3 番乗場（昭和通経由）から約 15 分「天神 4 丁
目」下車徒歩 3 分
 「博多バスターミナル」1 階４番乗場（国体道路経由）から約 10 分「天神 1
丁目」下車徒歩 5 分
 「博多駅前Ａ」乗場からキャナルシティラインで約 10 分「天神・福岡市役所
前」下車徒歩 2 分

懇親会場
ホテルオークラ福岡
〒812-0027

福岡市博多区下川端町３-２（代表）092-262-1111

＊＊交通アクセス＊＊
地下鉄
 福岡空港またはＪＲ博多駅から福岡市営地下鉄空港線「中洲川端駅」下車 6 番

出口から徒歩 3 分（福岡空港～中洲川端 10 分，博多～中洲川端 5 分）
バス
 「博多バスターミナル」1 階 2 番乗場（明治通経由）で約 10 分「川端町・博

多座前」下車徒歩 3 分
 「博多バスターミナル」1 階 3 番乗場（昭和通経由）で約 12 分「博多五町」
または「中洲」下車徒歩 3 分
 「博多バスターミナル」1 階 4 番乗場（国体道路経由）で約 7 分「キャナルシ
ティ博多前」から徒歩 7 分
徒歩（大会会場～懇親会場）
 約 7 分（0.6km）
16

＜会場周辺図＞

＜バス停配置図＞

＜地下鉄路線図＞
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大会参加申込み案内
１ 大会・懇親会，次世代リーダー育成セミナーおよび見学会への参加について
（１）大会参加申込み方法
大会参加は，火力原子力発電技術協会ホームページ
URL(https://www.tenpes.or.jp)から「発電大会」サイトへアクセスいただき，
「お申込みフォーム」に必要事項をご記入・ご選択いただきお申込みください。
定員に達しましたら締め切りますので，お早めにお申込みください。
お申込みには，会員番号とパスワードが必要となります。
なお，火力原子力発電技術協会ホームページをご利用いただけない会員さまは，
下記大会事務局までご連絡ください。
九州大会事務局

TEL：03（3454）3508（直通）
E-mail：taikai@tenpes.or.jp

＜１．火力原子力発電技術協会ホームページ トップ画面 ～ 会員ログイン画面イメージ＞
【トップ画面】

（画面は変更となる場合があります）

「発電大会申込み」をクリック

【大会画面】

【会員ログイン画面】

「会員番号」「パスワード」を入力し
「ログイン」をクリック

「お申込みはこちら」をクリック
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＜２．火力原子力発電技術協会ホームページ 申込み画面イメージ＞
（画面は変更となる場合があります）
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◆お申込み～大会受付

フロー

＜会員さま＞

＜九州大会事務局＞

＜時期＞

【申込み手順(ａ～ｃ)】
申 込 み 確 認

ＷＥＢ申込み

７月１日(月)
～８月 23 日(金)

「大会お申込み受付

【申込み手順(ｄ)】 のお知らせ」メール

お申込み後

内 容 確 認

～

（メール受信）

１週間程度
注）メール受信後，９月 20 日（金）までに参加費のお振込みをお願いします。

【申込み手順(ｅ)】
入 金 確 認

お 振 込 み

（参加確定）
お振込み後

注）振込完了後は申込み内容の変更・
取消がご自身でできません。

【申込み手順(ｆ)】
内 容 確 認

～９月 27 日(金)

九州大会参加
確定メール

注）九州大会参加確定メール
印刷物が本大会の【参加
券】となります。

（メール受信）
注）９月 28 日以降の取消は参加費の
返金をいたしかねます。

九州大会参加確定メー
ル印刷物と名刺２枚を
受付にご提示

注）
［Ｂ］玄海コースご参加の方は申込み時にご
登録いただい た本 人確 認書 類と 照合 しま す
ので，同じものをご持参願います。
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10 月 17 日(木)

お申込み期間：７月１日（月）～８月２３日（金）
【申込み手順】
ａ．個人会員さま
会員ページからお申込みされますと，ご登録の個人会員さまの基本情報が既に入
力された状態で表示されますので，その他必要事項をご入力してお申込みくださ
い。
ｂ．法人会員さま
会員ページからお申込みされますと，ご登録の法人会員さまの基本情報が既に入
力された状態で表示されますので，実際に参加される方の氏名，電話番号およびメ
ールアドレス ※ 等をご記載のうえ，その他必要事項をご入力してお申込みくださ
い。
複数の方が参加される場合は，お手数をお掛けしますがお一人ずつお申込みくだ
さい。
※ ご担当者さまが複数参加者分をまとめてお申込みされる際，お申込み画面の「メールアドレ
ス」欄に，全員同じメールアドレス（ご担当者さまのメールアドレス等）を登録すると，各
社の通信セキュリティ環境により当協会からの自動送信メールが届かない場合があります。
例としては同じ日に５名分の申込みをしたが受付メールは２名分しか届かない等のケースで
す。その場合は，お早めに事務局までご連絡願います。

（19 頁の「申込み画面イメージ」もあわせてご確認願います。）
ｃ．見学会のお申込み
大会の参加申込み画面に見学会の申込み画面も表示されますので，ご希望のコー
スをお選びください。各コースとも先着順で，定員に達しましたら選択不可となり
ます。参加確定は，参加費お支払い後となりますのでご了承ください。
また，「生年月日」「性別」「当日の連絡先」記入欄も表示されますので，必ずご記
入ください。
※ 「生年月日」「性別」は，旅行保険加入のために必要となります。
※［Ｂ］玄海コースへお申込みされる方は，発電所見学（入所）に際し，セキュリティ
の観点から身分証明書による本人確認が必要となっています。申込の際には，
見学当日に提示する身分証明書をお手元に準備した上で，以下の点に注意して申
込フォーマットへの記述をしてください。
① 氏名
「１．基本事項」の氏名欄は，身分証明書と同じ表記でご記載ください。略字
や異体字等は，別の文字とみなされますので，ご注意願います。
例：「渡辺」，「渡邊」，「渡邉」
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なお，本人確認書類と同字体が登録できない場合は，九州大会事務局までご連
絡ください。
① 身分証明書種別
［Ｂ］コースをご選択いただきますと，
「 身分証明書種別」が表示されますので，
お手元に準備された身分証明書をご選択ください。
ご選択いただきました身分証明書は，大会一日目の受付時および二日目の見学
会当日の２回確認しますので，大会２日間にわたり同じものをご持参ください。
なお，身分証明書は有効期限内のものをご選択ください。
お忘れの場合，発電所見学（入所）が出来なくなりますのでご注意ください。
ｄ．「大会お申込み受付のお知らせ」（メール）の送付
九州大会事務局がお申込み受付後，「大会お申込み受付のお知らせ」（メール）を
送付いたしますので，内容をご確認ください。
（この時点では参加確定しておりません。）
ｅ．参加費のお支払い
「大会お申込み受付のお知らせ」（メール）受領後，９月 20 日（金）までに指定
の口座にお振込みください。
 振込手数料は会員さまご負担にてお願いします。
 ９月 20 日（金）までにお支払いが無い場合は，キャンセル扱いとなります。

＜お振込みに際しては，以下の点にご留意ください。＞
〔銀行ＡＴＭまたはネットバンキングからのお振込みの場合〕
振込人名義は「参加者氏名」とし，参加者氏名の前に受付番号（「大会お申込み受
付のお知らせ」（メール）に記載）をご入力のうえ，お振込みください。
〔公費払い等により振込人名義が機関名となる場合〕
（参加者氏名と振込人名義が異なる場合，複数名分を一括お振込みの場合 等）
「振込連絡票」により，九州大会事務局へメールまたはＦＡＸにてご連絡願いま
す。
※ 「振込連絡票」は「大会お申込み受付のお知らせ」メールに添付します。
また，協会ホームページからもダウンロードできます。
〔郵便振替の払込用紙でお振込みの場合〕
郵便局に備え付けの「払込取扱票」（青色）の通信欄に，『①受付番号，②参加者
氏名』をご記入ください。
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〔お振込み口座一覧〕
＜銀行振込口座＞
・銀 行 名：

ゆうちょ銀行

・口座番号：

当座預金

・口座名義：

〇一九（ゼロイチキユウ） 店

０４３３１８９

火力原子力発電大会事務局

カリヨクゲンシリヨクハツデンタイカイジムキヨク
・銀 行 名：

みずほ銀行

虎ノ門支店

・口座番号：

普通預金

・口座名義：

一般社団法人火力原子力発電技術協会

１４４５６４０

シヤ）カリヨクゲンシリヨクハツデンギジユツキヨウカイ

＜郵便局振替口座＞
・口座 記号番号：

００１２０－６－４３３１８９

・加 入 者 名：

火力原子力発電大会事務局

ｆ．大会参加確定
九州大会事務局が入金を確認次第，九州大会参加確定メールを送付いたします。
参加確定は，参加費お支払いをもって行いますのでご了承願います。
大会当日は，九州大会参加確定メールの印刷物と名刺２枚を受付へご提示くださ
い。
（２）申込み内容の変更・取消し
申込期間中（８月 23 日（金）まで）は，「会員ページ」の「行事申込履歴」か
ら，ご自身で申込み内容の変更・取消しができます。ただし，参加費お振込み完了
後および申込期間終了後（８月 24 日（土）以降）は，ご自身で変更・取消しができ
ませんので，九州大会事務局までご連絡ください。
なお，９月 28（土）以降の取消しは，準備の都合上，お支払いいただきました大
会参加費（大会・懇親会，次世代リーダー育成セミナー，昼食）および見学会参加
費の返金はいたしかねます。
（３）大会当日の受付について
入金確認後に送付いたします九州大会参加確定メールの印刷物と名刺２枚を受付
へご提示ください。引き換えにお渡しする名札ケースに名刺を入れ，大会参加中は
参加者であることが確認できるように明示していただきますよう，お願いいたしま
す。
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２．お問い合わせ先
「火力原子力発電大会 九州大会事務局」
連絡先 ＴＥＬ：（０３）３４５４－３５０８（直通）
ＦＡＸ：（０３）３７６９－３０９３
E-mail：taikai@tenpes.or.jp
《受付時間》10:00～12:00，13:00～16:30（土曜日･日曜日･祝祭日を除く）
《担 当 者》 三股，津田
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