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みなさん、こんにちは！
九大学研都市メールマガジン事務局です。

８月に入り、本格的な夏を迎えました。
厳しい暑さが続いておりますので、体調には十分にお気を付けください。

今号も、九大学研都市エリアのイベントや九大学研都市に関する
情報を皆さまへお届けして参りますので、よろしくお願いいたします。

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**I N D E X**〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★ＯＰＡＣＫから特別講演のお知らせ★

【１】九州大学・日本機械学会共同主催・ＯＰＡＣＫ協賛
「日本機械学会 ２０１６年度年次大会特別講演」開催のご案内！【New!!】
≪日本機械学会２０１６年度年次大会実行委員会≫
〔平成２８年９月１３日（火）〕
特別講演１．１５:１５～１６:１５ 水戸岡 鋭治 氏
特別講演２．１６:１５～１７:１５ 青柳 俊彦 氏

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★

【２】九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）
「大学説明会（博多・熊本）、オープンキャンパス（箱崎）」
開催のご案内！
≪九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）≫
〔平成２８年８月３日（水）・８月２２日（月）・９月１０日（土）〕

【３】先端サマーセミナー
「Ｉ＆Ｅの未来を創るシステム情報科学」開催のご案内！
≪九州大学大学院システム情報科学研究院≫
〔平成２８年８月１６日（水）１０：３０～１７：５０〕

【４】日本建築学会 大学・地域デザイン小委員会 情報交流シンポジウム（第20回）
「大学立地は都市を変えたか」開催のご案内！
≪日本建築学会 都市計画委員会 大学地域デザイン小委員会≫
〔平成２８年８月２３日（火）〕
１２:３０キャンパスツアー１４:３０シンポジウム１８:００意見交換会

【５】「グリーンアジア国際戦略総合特区推進フォーラム」
～さらなる飛躍を目指して～ 開催のご案内！【New!!】
≪グリーンアジア国際戦略総合特区共同事務局≫
〔平成２８年８月２３日（火）〕
フォーラム１５:００～１６:４５ 交流会１７:００～１８:００

【６】「福岡水素エネルギー戦略会議から総会・講演会」開催のご案内！【New!!】
≪福岡水素エネルギー戦略会議事務局≫
〔平成２８年８月３１日（水）〕
総 会１４:００～１５:１０ 講演会１５:２０～１７:００
交流会１７:００～１８:３０
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★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★

【７】平成２８年熊本地震で被災され、研究に支障をきたしている
学外の研究者の皆様へ
≪九州大学工学研究院≫

【８】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫

【９】糸島市子育て世代応援サイト“いとネット”について
≪糸島市役所企画部地域振興課≫

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**** 本 文 ****〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★ＯＰＡＣＫから特別講演のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【１】九州大学・日本機械学会共同主催・ＯＰＡＣＫ協賛
「日本機械学会 ２０１６年度年次大会特別講演」開催のご案内！【New!!】
≪日本機械学会２０１６年度年次大会実行委員会≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

平成２８年９月１３日（火）伊都キャンパス椎木講堂において,
「日本機械学会２０１６年度年次大会」の一環として、日本機械学会と
九州大学の共同主催で株式会社ドーンデザイン研究所代表取締役
水戸岡鋭治氏及び九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長
青柳俊彦氏による「特別講演」を開催します。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２８年９月１３日（火）

（１） 特別講演１．１５:１５～１６:１５
（２） 特別講演２．１６:１５～１７:１５

◆場 所：九州大学伊都キャンパス内 椎木講堂コンサートホール
（福岡県福岡市西区元岡744）
http://shiiki-hall.kyushu-u.ac.jp/access/

◆内 容：
（１） 特別講演１．１５:１５～１６:１５
「デザインは公共のために」
水戸岡 鋭治 氏（株式会社ドーンデザイン研究所 代表取締役）
（２） 特別講演２．１６:１５～１７:１５
「九州を元気に！」
青柳 俊彦 氏（九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長）

◆対 象 者：本特別講演は市民開放行事であり、どなた様もご参加いただけます。

◆参 加 費：無料です。

日本機械学会年次大会の市民開放行事は、九大学研都市づくりに
役立つイベントです。詳細は、下記をご覧ください。
http://www.jsme.or.jp/conference/nenji2016/35_shimin.html

◆お問い合わせ先
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日本機械学会２０１６年度年次大会実行委員会
TEL:０９２-８０２-３１０８
e-mail：nenji2016＠jsme.or.jp

・日本機械学会2016年度年次大会 ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_12217_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【２】九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）
大学説明会（博多・熊本）、オープンキャンパス（箱崎）開催のご案内！
≪九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学ビジネス・スクール（ＱＢＳ）は、２０１７年4月入学者（第１５期生）
向けの大学説明会（博多・熊本）とオープンキャンパス（箱崎）を、下記の要領で
行います。

ＱＢＳの教育プログラムの特徴や教員による模擬講義のほかに、社会人が働き
ながら学ぶ意義や、その実際の生活の様子、キャリアへの影響などについて、
在校生や修了生がパネルディスカッション形式で語ります。

皆様のご参加をお待ちいたしております。
---------------------------------------------------------------------------
＜各会場共通プログラム＞

・ＱＢＳの教育プログラムについて
・模擬講義
・在校生・修了生によるパネルディスカッションとＱ＆Ａ

◆大学説明会（福岡）

日 時：８月３日（水）１９：００～２１：１５

場 所：ＪＲ博多シティ１０階 大会議室

模擬講義：星野 裕志 教授「国際経営」

アクセス：http://www.jrhakatacity.com/communicationspace/#Access

◆大学説明会（熊本）

日 時：８月２２日（月）１９：００～２１：００

場 所：くまもと県民交流館パレア１０階 会議室７

模擬講義：目代 武史 准教授「企業戦略」

アクセス：http://www.parea.pref.kumamoto.jp/about03.html

◆オープンキャンパス（箱崎）

                             3 / 11

https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_12217_file.pdf


日 時：９月１０日（土）１７：００～１９：３０

場 所：九州大学箱崎キャンパス・経済学部棟２階２０９講義室

講 演：永田 晃也 教授「なぜＱＢＳで経営学を学ぶのか」

模擬講義：岩下 仁 講師「マーケティング戦略」

アクセス：http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/access

◆参 加 費：無料です。

◆申込方法：参加ご希望の方は、
氏名（ふりがな）
連絡先（自宅または勤務先住所）
郵便番号
電話番号
メールアドレス

をご記入の上、 ビジネス・スクール支援室にE-Mailまたは
ファックスにてお申し込み下さい。

九州大学ビジネス・スクール支援室
E-Mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp ファックス：092-642-4336

◆お問合せ先：九州大学ビジネス・スクール支援室
E-Mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

・九州大学ビジネススクール 大学説明会・オープンキャンパス ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_12218_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【３】先端サマーセミナー
「Ｉ＆Ｅの未来を創るシステム情報科学」開催のご案内！
≪九州大学大学院システム情報科学研究院≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学大学院システム情報科学研究院では、所属の教員及び博士課程大学院生が
行っている研究について、一般の方及び大学院生、学部学生を対象に分かり易く紹介
いたします。高校生の聴講も歓迎いたします。

また、システム情報科学府の博士後期課程大学院生の海外インターンシップの報告
も実施いたします。

皆様ぜひご来場ください。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２８年８月１６日（水）１０：３０～１７：５０

◆場 所：九州大学伊都キャンパス ウエスト２号館３階 大講義室（３１３号室）
（福岡市西区元岡７４４）
http://www.kyushu-u.ac.jp/f/27736/ito_jp.pdf
※九大伊都キャンパスマップ中、２５番の建物です。
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◆内 容：

教員４名を講師とする講演及び博士後期課程大学院生２名による海外インターンシップ
報告を実施します。

◆対 象 者：一般の方、学生、研究者等どなたでもご参加いただけます。

◆定 員：１００名程度。

◆参 加 費：無料です。

◆申込期限・申込方法：事前の申し込みは不要です。直接会場にお越しください。

◆お問合せ先：
九州大学大学院システム情報科学研究院 情報学事務室
E-mail : seminar★jimu.isee.kyushu-u.ac.jp
※メールアドレスの★を@に変更の上、お問合せください。

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【４】日本建築学会 大学・地域デザイン小委員会 情報交流シンポジウム（第２０回）
「大学立地は都市を変えたか」開催のご案内！
≪日本建築学会 都市計画委員会 大学地域デザイン小委員会≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

このシンポジウムは、キャンパス計画関係者・教職員・行政職員・学生・
地域住民・企業各社が情報交流を行うことを目的としています。
１９９８年に九州大学で第１回を開催し、翌年の本会ＰＤ「大学立地は都市を
変えるか」を皮切りに、これまで都市と大学の連携・デザインに関する調査研究と
実践に関する情報交換の場を継続して提供してきました。
第２０回では、都市における大学の立地と地域連携、キャンパス整備、跡地
計画等について話題を提供し、都市の重要な機能である大学の立地がもたらした
キャンパスそのものの変化と都市の変化を読み解きつつ、効果や課題、そして
これからの展望について議論します。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２８年８月２３日（火）
１２:３０ キャンパスツアー
１４:３０ シンポジウム
１８:００ 意見交換会

◆場 所：九州大学伊都キャンパス椎木講堂
（〒819-0395 福岡市西区元岡７４４）

◆主 催：日本建築学会 都市計画委員会 大学地域デザイン小委員会

◆後 援：（予定）文教施設協会、日本ファシリティマネジメント協会、
大学行政管理学会、九州大学学術研究都市推進機構、
アーバンデザイン会議九大、福岡県、福岡市、糸島市、九州大学、
日本都市計画学会九州支部、日本都市計画家協会福岡支部、
アジア景観デザイン学会

◆対 象 者：全国のキャンパス計画関係者、教職員、行政職員、学生、
地域住民の方、企業各社

◆参 加 費：①会員 １，０００円、②会員外 １，５００円、③学生 ５００円
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◆内 容：
１２：３０ キャンパスツアー 会場：九州大学伊都キャンパス椎木講堂
九州大学キャンパス計画室准教授・
大学地域デザイン小委員会幹事 鶴崎 直樹

椎木講堂～I2CNER～センター３号館～
ユニバーサル・ゲート・ブリッジ～センター２号館～
ウエスト１号館～亭亭舎～センター地区キャンパスモール～
国際交流会館（キャンパス計画室、施設部）

１４：００ 受付開始

１４：３０ シンポジウム 会場：九州大学伊都キャンパス椎木講堂

開会挨拶 大学地域デザイン小委員会

ご挨拶
（公財）九州大学学術研究都市推進機構事務局長 猿渡 稔

主旨説明
千葉大学教授・大学地域デザイン小委員会主査 上野 武

文部科学省の施策展開
文部科学省技術参事官 山崎 雅男

都市圏と九州大学のフレームワーク
九州大学キャンパス計画室教授・副室長 坂井 猛

大学移転と箱崎跡地の計画
福岡市住宅都市局跡地活用推進部長 上滝 今佐美

糸島市と九州大学の連携と計画
糸島市企画部長 馬場 貢

大学立地と都市の展望
名古屋大学准教授 小松 尚

休 憩

質疑応答・意見交換
コーディネータ 坂井 猛（前出）

まとめ
北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部准教授 小篠 隆生

１７：３０ 閉会

シンポジウム司会
大阪大学キャンパスデザイン室准教授 吉岡 聡司

記録
東北大学 小貫 勅子・大阪大学 池内 祥見

１８：００ 意見交換会 会場：九州大学伊都キャンパス椎木講堂 ２階
イトリー・イト
参加費：４，０００円

◆申込期限：平成２８年８月１９日（金）
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◆申込方法：文末に添付のＰＤＦに、以下の項目の参加・不参加及び
必要事項をご記入の上、下記申込み先にお申込み下さい。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．キャンパスツアー： 参加 ・ 不参加

２．シンポジウム： 参加 ・ 不参加

３．意見交換会： 参加 ・ 不参加

【必要事項】
氏名 ・ 所属 ・ 電話 ・ Email

◆お申込み・お問合せ先：
九州大学キャンパス計画室
坂井 猛
E-mail: sakai@kyudai.jp

・日本建築学会 大学・地域デザイン小委員会 情報交流シンポジウム ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_12220_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【５】「グリーンアジア国際戦略総合特区推進フォーラム」
～さらなる飛躍を目指して～ 開催のご案内！【New!!】
≪グリーンアジア国際戦略総合特区共同事務局≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

『グリーンアジア特区』では、環境を軸とした産業の集積・拠点化を
目指して、法人税、不動産取得税、固定資産税の減免や補助金などの
支援措置により設備投資を支援しています。
これまで、環境配慮型自動車、パワー半導体、産業用ロボット、再生可能
エネルギー等様々な分野で、環境性能の高い製品の開発や生産拠点化が
進展してきました。
今後も多くの皆様に支援措置をご活用いただき、本特区を一層推進して
いくため、フォーラムを開催します。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２８年８月２３日（火）
フォーラム１５:００～１６:４５ 交流会１７:００～１８:００

◆場 所：リーガロイヤルホテル小倉４階 ロイヤルホール
（北九州市小倉北区浅野２－１４－２）
http://www.rihga.co.jp/kokura/access/index.html

◆内 容：特区概要・支援措置の紹介
特区活用企業による事例発表
（トヨタ自動車九州（株）、（株）石橋製作所、（株）Kyulux、
日本磁力選鉱（株））

◆定 員：３００名（先着順）

◆参 加 費：無料（交流会は２，０００円※当日受付にてお支払ください。）

◆申込期限：定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

◆申込方法：下記の添付ファイル（フォーラム開催チラシ）に必要事項を
記入の上、ＦＡＸにてお申し込みいただくか、福岡県電子申請
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からお申し込みください。

ＦＡＸ番号：０９２-６４３-３４１７
グリーンアジア国際戦略総合特区共同事務局
（福岡県商工部産業特区推進室内）

グリーンアジア特区ＨＰ
http://greenasia.jp/article/135

◆お問い合わせ・申込先
グリーンアジア国際戦略総合特区共同事務局
（福岡県商工部産業特区推進室内）
TEL：０９２-６４３-３４１６

・グリーンアジア国際戦略総合特区推進フォーラム＿開催チラシ ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_12221_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からセミナー・シンポジウム等のお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【６】「福岡水素エネルギー戦略会議から総会・講演会」開催のご案内！【New!!】
≪福岡水素エネルギー戦略会議事務局≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

福岡水素エネルギー戦略会議は環境にやさしい水素エネルギー社会の
実現に向け、平成１６年８月に全国に先駆けて設立されました。
研究開発、社会実証、人材育成をはじめ水素エネルギーの開発・普及に
総合的に取組んでいます。

今年度の講演会では「再生可能エネルギー由来の水素」「新たな
アプリケーション」をキーワードに、水素・燃料電池分野における
最新の市場動向について、最前線で活躍されておられる企業等から
ご講演いただく予定にしております。

当日は、情報交換・懇親の場となる交流会も開催します。
いずれも、会員以外の方もご参加いただけますので、皆様奮って
ご参加くださいますようお願いいたします。
---------------------------------------------------------------------------
◆日 時：平成２８年８月３１日（水）
総 会 １４:００～１５:１０ 講演会 １５:２０～１７:００
交流会 １７:００～１８:３０

◆場 所：ホテルニューオータニ博多
住所：福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－２
電話：０９２（７１４）１１１１（代）
（JR博多駅からバス約７分、天神からバス約５分）
アクセス
http://www.kys-newotani.co.jp/hakata/info/access/index.html

◆日 程：
１４:００～１５:１０
『福岡水素エネルギー戦略会議 総会』《会場：飛翔の間（４階）》
・挨拶
・議事 戦略会議２８年度事業計画 等

１５:２０～１７:００
『講演会』《会場：飛翔の間（４階）》
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・講演「再生可能エネルギー由来水素の活用に向けた国内外取組動向（仮）」
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
燃料電池・水素グループ 主任研究員 大平 英二 様

・講演「スズキの燃料電池二輪車「バーグマンフューエルセル」開発（仮）」
スズキ株式会社 電動車開発部 第九課 専門職 村松 仁 様

・講演 地元企業の取組（調整中）

１７:００～１８:３０
『交流会』《会場：鶴の間・東（４階）》
※当日、受付にて５，０００円 ／ 人の ご負担をお願いいたします。
（領収証をお渡しいたします。）

◆対 象 者：総会・講演会・交流会のいずれも、会員以外の方もご参加いただけます。

◆参 加 費：無料（交流会は５，０００円※当日受付で現金でお支払ください。）

◆申込期限：平成２８年８月２４日（水）

◆申込方法：戦略会議ホームページから、オンラインでの申込みが可能です。
（http://www.f-suiso.jp/info/11419.html）
ＦＡＸまた、Ｅ-ｍａｉｌでのお申込をご希望の方は、
上記ＵＲＬより申込書をダウンロード後、必要事項を
ご記入いただき、下記までお送りください。

◆【お問い合わせ・お申込先】
福岡水素エネルギー戦略会議事務局【担当：高木】
（福岡県商工部新産業振興課内）
電話：092-643-3448 ／ FAX：092-643-3421
メール：info@f-suiso.jp

・福岡水素エネルギー戦略会議_総会・講演会 ： 
https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/files/MagazineDetail_12222_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【７】平成２８年熊本地震で被災され、研究に支障をきたしている
学外の研究者の皆様へ
≪九州大学工学研究院≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

九州大学工学研究院では、現在、超顕微解析センター及び工学研究院保有の分析
・解析機器について、被災地の研究機関・研究者への優先的利用の供与及び使用料
免除等にてご利用いただけるよう検討いたしております。

詳しくは、次のページをご覧ください。
・http://bunseki.kyushu-u.ac.jp/bunseki/20160516.html
・http://sangaku-center.city.fukuoka.lg.jp/

その他にも、九州大学におきましては、非常食や支援物資の提供のほか、災害派遣
医療チームの派遣を行うなど、様々な形で平成２８年熊本地震へ対応しているところ
です。

皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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【平成２８年熊本地震への対応等】
・http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/approach/kumamotoquake/
・http://www.kyushu-u.ac.jp/f/27579/shien_torikumi_160425.pdf
・http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=1184&categoryid=1

◆お問合せ先
九州大学ナノテクＰＦ事務局
E-mail：nano_hvem@hvem.kyushu-u.ac.jp

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【８】「糸島リサーチパーク 分譲」のご案内！
≪福岡県企業局≫
---------------------------------------------------------------------------
◆概 要：

福岡県企業局では、糸島リサーチパークの分譲を行っています。

糸島リサーチパークは、西九州自動車道前原インターチェンジに隣接し、交通
アクセスに優れ、また、糸島市内周辺地域は、九州大学を中心に、高水準の教育
と技術力を身につけ、働く意欲に満ちた優秀な若い人材が豊富で、研究機関等の
立地に最適な用地です。

リサーチパーク内には、既に、水素エネルギー製品研究試験センター、三次元
半導体研究センター、社会システム実証センターの3施設が立地し、今後も研究
機関等の立地が見込まれています。

福岡県への進出を御検討の企業におかれましては、ぜひ糸島リサーチパークへ
の立地を御検討いただきますようお願いします。
---------------------------------------------------------------------------

◆糸島リサーチパークの概要
所 在 地：糸島市東
分譲面積：５６，６８０㎡
分譲単価：２５，０００円／㎡
詳細（リンク）：http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp/estates/90

◆その他の工業団地（磯光工業団地：宮若市）
詳細（リンク）：http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp/estates/16
＊販売区画については変わっていることがありますので、お問い合わせください。

◆問い合わせ先
福岡県企業局管理課企画開発係 担当者 津留(つる)・有吉(ありよし)
TEL：092-643-3786
FAX：092-643-3789
E-mail：kigyokyoku@pref.fukuoka.lg.jp

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
---------------------------------------------------------------------------
【９】糸島市子育て世代応援サイト“いとネット”について
≪糸島市役所企画部地域振興課≫
---------------------------------------------------------------------------
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◆概 要：

糸島市では、子育て世代の生活を応援し、市への定住を促進するため、糸島市・
福岡都市圏の子育て世代と、子育て世代応援の趣旨に賛同する協賛企業をつなぐ
会員制ポータルサイト“いとネット”を開設しております。

いとネットに会員登録し、協賛店で会員証を提示すると、会員向けの特別サービス
を受けることができます。

さらに、いとネットでは、協賛企業からの会員向けのお得な情報に加え、市から
子育てや教育環境などに関する生活密着情報もお届けします。

皆様のご登録をお待ちしております。
---------------------------------------------------------------------------

◆会員対象者：福岡都市圏の１８歳から４０歳の方または１８歳以下の子どもを
育てている方

◆登録方法：パソコン、スマートフォンよりサイトにアクセスし、入力画面に情報を
入力してください。
サイトＵＲＬ http://itonet.jp

登録後は、会員証の画像データをダウンロードし、スマートフォン等の
端末へ保存して、協賛店でご利用ください。

◆登 録 料：無料

◆問い合わせ先：
糸島市 企画部 地域振興課 定住・学研都市係
TEL：092-332-2062

■*□*■*□*■*□*■* 事 務 局 か ら の お 願 い ＆ お 知 ら せ *■*□*■*□*■*□*■

◆九大学研都市メールマガジン会員募集中◆
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）では、
メールマガジン会員を随時募集しております。
ダイナミックに変貌を遂げつつある九大学研都市エリアの最新情報を
メールマガジンにて毎月お届けしています。
産学連携、研究施設、立地情報など九大学研都市に関する情報に
関心のある方に是非お知らせください。
【詳 細】
⇒ http://www.opack.jp/files/TopicDetail_45_file.pdf

◆新規の御登録はこちらから
⇒ https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/users/add/

◆設定変更等◆
本メールマガジンはメルマガ会員にご登録いただいた方や、
ＯＰＡＣＫの各セミナー等にご参加いただいた方あてに配信
させていただいております。
メルマガ会員登録内容変更、登録解除、パスワード忘れ等は
下記のURLをご参照ください。
⇒ https://virtua3.coara.or.jp/ro12000/homepage/users/
または、info@opack.jpまでお問い合わせください。

■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■
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