
　関西には環境やバイオ、太陽光発電等のエネルギーをはじめ、近
年では先端医療、医薬・創薬、ロボットなどのポテンシャルの高い次世
代技術が多数集積しています。一方、関西の多くの企業や研究機関
において、ＬＥＤやレーザーを応用した様々なフォトニクスの技術開発
が活発に進められています。これらポテンシャルの高い次世代技術と
フォトニクス技術との連携は、省エネルギーや再生可能エネルギーと
いった環境負荷の低い製品、医療・福祉・介護・ヘルスケアといった高
齢化社会対応製品、安心・安全を実現する製品など、社会的ニーズと
して注目されている製品の実現に貢献するとともに、今後新たな技
術的広がりも期待されています。

　ＮＰＯ法人日本フォトニクス協議会関西支部（ＪＰＣ関西）は、様々な
産業分野で広く利用されているフォトニクス技術と関西企業様との
開発連携の促進を通した産業振興と企業発展、ひいては関西経済の
躍進に少しでも貢献したいと考えています。

　つきましては、関西の関連業界の多くの方々にご加入いただき、会
員間或いは関連業界間の交流や人脈構築の場になることを願ってお
ります。ＪＰＣ関西の趣旨にご賛同いただき、何とぞ積極的にご活用
いただきます様お願い申し上げます。

「JPC関西」の趣旨に賛同し、
 ＿＿ 年 ＿＿ 月より、下記の通り入会を申込みます。

年   　月   　日

http://

連絡先 〒
※連絡先は（勤務先・自宅）←いずれかに○を付けてください

※連絡先が自宅の場合もご記入ください
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E-mail
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特定非営利活動法人

入会申込書

JPC関西支部長 中井 貞雄
大阪大学 名誉教授

〒541-0043　大阪市中央区高麗橋1-6-10
豊田日生北浜ビル　豊田産業株式会社内

FAX 06-4963-3809　E-mail： jpckansai@j-photonics.org
http://www.j-photonics.org/kansai/

特定非営利活動法人 日本フォトニクス協議会

法人正会員 1口年額 20,000円口

個人正会員 1口年額 5,000円口

法人正会員 1口年額 48,000円口

個人正会員 1口年額 9,600円口

賛 助 会 員 1口年額 60,000円口

1

2

1

2

3

※該当項目に○を付けて必要事項をご記入下さい。

B.  JPC本部には加入せず「JPC関西支部」に入会する。

A.  JPC本部に下記のとおり加入し、「JPC関西支部」に登録する。

会計年度は4月から翌年3月。入会は随時受付け、入会時の会費は半年
単位（4月～9月入会は1年分。10月～3月入会は半年分）。入会受付
後、請求書を送付いたします。

申込先  FAX 06-4963-3809  E-mail  jpckansai@j-photonics.org

JPC関西の親団体

NPO法人 日本フォトニクス協議会（JPC）

日本フォトニクス協議会
JPC関西

理事長　 羽鳥光俊　 東京大学 名誉教授
副理事長 中井貞雄　 大阪大学 名誉教授
 黒田和男 宇都宮大学 教授
 谷田貝豊彦 宇都宮大学 教授
理事(50音順) 青嵜　耕 旭硝子
 天野　浩 名古屋大学 教授
 伊熊敏郎 エコ環境事務所
 伊藤寛治 浜松ホトニクス
 池澤直樹 野村総合研究所
 上野直樹 オプトロニクス社
 江上浩二 オフィストリプルB
 岡田佳子 電気通信大学 准教授
 小椋行夫 OPIC事務局
 河合　滋 オプト・イーカレッジ
 小檜山光信 テックウェーブ
 近藤宣之 日本レーザー
 武田光夫 宇都宮大学 教授
 豊田周平 豊田産業
 波平宜敬 琉球大学 名誉教授
 西澤紘一 プライムネット
 平山秀樹 理化学研究所 主任研究員
 森戸祐幸 ユーヴィックス
 山本和久 大阪大学 教授
 横倉　隆 東京理科大学 理事
監事 植田　覚 植田覚税理士事務所
シニアアドバイザー 三木哲也　 電気通信大学 理事
 張　吉夫 大阪府立大学 名誉教授
R&Dアドバイザー 梶岡　博 グローバル・ファイバオプティックス
ITアドバイザー 三田典玄 慶南大学校 教授

特定非営利活動法人

日本フォトニクス協議会
JPC関西

ご入会のおすすめ
http://j-photonics.org/kansai/

Japan Photonics Council KANSAI (JPCK)

JPC関西〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル1F
TEL 03-5228-3541　FAX 03-5229-7253

E-mail： jpcinfo@j-photonics.org
http://www.j-photonics.org/

特定非営利活動法人 日本フォトニクス協議会



●関西地域の光技術の発展と光ビジネスの創出を図る。
●実績とノウハウをベースに新ニーズを発掘しその実現に必要なシ
ーズ技術を開発する。
●JPC関西の会員の成果に結びつくことを基本とする。
●特に、地球に優しいグリーンテクノロジーの普及を推進する。

●JPC関西の基本方針に賛同し活動する会員を募る。
●会員間または非会員との情報・意見交換及び協業の機会を提供す
る。
●会員の満足度を高めるため会員のニーズを掌握する。

●定期的に講演会やセミナーなどを開催し、会員間及び異業種・異分
野非会員との交流、産官学連携を図る。
●各地域の商工会議所や官庁（近畿経済産業局など）と連携する。
●テーマに特化した分科会や専門委員会にてプロジェクトを立上げ、
補助金・助成金制度を積極的に活用する。

JPC関西支部長 中井貞雄（大阪大学 名誉教授）
JPC関西副支部長兼支部運営委員長
  山本和久（大阪大学 特任教授）
支部運営副委員長 豊田周平（豊田産業株式会社）
支部運営委員 大本憲司（株式会社五鈴精工硝子）
  前田重雄（IDEC株式会社）
  石野正人（NPO法人光科学アライアンス）
  岡嶋道生（株式会社Ｅサーモジェンテック）
  藤　寛（大阪府立大学）
監事  宇津野　操（株式会社オプトロニクス社）
特別顧問  天野　浩（名古屋大学 教授）
顧問  春名正光（大阪大学 名誉教授）
支部事務局長 伊熊敏郎（エコ環境事務所）

◎分科会・研究会など
アグリバイオフォトニクス産業化研究会（ＡＢＰＩ 研）
委員長  赤松史光（大阪大学 教授）
副委員長  岡澤敦司（大阪府立大学 准教授）
委員  平田收正（大阪大学 教授）
  蓮沼誠久（神戸大学 教授）
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具体策

●JPC関西やJPC本部が主催または協賛する交流会・講演会など
の行事に、無料または割引にて参加することができます。また、
各種行事において企業紹介の機会もあります。

●JPC関西が発行する会報や情報などを受けることができます。
●JPC関西またはJPC本部のWebsiteを通して会員のPR活動
が無料で実施することも可能です。

●JPC関西として分科会を設置し具体的なプロジェクトを推進す
ることが可能です。

会員メリット

●入会時の年会費は半年単位で算出（4月～9月入会は1年分、10月～3月入会は半年分）
●法人会員の納入方法は相談に応じる

JPC本部正会員
（関西支部、分科会登録可能）

会員の種類

法人

個人

JPC関西支部正会員
法人

個人

分科会正会員
法人

個人

¥48,000

年会費1口

¥9,600
¥20,000

¥5,000
¥20,000

¥5,000

JPC関西定例講演会及び交流会 …… ４回／年
JPC関西セミナー …………………… 適宜
分科会・研究会の行事 ………………… 別途設定
JCP関西支部総会 …………………… ６月頃

　JPC関西は講演会やセミナーなどの行事開催を主体に活動し、フォ
トニクス技術や光関連産業の関係者間の情報交換や交流の場としま
す。一方、分科会や研究会は、分野を特化した情報交換会や勉強会を
足がかりにし、調査・探索研究などの具体的プロジェクトの立上げを目
指します。
　この仕組みにより、JPC関西の活動範囲を「光関連情報交換→分科
会・研究会→具体的プロジェクト」といった流れに展開いたします。その
結果、会員皆様のビジネスチャンスに繋げるとともに、光関連産業の
発展に貢献したいと考えています。
　なお、分科会・研究会は年に数回の定例会や勉強会などの活動を予
定しています。特定プロジェクトが設定された場合は、リーダーが中心
となって連絡会や報告会などを適宜実施します。


