原稿入稿の手引き
ご執筆者の方の原稿を直接当印刷所にインターネットメールにてご送付いただき、印刷
用版下を作成の後、校正用 PDF を折り返しお送りいたします。アドビシステムズ社提供
の無料の Adove Reader を使用してこの PDF に校正をご記入いただき、送り返していた
だきます。
このようにインターネットを使用してデータをやりとりすることによって、大切な時間
を無駄にせず、迅速に印刷用版下を作成することが出来ます。
ここではご入稿に際し、ご用意いただくデータのご案内をさせていただきます。
1. 作成いただく文書ファイル形式は、Word 文書の“.doc”、“.docx”あるいはテキス
トファイル“.txt”、“.rtf”でお願いします。Word 文書であれば文字の体裁 / スタイ
ルを反映させることが出来ます。（たとえば、Italic イタリック文字、ax2 上付き文字、
H2O 下付き文字）
文字のポイントサイズ、書体、行送りなどは規定の印刷体裁に変更されますので、気
にされることはありません。
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2. 文書ファイルができあがりましたら、下記の要領で“.zip”ファイルに圧縮してメール
添付にてお送りください。
❶ 作成されました文書ファイル
❷ 文書内に図版、写真のある場合はそれの元データ
❸ 以上のファイルをひとつのフォルダにコピーします。フォルダ名はご自分の名前を
ローマ字にしたものを付けてください。
❹ そのフォルダを ZIP 圧縮します。

❶

❷

General Information on Chofu
Chofu is a nice mid-sized city in west-side of
Tokyo, Japan, with a population of 220,000.
Chofu is very close to the center of Tokyo.
From its convenient location, there are a lot of
institutes and universities that represent Japan
as JAXA* (Japan Aerospace Exploration
Agency), ENRI* (Electronic Navigation
Research Institute), NTSEL (National Traffic
Safety and Environment Laboratory), NMRI
(National Maritime Research Institute), NRIFD
(National Research Institute of Fire and
Disaster), Jikei University School of Medicine
and, of course, The University of ElectroCommunications, the conference center of
SICE2008 Annual Conference.
Chofu is also a historical city. There are many
sightseeing spots. JINDAIJI is one of the
famous temples in Japan. You can see a
buddhist statue which is a work in the Nara era
(The seventh century). FUDATENJIN is also
Chofu and The Univ. of Electro-Communications
famous Shinto shrine. It has more than
thousand years history and you can reach by
five minutes walk from the conference center.
Near JINDAIJI, there is Jindai Shokubutsu Botanical Park. In this
park, you can see a lot of plant (Cherry blossoms, plum blossoms
and roses). Around JINDAIJI, you can try "JINDAIJI-SOBA",
traditional Japanese buckwheat noodle in Chofu.
Shigeru Mizuki, who is one of Japanese famous cartoonists, lives in
Chofu. In TENJIN Street, which is a main street of Chofu Station,
you can find the character figures of “GeGeGe no Kitaro,” which is
his most known work.
Chofu offers you a perfect location for a great experience of
JINDAIJI
Japanese institutes and a relaxing stroll in downtown before of after
your congress day.
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❹

＊データの受け渡しにはこの ZIP 圧縮ファイルが安全です。サーバにアップする場合もメールに添付して送る場
合にもご利用になれます。

3. 添付メールの送付先

各学会ごとの送り先〈各学会ページをご覧ください〉
● メールのタイトルは「学会名

お名前」としてください。

● 添付ファイルが容量を超えてしまう場合は、分割していただいてもかまいません。
その場合はメールタイトルに連番を振ってください。
あるいは、無料のファイル転送サービスをご利用いただいてもかまいません。
<firestorage

http://firestorage.jp/ >

< おくりん坊

http://okurin.bitpark.co.jp/register.php >

< 宅ファイル便

http://www.filesend.to/ >

● 送付についてなおご質問のある場合は、下記にお問い合せください。
E-mail： main@cosmoprint.jp
TEL: 042-778-2294 FAX: 042-778-2295 （株）コスモプリント
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