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（一社）日本非破壊検査協会「2020 年度非破壊検査総合シンポジウム」 

概要集（電子媒体：ＣＤ）の販売について 

 

新型コロナウィルス（COVID-19）の感染が拡大防止のため、2020 年 6 月 3 日(水)～4 日(木)の「2020

年度非破壊検査総合シンポジウム」の開催中止につきましては、4月 9日付けにて、当会ホームページに

てご案内させていただきましたが、本紙にて、概要集（電子媒体：ＣＤ）の販売案内をさせていただきま

す。 

購入をご希望の方は、下記を参照のうえ御申し込みください。 

なお、講演者（連著者含む）の方へは、６月中旬までに発送（無償）予定です。 

 

記 

１．価 格：3,300 円/1 枚（税込み） 

２．内 容：次紙以降の目次を参照ください。 

      なお、非破壊検査総合シンポジウムの原稿は自由書式となっていますので、発表形式の原

稿、論文形式の原稿等が混在となっていますが、全てをひとつのファイルにまとめて PDF 形

式としています。 

３．申込方法：電子メールにて taikai@jsndi.or.jp へ申込み 

(1)件名「2020 年度非破壊検査総合シンポジウム」概要集(CD)購入＜氏名＞ 

＜氏名＞には申込み者のお名前を記載願います。 

(2)記載項目 

①ＣＤ購入枚数（記載の無い場合は、申込み数１枚としてカウントします。） 

②申込者氏名 

③送付先住所（郵便番号も記載ください。） 

④電話番号 

⑤電子メールアドレス 

⑥当会の会員／非会員（会員有無により購入金額の差異は御座いません。） 

４．振込方法：（振込書は、銀行、郵便、コンビニエンスストアにて使用できます。） 

  ・概要集（ＣＤ）とは別便で振込書が届きます。振込書到着後、振込期限内にお振り込みください。 

  ・概要集（ＣＤ）と振込書の到着は前後する場合が御座いますが、振込書到着後５営業日経過しても

概要集（ＣＤ）が到着しない場合は、誠にお手数をお掛けしますが、下記問い合わせ先までご連絡

ください。 

  ・振込の際に使用された振込書の控えを領収書としてください。 

５．本件に関する問合せ先： 

一般社団法人日本非破壊検査協会 学術部 

「2020 年度非破壊検査総合シンポジウム」概要集（電子媒体：ＣＤ）の販売係 

〒136-0071 東京都江東区亀戸 2 -25-14 立花アネックスビル 10 階 

Tel:03-5609-4015  Fax:03-5609-4061  e-mail:taikai@jsndi.or.jp 

以上 
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