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東京開催  【東京学芸大学】  参加申込書

１ ふりがな

参加者氏名

TC 協会会員 No.(                      ) * 非会員の方は空白

□ 30 周年記念イベント　27 日限定入場券（無料）
□ 3 日間有効入場券 (30 周年記念イベントに　□ 参加する　□ 参加しない）
□ 特別セッション券（定員になりしだい締め切ります）

参加希望特別セッション名

8/28 特 -　　　　　8/29 特 -　　　　　

参加予定をご記入ください □基調講演  □パ01  □パ02  □パ03  □パ04  □パ05  □パ06  □パ07  □パ08  □パ09 
□ミニ 01  □ミニ 02  □ミニ 03  □ミニ 04  □ミニ 05 □ミニ 06  □ミニ 07 □ミニ 08 
□ミニ 09  □ミニ 10  □ミニ 11  □ミニ 12 □ミニ 13  □ミニ 14

2 ふりがな

参加者氏名

TC 協会会員 No.(                      ) * 非会員の方は空白

□ 30 周年記念イベント　27 日限定入場券（無料）
□ 3 日間有効入場券 (30 周年記念イベントに　□ 参加する　□ 参加しない）
□ 特別セッション券（定員になりしだい締め切ります）

参加希望特別セッション名

8/28 特 -　　　　　8/29 特 -　　　　　

参加予定をご記入ください □基調講演  □パ01  □パ02  □パ03  □パ04  □パ05  □パ06  □パ07  □パ08  □パ09 
□ミニ 01  □ミニ 02  □ミニ 03  □ミニ 04  □ミニ 05 □ミニ 06  □ミニ 07 □ミニ 08 
□ミニ 09  □ミニ 10  □ミニ 11  □ミニ 12 □ミニ 13  □ミニ 14

3 ふりがな

参加者氏名

TC 協会会員 No.(                      ) * 非会員の方は空白

□ 30 周年記念イベント　27 日限定入場券（無料）
□ 3 日間有効入場券 (30 周年記念イベントに　□ 参加する　□ 参加しない）
□ 特別セッション券（定員になりしだい締め切ります）

参加希望特別セッション名

8/28 特 -　　　　　8/29 特 -　　　　　

参加予定をご記入ください □基調講演  □パ01  □パ02  □パ03  □パ04  □パ05  □パ06  □パ07  □パ08  □パ09 
□ミニ 01  □ミニ 02  □ミニ 03  □ミニ 04  □ミニ 05 □ミニ 06  □ミニ 07 □ミニ 08 
□ミニ 09  □ミニ 10  □ミニ 11  □ミニ 12 □ミニ 13  □ミニ 14

4 ふりがな

参加者氏名

TC 協会会員 No.(                      ) * 非会員の方は空白

□ 30 周年記念イベント　27 日限定入場券（無料）
□ 3 日間有効入場券 (30 周年記念イベントに　□ 参加する　□ 参加しない）
□ 特別セッション券（定員になりしだい締め切ります）

参加希望特別セッション名

8/28 特 -　　　　　8/29 特 -　　　　　

参加予定をご記入ください □基調講演  □パ01  □パ02  □パ03  □パ04  □パ05  □パ06  □パ07  □パ08  □パ09 
□ミニ 01  □ミニ 02  □ミニ 03  □ミニ 04  □ミニ 05 □ミニ 06  □ミニ 07 □ミニ 08 
□ミニ 09  □ミニ 10  □ミニ 11  □ミニ 12 □ミニ 13  □ミニ 14

入場券の送付先：□勤務先　□自宅 申込日：2018 年　　月　　日

 住所　〒

 会社名

 部署名

 担当者    電話番号   e-mail

申し込み先： 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会　FAX 03-3368-5087 または tc-info@jtca.org

* 送付先が自宅の場合は記入不要

* 送付先が自宅の場合は記入不要

* 送付先が自宅の場合は記入不要


