ERDAS製品セミナーのご案内

- ERDAS Forum 2012 -

ERDAS製品取扱 国内総代理店 ERDAS製品取扱 一次代理店

最新情報と活用事例のご紹介
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日ごろのERDAS製品のご愛顧に厚く御礼申し上げます。
来る2012年9月20日(木)に、ERDAS Forum 2012を開催致します。
今回のフォーラムでは、今冬リリース予定の次期バージョンの最新情報のご紹介や、
ご好評頂いておりますユーザー様の活用事例など、ユーザー様に役立つ製品情報を
ご紹介致します。
また、皆様との意見交換の場として、デモコーナーや交流会も予定しておりますので、
この機会にぜひ会場にお越しください。
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ERDAS Forum 2012
2012年9月20日(木) 13:30～ (開場13:00)
ダイヤモンド社 石山記念ホール
（青山ダイヤモンドビル9F）

主
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株式会社パスコ 日本インターグラフ株式会社
無 料（事前申込が必要です。裏面もご覧ください。）
※満席となり次第締め切らせて頂きます。 （定員50名）
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1 【テクニカルセッション】
テクニカルセッション】 - ERDAS 次期バージョン
次期バージョン 最新情報 Jonathan Lee “Technical Expert for the ERDAS suite of products” （通訳有）

2 【ユーザーセッション】
活用事例
ユーザーセッション】 - ERDAS活用
活用事例のご
事例のご紹介
のご紹介（
紹介（ユーザー様
ユーザー様ご講演）
講演） ・RS/GPS/GISおよび
RS/GPS/GISおよび遺伝子解析技術
および遺伝子解析技術を
遺伝子解析技術を用いた公衆衛生学分野
いた公衆衛生学分野への
公衆衛生学分野への応用研究
への応用研究
芝浦工業大学 工学部 土木工学科 空間情報研究室

准教授 安納 住子 先生

・「 ALOS-PRISMと
とCOLONA衛星
衛星の
ステレオモデル解析による
衛星のステレオモデル解析
解析によるマルチテンポラル
によるマルチテンポラル空間変動解析
マルチテンポラル空間変動解析の
空間変動解析の例」
北海道大学 地球環境科学研究院

助教 澤柿 教伸 先生

3 【サービスセッション】
サービスセッション】 - 製品インフォメーション
製品インフォメーション 国内総代理店 日本インターグラフ株式会社 / 一次代理店 株式会社パスコ

【参加自由・
～) 意見交換と交流の場に是非ご利用ください。（１時間程度）
参加自由・無料】
無料】 ユーザー様交流会
ユーザー様交流会 (17:00～
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■ダイヤモンド社 石山記念ホール
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル9階
TEL : 03-5468-2461 / FAX : 03-5468-1763
URL : http://www.dia-ishiyama-hall.jp/
■会場アクセス
・表参道駅から徒歩約8分 （地下鉄出口Ｂ2番）
東京メトロ銀座線、半蔵門線、千代田線
・渋谷駅から徒歩約8分（東口／宮益坂方面）
JR、東京メトロ(銀座線・半蔵門線・副都心線）
東急線（東横線・田園都市線）、京王線（井の頭線）
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安納 住子 先生
（芝浦工業大学 空間情報研究室 准教授）

最新情報と活用事例のご紹介
澤柿 教伸 先生
（北海道大学 地球環境科学研究院 助教）

「リモートセンシング（RS）」「地理情報システム（GIS）」
「汎地球測位システム（GPS）」等の技術を応用し、土木工学
および公衆衛生学の２つのアプローチから、人間が、健康に、
安全に、快適に、過ごせるための、いわば、“人を衛るまちづ
くり”について調査研究をされています。

国内で氷河作用研究グループを組織し、氷河地形研究に
取り組んでいます。中でも氷底水流仮説と氷床の安定性に
関する問題を追求されており、第34次日本南極地域観測隊
に参加しての検証をはじめ、北極圏・北米・南米パタゴニア・
カムチャツカ・日高山脈等で野外調査をされています。

【今回の講演について】
RS/GPS/GISおよび遺伝子解析技術を用いた公衆衛生学
分野への応用研究として、学際的な研究での活用事例を
ご紹介頂きます。

【今回の講演について】
ALOS-PRISMとCOLONA衛星のステレオモデル解析に
よるマルチテンポラル空間変動解析の例として、衛星
データの活用事例をご紹介頂きます。
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■ E-mailでのお申込み
以下の様式でお申込みメールを作成頂き、パスコERDASフォーラム事務局申込窓口にお送りください。
折り返し参加票をお送り致します。
件名 : 「【ERDAS】
】フォーラム(9/20)申込
申込」
フォーラム
申込」と記入
本文 : 下記内容をご記入ください。
・氏名
氏名（
氏名（貴社名・
貴社名・部署名・
部署名・役職・
役職・お名前をご
名前をご記入
をご記入ください
記入ください。）
ください。）
・連絡先
連絡先（
アドレス・
番号をご
連絡先（E-mailアドレス
アドレス・住所・
住所・お電話番号・
電話番号・FAX番号
番号をご記入
をご記入ください
記入ください。）
ください。）
・このフォーラムを知ったきっかけについて以下からお選びください。
□ダイレクトメール
□弊社営業からの紹介（担当者名：
□インターネット
□その他（
宛先 : パスコERDASフォーラム
フォーラム事務局
パスコ
フォーラム事務局 申込窓口(
申込窓口 biz_semievent@pasco.co.jp )

）
）

■ ホームページからのお申込み
フォーラム申込フォーム：http://www.pasco.co.jp/event/seminar/detail/12092001.html
上記URLへアクセス頂き、必要事項をご入力の上お申し込みください。
折り返し、参加票をお送り致します。
【上記に関するお問合せ】 株式会社パスコ ERDASフォーラム事務局 TEL : 0120-494-800/ E-mail : biz_semievent@pasco.co.jp
【申込情報の利用目的】
収集させて頂きました申込情報、名刺情報は、個人情報保護方針に基づき管理し、日本インターグラフ株式会社及び、株式会社パスコの
業務内における営業活動（営業担当者からのご連絡、ダイレクトメール等の情報配信、来場者分析 等）において利用させて頂きます。

前回の様子
前回の様子 -- ERDAS
ERDAS Forum
Forum 2011
2011 -2009年から年1回開催しているERDAS製品セミナーは
昨年からERDAS Forumと名称を変え、ユーザー様の製品
利用のヒントになればと、実際にお使いの皆様に日ごろの
活用事例をご紹介頂いています。
昨年は7月12日(火)に、東京スカイツリーも見える、文京グリーン
コートセンターオフィスの17F 会議室で開催し、研究での利用事例として、
京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科の古澤拓郎 准教授より
「ERDAS製品の地域研究分野への応用事例について」、また業務利用の事
例として、パスコ 研究開発センターの木村から「農業分野におけるERDASと
衛星画像の活用」についてご講演頂きました。
（この場をお借りし御礼申し上げます。）
詳細は下記URLでもご紹介しています。
https://www.pasco.co.jp/support/erdas/info/erdas-forum-2012.php

