
利 用 申 込 書
Application Form for SACLA Facilities

必要な場合は追加リストを添付すること。

（注意：研究交流施設を利用しないメンバーも□にレチェックを入れ、ユーザーカード番号／氏名／所属と来所予定日を記入して下さい）
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SPring-8/SACLA Users Office  1-1-1 Kouto,  Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198 JAPAN

phone
fax

e-mail

:  +81-(0)791-58-0961
:  +81-(0)791-58-0965
: uoffice@spring8.or.jp

様式 10

If space is not enough, please attach an additional list.
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高輝度　太郎 スプリング8大学

（公財）高輝度光科学研究センター利用業務部　〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1

備　考

<研究交流施設ツイン希望> 
 　4/13−15　0000001/ 高輝度太郎 および 0000512 / 春八次郎
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