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参加者へのご案内

1. 年会受付と参加登録

◇年会受付
場　　所：第 2体育館
受付時間：8:30 - 17:00（9月 17日（月・祝）は 14:00まで）

◆事前登録
事前登録が完了された方は，日本生物物理学会会員・非会員共に参加証，領収証およ
びプログラム集冊子が事前送付されますので，会場での受付は不要です。当日は必ず
参加証をお持ちください。但し，海外からの参加者は，年会受付にて参加証とプログ
ラム集冊子をお受け取りください。

※ 参加証ホルダーは当日配布しますので，会場内では必ず参加証をご着用ください。
配付場所：参加受付，建物入口付近 など

注意 1）  事前登録は年会参加登録費（参加費）の振込後に完了します。振込がない場合，
オンライン登録は無効となります。当日受付で当日参加費をお支払いくださ
い。

注意 2）  日本生物物理学会会員は年度会費を納めていない場合，参加証が送付されま
せん。年度会費未納者・新規入会受付デスクにて年度会費をお支払いください。

注意 3） 参加費・年度会費ともに振込済みで，参加証が事前送付されていない場合は，
総合受付デスクまでお越しください。

注意 4） 非会員のシンポジウム招待講演者については，会員である必要はなく，また，
参加登録費は免除されます。

◆当日登録
事前登録が完了していない方は当日登録をしていただきます。当日受付にお越しの上，
参加費を現金でお支払いください。

◇当日年会諸費用

当日参加
会員 非会員

正会員 シニア会員 学生会員 学部学生 一般 大学院生 学部学生
当日参加費 ¥9,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥0 ¥12,000 ¥6,000 ¥0

懇親会費 ¥8,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000
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・ 参加のみの学部学生は参加費無料です。当日受付で学生証を提示してください。参加
証とプログラム集冊子をお渡しします。
・ 若手奨励賞招待講演者，Biophysics and Physicobiology 論文賞受賞講演者，Biophysics

And Physicobiology Editors’ Choice Award 受賞代表者は，懇親会に無料でご招待します。
既に懇親会参加費を振り込まれている場合は，総合受付デスクで返金します。

◇参加証（名札）
参加証は会場内では必ずご着用ください。参加証のない方のご入場は固くお断りいたし
ます。

◇領収書の発行
参加証とともに領収書をお渡しいたしますが，別の形式の領収書が必要な場合，お渡し
した領収書と引き換えに総合受付デスクにて発行いたします。

◇プログラム集冊子/ オンライン予稿集【8月1 7日（金）公開予定】
プログラム集冊子（前付・プログラム）は日本生物物理学会会員および事前登録が完了
された非会員に事前に送付いたします（プログラム集冊子は総合受付デスクでも当日販
売（3,500 円 /税込））を行います）。なお予稿本文はプログラム集冊子には掲載されません。
予稿本文は，オンライン予稿集をダウンロードして閲覧いただくことになります。
※本年会では要旨閲覧アプリは作成しておりません。

オンライン予稿集：
http://www.biophys.jp/dl/pro/56th_proceedings.pdf

 

プログラム（タイトル，発表者，所属）と予稿集は，年会ホームページにて公開しま
す。年会終了後は，半年ほど経て日本生物物理学会ホームページの年会の記録および
J-STAGEにて予稿集の pdfファイルが公開されます。
○日本生物物理学会ホームページの年会の記録 （http://www.biophys.jp/ann/ann02.html）
○ J-STAGE の生物物理のページ（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja）

◇プログラム検索（ウェブ版）【8月9日（木）公開予定】
年会ホームページで「プログラム検索」を公開します。項目［演題タイトル（和文・英文），
発表者名（共著者含む）（漢字，カナ，ローマ字），発表形式］から，演題番号，発表日，
会場を検索・表示します。
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◇年度会費の支払いと入会の手続き
日本生物物理学会の年度会費が未納の場合は，年会受付の年度会費未納者・新規入会受
付デスクでお支払いください。また，日本生物物理学会への新規入会も受け付けます。

2. 会場内のサービス・施設

◇クローク
場　　所：第 2体育館
利用時間：8:30 - 18:45（9月 17日（月・祝）のみ 15:00まで）
※ 貴重品や傘，またコンピュータなどについては，破損，紛失などの責任を負いかねま
すので，お預かりできません。
※懇親会にご参加の際は，荷物をお引き取りください。

◇昼食
ランチョンセミナー（1 - 3日目），キャリア支援説明会（1日目），男女共同参画・若
手支援シンポジウム（3日目），科研費説明会（3日目）でお弁当とお茶が無料で提供
されます。当日の午前中に整理券を配布いたします。整理券のご利用方法は 20ページ 
「ランチョンセミナー」をご参照ください。
なお会期中は，以下の学生食堂をご利用いただけます。

■ピーチカフェテリア
場　　所：南福利施設（ピーチユニオン）
営業時間：11:00 - 14:00

■マスカットカフェテリア
場　　所：北福利施設（マスカットユニオン）
営業時間：11:00 - 14:00

◇呼び出し
会場内での呼び出しは，緊急の場合を除いて行いません。

◇駐車場
会場には参加者用駐車場はありません。会場へは公共交通機関をご利用ください。

◇休憩室
会場内に参加者用の休憩室を設けておりますので，ご利用ください。

◇インターネット
会場全体においてWi-Fiとして国際無線 LANローミング基盤（eduroam）がご利用いた
だけます。既にご自身が所属する教育・研究機関で発行した eduroam の IDをお持ちの



‒ S19 ‒

方は，別途申請することなく eduroam に接続することが可能です（Wi-Fi アクセス名 : 
eduroam）。eduroamの IDをお持ちでない方には，年会期間のみ有効の岡山大学全学無
線 LANシステム利用の IDと接続パスワードを年会受付で配布します。

※一部の会場（ポスター会場など），建物の構造や電波，アクセス状況によっては接続
できない場合もあります。休憩室は無線 LANのサービスエリアとなっておりますので，
お近くの休憩室をご利用ください。
※無線 LANシステム利用の ID は 1 人につき 1 つのみ発行いたします。
※講演中のインターネットご利用はご遠慮ください。

◇託児所
年会期間中は，託児所を設置いたします。詳しくは年会ホームページをご覧ください。

3. 年会行事・プログラム

◇会員総会・総会シンポジウム
一般社団法人日本生物物理学会第 5回会員総会を，年会 2日目の 9月 16日（日）12:35 
- 13:55に B会場（一般教育棟 A棟 2階 A21）で開催いたしますのでご出席ください。
また，総会シンポジウムも開催します。

◇若手奨励賞招待講演
日本生物物理学会若手奨励賞及び若手招待講演賞の選考会である講演会（若手招待講演
シンポジウム）を，年会 1日目の 9月 15日（土）9:00 - 11:30に B会場（一般教育棟 A
棟 2階 A21）で開催します。

◇学生発表賞
日本生物物理学会学生発表賞の選考会である一般口頭発表（9月 15日（土）13:30 - ）
を開催します。

◇Biophysics and Physicobiology 論文賞受賞講演
Biophysics and Physicobiology 論文賞受賞の講演会を，年会 1日目の 9月 15日（土）12:50 
- 13:20 に B会場（一般教育棟 A棟 2階 A21）で開催します。

◇分野別専門委員会
日　時：9月 16日（日）11:45 - 12:35
会　場：B会場（一般教育棟 A棟 2階 A21）
対　象：分野別専門委員
昼　食：委員の皆様にはお弁当とお茶を提供します（整理券なし）。
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◇懇親会
日　時：9月 16日（日）19:15 - 21:15
会　場：岡山ロイヤルホテル（岡山大学津島キャンパスから徒歩約 15分）
（〒 700-0028 岡山市北区絵図町 2-4） Tel：086-255-1111
※当日参加も受け付けいたします（受付場所： 総合受付デスク，または懇親会会場前）。
※当日は徒歩にて会場に向かいます（配慮が必要な方は年会受付にご相談下さい）。

◇男女共同参画・若手支援シンポジウム
日　時：9月 17日（月・祝）11:45 - 12:35
会　場：A会場（一般教育棟 B棟 1階 B11）
昼　食：お弁当とお茶が無料で提供されます（整理券を配布いたします。「ランチョン
セミナー」の項をご参照ください）。

◇キャリア支援説明会
日　時： 9月 15日（土）第 1部 11:50 - 12:40，第 2部 12:50 - 13:40，第 3部 13:50 - 14:40，

9月 16日（日）第 4部 9:30 - 10:30
会　場：R会場（一般教育棟 D棟 4階 D42）
対　象：就職を考えておられる学生や研究者など ※詳細は 49ページをご参照下さい。
昼　食： 第 1部のみ，お弁当とお茶が無料で提供されます（学生・院生を優先して整理

券を配布いたします。下記「ランチョンセミナー」の項を参照）。
※下記の時間帯は，大学会館 1Fの相談ブースにて個別相談を行っております。
　9月 15日（土）15:00 - 18:00 / 9月 16日（日）13:00 - 18:00

◇科研費説明会
日　時：9月 17日（月・祝）11:45 - 12:35
会　場：B会場（一般教育棟 A棟 2階 A21）
昼　食： お弁当とお茶が無料で提供されます（整理券を配布いたします。「ランチョン

セミナー」の項をご参照ください）。

◇ランチョンセミナー
昼食（お弁当とお茶，無料）を摂りながらの共催企業によるセミナーにご参加ください。
なお，お弁当の数に限りがあるため当日の以下の時間帯に整理券を配布いたします。セ
ミナー開始前に，会場入り口で整理券と引き換えにお弁当を受け取り，ご入場ください
（整理券の発券方法は下記参照）。

◆整理券の発券について
ランチョンセミナー整理券を下記のとおりに配布いたします。
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時　間：9月 15日（土） - 17日（月・祝）8:30 - 10:30
場　所：大学会館 1階展示会場
※整理券はランチョンセミナーの共催企業，団体よりご提供いただく昼食の引換券にな
ります。当日開催されるセミナー分のみ発券いたします。券は枚数が無くなり次第終了
となります。

◆整理券の注意事項
整理券は各日，セミナー開始後，無効となります。午前のプログラム終了後，ランチョ
ンセミナー開始時間までにご来場ください。
セミナー開始までにご来場されない場合，整理券は無効となり，お弁当は整理券をお持
ちでない参加者に提供されますことをご了承ください。

◆ランチョンセミナー受講時のお願い
ランチョンセミナーは企業，団体等の共催によるセミナーです。参加される場合は最後
までご聴講ください。また，共催者のアンケートには，所属・氏名を記載して回答くだ
さるよう，ご協力をお願いします。

◇機器・試薬・書籍等附設展示会
機器，試薬，ソフトウエア，書籍などの附設展示会を大学会館 1階 ホールで行います。

◇市民講演会
テーマ：「発光と吸光で拓く先端基礎科学」 詳細は 45ページをご参照ください。
会　場：岡山大学 創立五十周年記念館 金光ホール
参加費：参加費無料・要予約

4. 禁止事項

◇撮影・録音
会場内でのカメラ，ビデオ，携帯電話などによる撮影や講演音声の録音などを禁止します。
一部，理事会の承認を得て，録画を行う場合があります。

◇喫煙・飲食
キャンパス内は全面禁煙となっており，喫煙場所はありません。講演会場内での飲食は
ランチョンセミナー，キャリア支援説明会，男女共同参画・若手支援シンポジウム，科
研費説明会，各種委員会など食事が提供される場合を除いて禁止します。
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◇携帯電話
講演会場内での携帯電話による通話を禁止します。会場内では電源をオフにするかマ
ナーモードに設定し，呼び出し音が鳴らないようご注意ください。

5. 年会についての問い合わせ

◇問い合わせ先
◆年会実行委員会　E-mail： bp_nenkai56@okayama-u.ac.jp

◆参加登録・演題登録 システムサポートデスク
〒 602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る 中西印刷株式会社内
E-mail: bsj2018sys-sprt@e-naf.jp

◆年会実行委員会サポート
〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪グランドビル 6F 
株式会社エー・イー企画内 
Tel: 06-6350-7163 FAX: 06-6350-7164
E-mail: jbp2018@aeplan.co.jp（年会全般）
E-mail: e_jbp56@aeplan.co.jp（広告・展示関連）

◆年会本部（会期中のみ）　Tel: 080-4137-9158

 
オーガナイザー・座長・発表者へのご案内

◇使用言語
すべての発表の言語は原則として英語です。

◇発表方法（シンポジウム・口頭発表）
パソコンによる発表となります。必ずご自身のノートパソコンをお持ちください（会場
にはパソコンを用意しておりません）。パソコンの操作は発表者ご自身で行ってください。
発表データの作成や当日発表の際には以下の点にご留意ください。

注意 1）音声出力には対応しておりません。
注意 2） 画像解像度は 1024× 768 ピクセル（XGA）です。この環境下で発表データを

作成してください。これより大きい画面サイズでデータを作成すると，スクリー
ン映写時に画面をはみ出す等の不具合が起こる可能性があります。

注意 3） 会場スタッフがパソコンを会場に備え付けられた切り替え装置（セレクター）
に接続いたします。


