BMB2015
参加者へのご案内
1．参加手続きについて
◆参加登録
◆事前参加登録を済まされた方
事前参加登録をされた方は受付の必要はありませんので、11月初旬に送付する参
加章（ネームカード）をご着用のうえ、そのまま会場へご入場ください。参加章は、大
会ホームページより事前参加登録を行い、
2015年11月4日（水）までに参加費を支払わ
れた方へのみお送りしております。
※海外より事前参加登録をされた方は、大会当日、受付にて参加章をお受け取りくだ
さい。
◆当日参加受付窓口

2015年11月4日（水）までに参加費の支払いがない場合は、事前参加登録は無効とな
りますので、以下の受付にてあらためて当日参加登録を行ってください。
場
第1受付

所

時

間

内

12/1 〜 3 8:00 〜 17:30
※12/4は第2受付のみ

神戸国際展示場
2号館1階 ホワイエ

容

当日参加登録
総合案内
学会入会・宿泊案内

となります。
ご注意ください。

12/1 〜 3：
12/1 〜 4 8:00 〜 16:15
当日参加登録のみ
神戸ポートピアホテル ※開設時間は16:15までです。
第2受付
12/4：
本館地下1階 ホワイエ
12/1 〜 3の16:15以降は
総合案内
第1受付にお越しください。

学会入会も対応可

神戸国際展示場の開場は午前8時からとなっております。
それ以前にお越し頂いても入場できませんのでご注意ください。
◆当日参加登録費
正会員

学生会員

11,500円（不課税） 6,500円（不課税）

非会員

14,500円（税込）
※プログラム集
含まず

学部学生
学生証提示により無料
※院生は対象外

日本分子生物学会のシニア会員、次世代教育会員は、大会事務局にお問い合わせくだ
さい。
（Tel: 06-6350-7163、E-mail: bmb2015@aeplan.co.jp）
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◆参加章（ネームカード）
参加章に氏名と所属を記入し、大会会場では必ずご着用ください。参加章を着用され
ていない方の入場は固くお断りいたします（12月4日（金）市民公開講座を除く）。
◆講演要旨集（詳細は28ページをご覧ください）
オンライン上で閲覧できる「オンラインプログラム検索・要旨閲覧システム（WEB
システム）」とオフラインで閲覧できる「プログラム検索・要旨閲覧アプリ」をご用意し
ております。要旨閲覧に必要なID・パスワードは全参加者にお渡しする参加章（ネー
ムカード）に印字しております。大会へ参加しない方で要旨閲覧のみをご希望の方は、
BMB2015運営事務局までメールにてお申し込みください（bmb2015@aeplan.co.jp）。
◆プログラム集
プログラム集は日本分子生物学会会員・日本生化学会会員の方に各学会より事前送
付されます（両学会に所属する会員には日本分子生物学会からのみ、プログラム集1部
が送付されます）。購入をご希望の方には、残部がある限り第1受付
（12/4は第2受付）にて
販売いたします（1部3,000円）。
◆会費支払い、入会受付（学会事務局デスク）
日本分子生物学会・日本生化学会の年度会費を未納の方は、以下の学会事務局デス
クにてお支払いください。また、入会も受け付けております。

12/1（火）−12/3（木）
12/4（金）

第1受付横（神戸国際展示場2号館1階 ホワイエ）
第2受付横（神戸ポートピアホテル本館地下1階 ホワイエ）

日本生化学会の会員につきましては、9月以降ご新規の入会であっても、2015年度分（2015年1月
から12月）会費は1年分をお支払ください。月割りはいたしません。
また、すでに会員の方で2015年度以前の未納分がある方は遡ってお支払いいただく場合もござ
います。予めご了承ください。
また、「正会員または学生会員」として参加登録を行う場合および一般演題の代表者になってい
る場合は、2015年度の会員であることが必要です。お手続きをお願いします。

2015年度会費（2015年1月〜 12月） 正会員7,500円
学生会員3,000円
2015年度会誌「生化学」印刷冊子をご希望の方は、別途2,160円（税込）をお支払いください。
2014年から「生化学」は隔月発行となり、Web上でオンライン化されました。こちらの電子版は

会員であれば無料でお読みいただけます。

日本分子生物学会の入会金・年度会費（2016年度会計：2015年10月1日〜 2016年9月30日）
入会金

年度会費

正会員

会員種別

1,000円

6,500円

学生会員

1,000円

3,000円

学生の方

−

3,000円

65歳以上の常勤職に就いていない
会員歴通算20年以上の方

1,000円

6,500円

小・中・高等学校の教員または
これに準ずる方

シニア会員
次世代教育会員

Biochemistry and Molecular Biology
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2．ランチョンセミナーについて
◆「整理券」の当日配布
各ランチョンセミナー会場前にて配布いたしますので、以下の配布時間までに各ラ
ンチョンセミナー会場へお越しください。
場
所：各ランチョンセミナー会場前
配布開始時間：会期中セミナー実施各日 12:15 〜（なくなり次第終了いたします）
※配布枚数は、セミナーごとに異なります。
◆ランチョンセミナー入場時の注意事項
「事前予約者」または「整理券をお持ちの方」は、ランチョンセミナー開始時間の

12:45までに各セミナー会場で昼食と引換えてください。セミナー開始時間を過ぎると

「事前予約」ならびに「整理券」は無効になり、「整理券」等をお持ちでないセミナー参加
者へ昼食を配布いたします。
◆「整理券」の配布終了後にランチョンセミナーへ参加される場合

直接、各ランチョンセミナー会場へお越しください。
その場合、昼食ご提供はございませんので、あらかじめご了承ください（残りがある
場合は配布いたします）。

3．12/4 11:45-13:45 一般口頭発表について
セッション開始前に各会場前で軽食を配布いたします。
先着順でお渡しいたします。整理券はありませんので、ご注意ください。

4．プログラムについて
◆BMB2015 両学会共同企画
「分子生物学会キャリアパス委員会」と「生化学会男女共同参画推進委員会」による共
同企画『研究者のライフイベントを考える』をランチョン枠で開催します。若手研究者
の生の声を聞きながら多様な切り口で考えます。
日
会

時：12月1日（火） 12:40 〜 13:45
場：神戸国際会議場 3階 国際会議室

◆日本分子生物学会キャリアパス委員会企画
日本分子生物学会キャリアパス委員会主催ランチョンセミナー 2015
『本当のPIにな
るために』をランチョン枠で開催します。第1部：講演、第2部：ケータイを使った聴衆
参加型ディスカッションを予定しています。
日
時：12月2日（水） 12:40 〜 13:45
会
場：神戸国際会議場 3階 国際会議室
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◆市民公開講座
市民公開講座を開催いたします。
日
会

時：12月4日（金） 16:45 〜 18:45
場：神戸国際会議場 1階 メインホール

◆BMB2015 研究倫理フォーラム（オーガナイザー：加藤 和人（大阪大学）、小林武彦（東京大学））

BMB2015 研究倫理フォーラム「ライフサイエンスと社会との関係について考える」
を開催いたします。
日
会

時：12月1日（火） 18:45 〜 20:45
場：神戸国際会議場 1階 メインホール

◆創薬シンポジウム（オーガナイザー：桜田 一洋（ソニーコンピュータサイエンス研究所））
創薬シンポジウム「革新的な構想の創出と実現に向けて」を開催いたします。
日
会

時：12月2日（水） 14:00 〜 16:30
場：神戸国際会議場 1階 メインホール

◆島津製作所 テクニカルワークショップ
大会と島津製作所との共催によるテクニカルワークショップを開催いたします。
日
会

時：12月3日（木） 14:00 〜 16:30
場：神戸ポートピアホテル 南館 地下1階 サファイア

◆ガチ議論
今年もやります、ガチ議論企画！みなさん、研究生活で不満や苦悩はありませんか？
本企画では研究についての「より良い仕組み」のアイデアを行政サイドも交えてホン
ネで語り、実際に施策化に結びつけることを目指します。
ガチ議論サイト：http://scienceinjapan.org
日
会

時：12月3日（木） 18:45 〜 20:45
場：神戸国際会議場 1階 メインホール

◆高校生研究発表
高校生たちによる研究発表を行います。ぜひ、今後の分子生物学および生化学を担う
高校生との交流を図り、激励の言葉をかけてください。
日
会

時：12月2日（水） 16:45 〜 18:45
場：神戸国際展示場2号館1階 ポスター展示会場3

◆CSHA session
大会とCold Spring Harbor Asiaとの共催によるセッションを開催します。
日
会

時：12月4日（金） 14:00 〜 16:30
場：神戸ポートピアホテル 本館 地下1階 菊水

Biochemistry and Molecular Biology
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◆特別企画「ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）」
リソースの促進ならびにリソースを利用する研究者間の交流を図るため、ポスター・
展示会場にてリソースの実物付きパネル展示を行います。
◆特別企画「バイオデータベースコーナー『使ってみようバイオデータベース－つながるデータ、広がる世界』」
ポスター・展示会場にてバイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）による
ライフサイエンス分野のDBやDB周りの情報技術を紹介します。
◆製薬・創薬面談ブース
製薬・創薬関連分野の企業/団体と研究者が共同研究の可能性等を個別にディスカッ
ションするためのブースが出展されますので、応用面で企業/団体との共同研究等をお
考えの方はぜひご活用下さい。
出 展 者：味の素製薬㈱ アステラス製薬㈱ 塩野義製薬㈱ 第一三共㈱
大日本住友製薬㈱ ほか
日
程：12月1 〜 3日 ※会場により時間帯が異なります。
会
場：神戸国際会議場3階ホワイエならびに神戸国際展示場1号館2階 ポスター・
展示会場内
※詳細はホームページをご確認ください。
◆機器・試薬・書籍等展示会
ポスター・展示会場にて、機器、試薬、書籍等の展示会を開催いたします。数多くの興
味深いブースが開設されますので、ぜひご参加ください。
なお、展示会のみの参加をご希望の方も、参加登録をお済ませください。
日
会

時：12月1日（火）〜 3日（木） 10:00 〜 18:45
場：神戸国際展示場1号館-3号館

5．会場内外のサービス・施設について
◆軽食・ドリンク販売
各ポスター・展示会場（神戸国際展示場）にて、ドリンクの販売を行います。神戸国際
展示場1号館正面入り口前では軽食の販売を行います。ご利用ください。
◆呼び出し
会場内での呼び出しは、緊急の場合を除いては一切行いません。参加者間の連絡は、
受付前に伝言板を設けますので、ご利用ください。
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◆クローク
下記の通りクロークを設置し、お荷物をお預かりいたします。貴重品やコンピュータ
は、紛失や破損の責任を負いかねますので、各自でお持ちください。
場

所

神戸ポートピアホテル
本館1階
神戸国際展示場
2号館1階
神戸国際会議場
B1階

開設日・時間

12月1日（火）〜 12月4日（金） 8:00 〜 19:00
12月1日（火）〜 12月3日（木） 8:00 〜 19:00
※12/4はご利用いただけません。ご注意ください。
12月4日（金） 8:00 〜 19:00
※12/4のみオープンします。

◆インターネット
神戸国際展示場1号館〜 3号館のポスター展示会場では無線LANをご用意いたしま
すので、ご自身のPC を用いてインターネットをご利用ください。
それ以外の場所ではご利用になれませんので、ご注意ください。
◆トラベルデスク
第1受付（神戸国際展示場2号館1階ホワイエ）付近にJTBのトラベルデスクを設置し
ますので、当日の宿泊申込み等にご利用ください。

Biochemistry and Molecular Biology
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◆駐車場
施設名

営業時間

東臨時駐車場

7:30 〜 21:30
入庫は18:00まで

料

普通車
1日1回 700円

金

7:30 〜 21:30
入庫は18:00まで

1日1回 700円

台数

連絡先

078-302-2898
194台
株式会社OMこうべ

普通車

西臨時駐車場

大型車

449台

078-302-2898
株式会社OMこうべ

1日1回 2,000円

南臨時駐車場

7:30 〜 21:30
入庫は18:00まで
要予約

普通車

1日1回 700円
大型車

496台

078-302-2898
株式会社OMこうべ

1日1回 2,000円
1時間毎 100円
7:30以降に入庫し
21:30までに

下水処理場
屋上駐車場

24時間

神戸国際展示場
地下駐車場

7:00 〜 22:00
入庫は21:30まで

市民広場
地下駐車場

7:30 〜 22:00
入庫は21:30まで

259台

出庫した場合は
最大700円

2時間まで 300円
3時間まで 450円
4時間まで 600円
4時間以上1日 750円
1時間毎 150円
上限なし

200台

186台

078-302-2898
株式会社OMこうべ

078-302-1020
国際展示場

078-303-0451
市民広場

会場周辺に有料駐車場があります。駐車スペースに限りがありますので、できる限り
公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。
◆キャッシュコーナー
会場周辺に銀行（三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行）、郵便局、キャッシュコーナー
（ATM）があります。詳しくは16ページの周辺施設のご案内を参照ください。
◆ビジネスセンター（宅配便、コピー、ファックス送信等）
神戸国際会議場2Ｆ事務所にてコピーとファックスが有料にてご利用いただけます。
宅配便はヤマト運輸着払いがご利用いただけます。
◆コンビニエンスストア
会場周辺にコンビニエンスストア
（ローソン、セブンイレブン）
、スーパーマーケット
（ダイエー）
等があります。
詳しくは16ページの周辺施設のご案内をご参照ください。
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6．お子様同伴の参加について
◆託児室
会場内にベビーシッター会社への運営委託による託児室を設置いたします
（有料・要事前申込）。
開設時間：12月1日（火）〜 4日（金） 8:30 〜 19:30
開設場所：神戸国際会議場 内
※詳細はセキュリティ確保の為、お申込者のみにご案内いたします。
対象年齢：生後8 週以降から12 歳まで
委 託 先：株式会社アルファコーポレーション
託 児 料：お一人あたり400 円／時間（1 時間未満は切り上げ）
（税込）
※託児料のお支払いは、お子様をお預けの際に現金にてお願いします。
申込みによりシッターが派遣されますので、当日のキャンセルや実
際の利用時間よりも短くなった場合は、申込時の託児料のお支払い
をお願いします。また、利用時間をやむを得ず延長された場合には、
延長分の料金をお支払いいただきます。
お 食 事：有料にてお弁当の注文を承ります。
ご希望の方は託児申込メールにご記入ください。
料
金：1食 700円（税込）
※BMB2015が費用の一部を負担し、上記の価格といたします。
※お弁当にはジュースが付きます。
メニュー： 12/1（火） ハンバーグとえびフライランチ
12/2（水） とりそぼろごはんとたこさんウインナーランチ
12/3（木） おにぎりランチ
12/4（金） サンドウィッチランチ
注1） 2歳以上のお子様が対象となります。
注2） 分量のめやす・アレルギー物質などについては、大会HPより
詳細をご覧下さい。
注3） 安全確保の為、
個別のアレルギーの対応は不可とさせていただき
ます。
注4） 仕入状況により、内容が一部変わる可能性がございます。
注5） お弁当の代金は利用当日に託児料金と合わせて現金でお支払
ください。
注6） 注文のキャンセルは、11月24日（火）までにお願いします。以降
のお申し出はキャンセル手数料として予定額全額をお支払く
ださい。
おやつ、
注文をしない方のお食事、
お飲物は保護者様がご用意し、
お持ちください。
昼食はお子様とご一緒に託児室外
（親子休憩室など）
でとることもできます。
託児室に冷蔵庫はございませんので、
常温保存が可能なものをご用意ください。
万が一、食事が原因で食中毒や体調不良が生じた場合については一切責任を
負いかねますので、あらかじめご了承ください。
Biochemistry and Molecular Biology
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申込方法：大 会 HP で 託 児 室 利 用 規 約 を お 読 み い た だ き 、下 記 項 目（①〜⑤）
を
メール本文にお書き添えの上、
シッター会社（アルファコーポレーション）
まで直接お申込みください。
E - m a i l：yoyaku@alpha-co.com
件
名：BMB2015 託児室利用申込み
記入事項：①保護者の氏名（ふりがな）、ご所属、
連絡先（事前および当日）
②お子様の氏名（ふりがな）、年齢、性別
③利用日時
④保育上の注意点（アレルギー等）、特記事項等
⑤お弁当の注文の有無、日付、食数、食事をされるお子さま
の名前
※メール送信後、アルファコーポレーションよりお申込み確認メール
と共に「託児申込書」が返信されます。万一11月24日（火）までにシッ
ター会社より返信等がない場合は、下記シッター会社宛に必ず電話
でご連絡ください。
申込締切：2015年11月20日（金）
問 合 先：株式会社アルファコーポレーション
106-0032 東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル 6F
E-mail：yoyaku@alpha-co.com
Tel：03-5772-1222 Fax：03-5772-1224
そ の 他：不測の事故に対応するために、シッター会社が保険に加入しており、保
険適用範囲内では補償されますが、日本分子生物学会および日本生化
学会、
BMB2015は、事故の責任は負わないことを申し添えます。
◆親子休憩室
お子様とのお食事や休憩、おむつ交換等にご利用いただける親子休憩室をご用意い
たします。また、親子休憩室の一角に授乳スペースを設けます。事前予約は不要ですの
で、ご自由にお使いください。なお、親子休憩室には託児スタッフは常駐しておりませ
んので、ご利用の際には必ず保護者が付き添い、お子様お一人でのご利用はご遠慮くだ
さい。親子休憩室での万が一の事故や怪我に対して、日本分子生物学会および日本生化
学会、
BMB2015は、一切の責任を負いません。
場

所

神戸国際会議場4階 407
神戸国際展示場
3号館1階 控室2
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開設日・時間

12月1日（火）〜 4日（金） 8:00 〜 19:00
12月1日（火）〜 3日（木） 8:00 〜 19:00
※12/4はご利用いただけません。ご注意ください。

第38回日本分子生物学会年会／第88回日本生化学会大会 合同大会

BMB2015
7．禁止事項
◆撮影・録音
講演会場・ポスター会場内でのカメラ、ビデオ、携帯電話等による撮影・講演音声の
録音は禁止します。
◆携帯電話
講演会場内での携帯電話による通話は禁止します。また、会場内ではマナーモードに
設定し、講演中に呼び出し音が鳴らないようご注意ください。
◆禁

煙

会場内は全て禁煙（分煙）です。喫煙をされる場合は、各建物内に設置された「指定喫
煙所」をご利用ください。
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