参加者へのご案内
1．参加手続きについて
◆参加登録
当日参加登録は、会議センター2階（第1受付）および展示ホール1階（第2受付）にて行
います。
11月上旬に送付する参加章
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、
（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。なお、参加章は、年会
ホームページより事前参加登録を行い、期限内に参加費を振込まれた方へのみお送りし
ております。参加費を振込まれていない方は、事前参加登録は無効ですので、参加登録受
付であらためて当日参加登録をしてください。
※海外より事前参加登録をされた方は、年会当日、第1受付の総合案内にて参加章をお受け
取りください。
◆参加登録受付窓口
場

所

時

間

内

容

11月28日（水）
・29日（木）
当日参加登録・総合案内
8：00～17：00
学会入会（学会事務局デスク）
会議センター2階
11月30日（金）
宿泊案内（トラベルデスク）
8：00～15：00
11月28日（水）
・29日（木）
8：00～16：00
展示ホール1階
当日参加登録のみ
11月30日（金）
8：00～14：00

第1受付

第2受付

◆参加登録費
事前参加登録

正 会 員
学生会員

7月2日（月）～10月12日（金）
分子生物学会
9,000円
生態学会
分子生物学会
生態学会

非会員
学部学生
（会員・非会員問わず）

当日参加登録

11,000円
（不課税）
（不課税）
3,000円
4,000円
（不課税）
（不課税）
12,500円
14,500円
（税込）
（税込）
学生証の提示により参加登録費無料
※演題投稿者、院生は対象外

プログラム集冊子
学会年度会費に含む
1部3,000円（税込）
学会年度会費に含む
1部3,000円（税込）

1部3,000円（税込）
1部3,000円（税込）

※プログラム集冊子の代金は、年会参加費には含まれません。
※プログラム検索・要旨閲覧システム／アプリの代金はすべてのカテゴリーの年会参加
費に含まれています。
※日本分子生物学会のシニア会員、次世代教育会員は年会事務局に直接メールにてお申
し込みください。
（年会事務局E-mail: mbsj2018@aeplan.co.jp）
※年会参加費に飲食費は含まれません。
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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、 年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（11月28日（水） サテライトシンポジウム
「JST さきがけ・統合1細胞解析のための革新的技術基盤領域」を除く）。
◆講演要旨集（詳細は25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・パスワードは参加章に印字されています。また、事前
参加登録者にはメールでもお知らせいたします。
年会に参加しない方で要旨閲覧のみをご希望の方は、有料で販売いたしますので年会事
務局までメールにてお申し込みください
（mbsj2018@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の方には会報121号とともに11月上旬に事前
送付いたします。日本生態学会から年会に参加される方、もしくは非会員で購入された
方には11月上旬に参加章と一緒に送付します。当日、購入をご希望の方には、残部がある
限り参加登録受付にて販売いたします
（1部 税込3,000円）
。
◆会費支払い、入会受付（学会事務局デスク）
日本分子生物学会の年度会費を未納の方は、第1受付横（会議センター2階）に設けて
おります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。

2．バイオテクノロジーセミナー（ランチョンセミナー）について
バイオテクノロジーセミナー（ランチョンセミナー）へ参加するには、
「チケット」
（事
前予約者）もしくは、当日、年会事務局が配布する「整理券」が必要となります。なお、
「整
理券」はセミナーごとに用意をしておりますので、参加を希望するセミナーを事前にお
決めください。
※「チケット」
「整理券」は、バイオテクノロジーセミナー共催企業・団体よりご提供いた
だく昼食との引換券になります。
◆「整理券」の当日配布
下記バイテクセミナー整理券配布デスクにて配布いたします。
バイテクセミナー整理券配布デスク（当日開催されるセミナー分のみ）
場 所：会議センター1階
時 間：会期中毎日 8：00～11：00
（なくなり次第終了いたします）
配 布：デスクにて参加章（ネームカード）をご提示ください。
配布枚数は、セミナーごとに異なります。
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◆バイオテクノロジーセミナー入場時の注意事項
「チケット」または
「整理券」をお持ちの方は、バイオテクノロジーセミナー開始時刻ま
でに各セミナー会場で昼食と引換えてください。 セミナー開始時刻を過ぎると
「チケッ
ト」
「整理券」
は無効になり、
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」の配布終了後にバイオテクノロジーセミナーに参加される場合
直接、
バイオテクノロジーセミナー会場へお越しください。
その場合、昼食は提供いたしませんので、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．プログラムについて
◆年会特別企画「科学に潜む宗教的思考の危うさ」
日 時：11月30日（金） 11：40～12：30
会 場：第1会場（会議センター1階 メインホール）
演 者：佐藤 優（作家・同志社大学神学部客員教授・元外務省主任分析官）
座 長：石野 史敏（東京医科歯科大学難治疾患研究所）
会場にてお弁当をご用意いたします
（先着順/数に限りがありますこと、
ご了承ください）
。
◆キャリアパス委員会企画
キャリアパス委員会主催ランチョンセミナー2018
『日本の基礎生命科学の源流と未来』
日 時：2018年11月28日（水） 11：30～12：45
会 場：第2会場（会議センター3階 301）
キャリアパス委員会主催ランチョンセミナー2018
『研究にまつわるお金の話』
日 時：2018年11月29日（木） 11：30～12：45
会 場：第2会場（会議センター3階 301）
◆研究倫理委員会企画・研究倫理フォーラム
「ラボノートの書き方、生データの記録や保存の仕方」
日 時：11月28日（水） 19：15～20：45
会 場：第5会場（会議センター3階 304）
会場にて軽食（150食程度）をご用意いたします。
◆富澤基金

第6回（2016年）若手研究助成・研究発表コーナー

11月28日（水）～30日（金）の期間、ポスター・展示会場にて、第6回（2016年）若手研究
助成者の研究成果がまとめられたポスターを掲示いたします。ぜひご覧ください。
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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「最先端技術支援コーナー」
新学術領域研究「学術研究支援基盤形成」事業が提供する、コホート・生体試料／バイ
オイメージング／モデル動物／ゲノム解析に関する最先端技術の紹介と支援の相談を
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』
（BioDB）」
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（バイオDB）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。
◆日本分子生物学会・日本生態学会合同企画ワークショップ・フォーラム
『分子生物学×生態学：生物学を原点に回帰する』
日 時：2018年11月28日（水） 17：30～19：00
会 場：第2会場（会議センター3階 301）
『分子生物学×生態学：生物学を原点に回帰する Part II』
日 時：2018年11月28日（水） 19：15～20：45
会 場：第2会場（会議センター3階 301）
◆高校生発表
今年で7回目となる、高校生たちによる研究発表を行います。ぜひ、未来の分子生物学
を担う高校生との交流を図り、激励の声をかけてください。
日 時：11月30日（金） 13：00～15：30
会 場：ポスター・展示会場内特設会場（展示ホール1階）
◆機器・試薬・書籍等展示会
ポスター・展示会場にて、分子生物学研究に関連する機器、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 時：11月28日（水）
・11月29日（木） 10：00～17：00
11月30日（金） 10：00～15：30
会 場：ポスター・展示会場（展示ホール1階）

4．会場内外のサービス・施設について
◆軽食・ドリンク販売
ポスター・展示会場（展示ホール1階）にて、軽食・ドリンクの販売を行います。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、
第1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

開設日時・時間

会議センター1階
展示ホール

1階

11月28日（水）
・11月29日（木）8：00～19：15
11月30日（金）8：00～17：30
11月28日（水）
・11月29日（木）8：00～19：15
11月30日（金）8：00～15：45

◆インターネット
年会会場では会場既設の無線LAN（Wi-Fi）がご利用可能です。

SSID : FREE-PACIFICO
パスワード : なし
◆トラベルデスク

第1受付付近（会議センター2階）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。
◆駐車場
パシフィコ横浜に有料駐車場があります
（30分270円、
1時間540円）。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。
◆ビジネスセンター（宅配便、コピー、ファックス送信等）
展示ホール2階のキンコーズにてコピー、 プリントアウト、 スキャンが可能です（有
料）。会議センター1階でも、コピー、プリントアウト、スキャン、FAX送信が有料にてご
利用いただけます。
会議センター 1階 キンコーズ（セルフサービス）
展示ホール 2階 キンコーズ
◆コンビニエンスストア
展示ホール内にコンビニエンスストアがあります。 パン、 お弁当、 飲料の販売のほか、

ATM、
コピー機、
FAX、
宅配便も利用可能です。
展示ホール 1階ホールA側 デイリーヤマザキ
展示ホール 2階コンコース セブン-イレブン

5．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：11月28日（水）
・11月29日（木） 8：30～19：30
11月30日（金）
8：30～17：30
開設場所：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
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委 託 先 ：株式会社ファミリー・サポート
託 児 料 ：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。
必ず、おつりのないよう、ご用意ください。
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
の利用時間が短くなった場合も、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の際にお申込
みください。
料 金：1食 700円（税込）
※日本分子生物学会が費用の一部を負担し、上記の価格といたします。
※お弁当には麦茶が付きます。
メニュー：11/28
（水） チキンライスランチ
11/29（木） ハンバーグランチ
11/30（金） 唐揚げランチ
注1）2歳以上のお子様が対象となります。
注2）分量の目安、アレルギー物質などについては、年会ホームページよ
り詳細をご覧ください。
注3）安全確保の為、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。
必ず、おつりのないよう、ご用意ください。
注6）注文のキャンセルは、11月15日（木）17：00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。
申込方法：年会ホームページで託児室の利用規約をお読みいただき、下記項目
（①～
⑤）について記入した問診票を添付の上、シッター会社
（ファミリー・ サ
ポート）
までメールで直接お申込みください。
E-mail：houjin@familysupport.co.jp
件
名：第41回日本分子生物学会年会 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
※必ずお伝えください。
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⑤お弁当の注文の有無、日付、食数
※メール送信後、ファミリー・サポート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 16 日
（金）17：00 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：2018年11月14日（水）
17：00
問 合 先 ：株式会社ファミリー・サポート
東京都渋谷区代々木1-58-16 4F
Tel：03-6300-9307 Fax：03-3377-3178
E-MAIL：houjin@familysupport.co.jp
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、
第41回年会および協賛学会は、 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。
なお、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、第41回年会お
よび協賛学会は、
一切の責任を負いません。
開設場所：会議センター5階 513
開設時間：11月28日
（水）
8：00～19：00
11月29日（木）8：00～19：00
11月30日（金）8：00～17：00
◆授乳室（赤ちゃん休憩室）
展示ホール2階に常設の授乳室（赤ちゃん休憩室）があります。ベビーベッド、給湯設
備もありますので、ご利用ください。

6．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、会議センター1階・3階・5階、展示
ホール1階に設置された「指定喫煙所」をご利用ください。
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