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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、福岡国際会議場1階にて行います。
　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月中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。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、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

福岡国際会議場 1階
12月3日（火）～5日（木） 

8：00～17：00
12月6日（金）
8：00～15：00

当日参加登録・総合案内
学会入会（学会事務局デスク）
宿泊案内（トラベルデスク）

◆参加登録費

事前参加登録
7月1日（月）～10月11日（金） 当日参加登録 プログラム集冊子

正 会 員 分子生物学会 9,000円
（不課税）

11,000円
（不課税）

学会年度会費に含む
生態学会 1部3,000円（税込）

学生会員 分子生物学会 3,000円
（不課税）

4,000円
（不課税）

学会年度会費に含む
生態学会 1部3,000円（税込）

非 会 員 12,500円
（税込）

14,500円
（税込） 1部3,000円（税込）

学部学生
（会員・非会員問わず）

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 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と次世代教育会員は、直接、年会事務局（mbsj2019@

aeplan.co.jp）にお申込内容（①氏名②所属③会員番号④参加章発送先住所）を明記し
たメールをご送付いただき、申し込んでください。
※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 （12月4日（水）サテライトシンポジウム、 
12月6日（金）市民公開講座を除く）。

◆講演要旨集（詳細は30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（mbsj2019@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124号とともに11月上旬に事前
送付いたします。それ以外で、事前参加登録時に購入された方には11月中旬に参加章と
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、受付横（福岡国際会議場1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。
※  キャリアパス委員会企画ランチョンセミナー以外のバイオテクノロジーセミナーで
は企業の提供による弁当の配布がありますが、 参加費無料の学部学生は配布対象外
となります（セミナー開始時点で残数がある場合には配布いたします）。

◆「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：福岡国際会議場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。
※ キャリアパス委員会企画ランチョンセミナー以外は参加費無料の学部学生には配布できません。
　ご注意ください。
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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

◆市民公開講座「科学ってなんだ？～心と科学、科学と未来～」

　日　時：12月6日（金）17：30～19：00
　会　場：第11会場（福岡国際会議場 3階 メインホール）
　演　者：池谷 裕二（東京大学・薬学部 教授）
 仲野 徹（大阪大学・大学院医学系研究科/生命機能研究科 教授）
　司　会：佐々木 理恵（NHK福岡放送局 キャスター）

◆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2019
『それでいいのか？研究室の選び方』
　日　時：2019年12月3日（火）11：45～13：00
　会　場：第14会場（福岡国際会議場2階203）
キャリアパス委員会主催ランチョンセミナー2019
『大学院の無償化を目指して』
　日　時：2019年12月4日（水）11：45～13：00
　会　場：第14会場（福岡国際会議場2階203）
　※ キャリアパス委員会企画ランチョンセミナーでは、 参加費無料の学部学生も弁当
配布対象となります（バイオテクノロジーセミナー同様、引換券として事前予約に
よる「チケット」または当日配布される「整理券」が必要です）。

◆研究倫理委員会企画・研究倫理フォーラム

「研究成果発表のあるべき姿：オープンサイエンス推進の潮流」
　日　時：2019年12月3日（火）18：30～20：00（予定）
　会　場：第12会場（福岡国際会議場2階201）
　会場にて軽食（150食程度）をご用意いたします。

◆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。
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◆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。

◆特別企画 「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」

　『【日本分子生物学会・日本生態学会合同企画】 分子生物学 vs. 生態学：異種格闘技戦』
　日　時：2019年12月5日（木）9：00～11：30
　会　場：第14会場（福岡国際会議場2階203）

◆高校生発表

　今年で8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：12月6日（金）　15：45～17：30
　会　場：福岡国際会議場3階ロビー

◆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：12月3日（火）～5日（木） 9：30～17：00
 12月6日（金）  9：30～12：45
　会　場：ポスター・展示会場（マリンメッセ福岡 1階アリーナ）

◆富澤基金　第7回（2017年）若手研究助成・研究発表コーナー

　12月3日（火）～6日（金）の期間、ポスター・展示会場にて、第7回（2017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。

4．会場内外のサービス・施設について
◆軽食・ドリンク販売

　海のモール（マリンメッセ福岡 2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、
受付前に伝言板を設けますので、そちらをご利用ください。
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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

福岡国際会議場1階 12月3日（火）～5日（木）8：00～18：30
12月6日（金）8：00～15：45

※12月6日は高校生研究発表開始前にお荷物の引き取りをお願いいたします。
◆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。ご自身のPCやスマー
トフォンのWi-Fi設定画面を開き、「SSID : FCC_Free_WiFi」に接続してください。
◆トラベルデスク

　受付付近（福岡国際会議場1階）に日本旅行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

　参加者にご利用いただける会場既設の駐車場はございませんので、公共交通機関をご
利用いただきますようお願いします。

◆宅配便、コピー、ファックス送信等

　福岡国際会議場1階の管理事務所にて、コピー、プリントアウト、FAX送信が可能です
（有料）。宅配便はヤマトの着払いのみ承ります。
　※白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚30円、FAX送信1枚10円
◆コンビニエンスストア

　館内にはございません。最寄りのコンビニエンスストアは下記の通りです。
　　セブン-イレブン博多築港店　会議場より徒歩5分
　　　福岡市博多区石城町8-1
　　ミニストップ神屋町サンパレス前店　会議場より徒歩5分
　　　福岡市博多区神屋町9-21

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：12月3日（火）～5日（木） 8：30～18：45
　　　　　　  12月6日（金） 9：00～16：00
　　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90日以降から12歳まで
　　委 託 先：株式会社テノ．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。
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　　　　　　  　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

の利用時間が申込みより短くなった場合も、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）
　　　　　　  ※  お弁当にはアップルジュースが付きます。
　　　　　　  メニュー：12/3（火） 俵おにぎり弁当
　　　　　　　　　　    12/4（水） 海老フライとサンドイッチランチ
　　　　　　　　　　    12/5（木） 三角おにぎり弁当
　　　　　　　　　　    12/6（金） メンチカツとサンドイッチランチ
　　　　　　  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21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： お申込の前に必ず年会ホームページで「利用規約」をご一読の上、「同意書・

申込書」及び「連絡票」にご記入のうえ、FAXまたはメールにてお申し込み
ください。お申し込み後、株式会社テノ．サポートよりご連絡いたします。

　　申込締切：2019年11月21日（木）17：00
 ※ キャンセル期限も同日となりますので、 以降のキャンセルのお申し出は

キャンセル手数料として予定額全額をお支払ください。
　　問 合 先：株式会社テノ．サポート
　　　　　　　　　　　〒812-0036 福岡市博多区上呉服町10番10号 
　　　　　　　　　　　　　　　　  呉服町ビジネスセンター5階
　　　　　　　　　　　TEL：092-263-3580 / FAX：092-263-3581
　　　　　　　　　　　Mail：info@teno.co.jp
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　　そ の 他： 不測の事故に対応するため、テノ．サポートは保険に加入しており、保険
適用範囲内で保障いたします。ただし、日本分子生物学会、第42回日本分
子生物学会年会および協賛学会は事故の責任を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。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42回日本分
子生物学会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：福岡国際会議場 3階 主催者事務室3E
　　開設時間：12月3日（火）～12月5日（木） 8：00～19：00
　　　　　　  12月6日（金）  8：00～16：00
◆授乳室

　福岡国際会議場2階、3階に常設の授乳室があります。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、各会場既設の喫煙コーナーをご
利用ください。




