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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：2F ホワイエ
受付時間：8:00 - 17:00（9 月 26 日（木）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，展示会場など

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。



– S17 –

◇当日年会諸費用
当日参加費 当日懇親会費

会員
正会員 ￥12,000 ￥8,000

学生会員 /シニア会員 ￥3,500 ￥5,000
学部学生 0 ￥3,000

関連学会会員※
一般 ￥12,000 ￥8,000
学生会員 ￥3,500 ￥5,000

非会員
一般 ￥15,000 ￥8,000
大学院生 ￥5,000 ￥5,000
学部学生 0 ￥3,000

※関連学会とは，「オーストラリア生物物理学会（ASB）」，「日本物理学会」，「日本顕微鏡
学会」です。

・ 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， iophysics and Physicobiology 論文賞受賞講演者， iophysics 

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20日（火）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。

オンライン予稿集：
http://www.biophys.jp/dl/pro/57th_proceedings.pdf
ダウンロード ID：
パスワード：
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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19日（月）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。

◇プログラム検索・予稿閲覧アプリ（無料）【9 月中旬公開予定】
スマートフォン（iPhone/Android）やタブレット（iPad/iPod Touch/Android）端末に対応
した予稿閲覧アプリをご利用いただけます（演題検索，タイムテーブル一覧表示，ブッ
クマーク登録等）。App Store，Google Play よりダウンロードしてください（無料）。年
会ホームページにもアプリ提供サイト（App Store, Google Play）を掲載しております。

◇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：2F アトリウム
利用時間：8:00 - 18:30（9 月 26日（木）のみ 15:30 まで）
※貴重品，傘，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
バイオフィジックスセミナー（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。お弁当の配布方法については，20ページのバイオフィジックスセミナー
をご確認ください。

◇駐車場
シーガイアエリア内の各施設すべてに無料駐車場がありますので，ご自由にご利用いた
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だけます。詳細につきましては，シーガイアの HPをご覧いただきますようお願いいた
します。

◇ドリンクコーナー
展示会場内に，ドリンクコーナーを設けております。ドリンクコーナーでは，焼酎，コー
ヒー，水，ソフトクリームを取り揃えております。

◇インターネット
A 会場（天蘭）とポスター・展示会場（天瑞）ではWi-Fi をご利用いただけます。

◇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 6 回会員総会を，年会 2 日目の 9 月 25 日（水）12:30
- 13:50 に A 会場（天蘭）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 24 日（火）8:30 - 11:10 に A 会場（天蘭）で開催
します。なお，授賞式は，3日目のポスター発表終了後にポスター会場（ホワイエ）で
行います。

◇学生発表賞
今大会の一般発表はポスター発表となりますので，ポスター発表で審査を行います。授
賞式は，3日目のポスター発表終了後にポスター会場（4Fホワイエ）で行います。

◇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 24 日（火）
12:40 - 13:20 に A 会場（天蘭）で開催します。

◇分野別専門委員会
日　時：9 月 25 日（水）11:30 - 12:20
会　場：A 会場（天蘭）
対　象：分野別専門委員
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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）。

◇懇親会
日　時：9 月 25 日（水）19:00 - 21:30
会　場：シーガイア 松泉宮ガーデン（屋外）
※当日参加も受け付けします（受付場所： 総合受付デスク，懇親会会場前）。

◇男女共同参画・若手支援シンポジウム
日　時：9 月 26日（木）11:30 - 12:40
会　場：A 会場（天蘭）
昼　食：お弁当とお茶が無料で提供されます（お弁当の配布方法については「バイオフィ
ジックスセミナー」の項をご参照ください）。

◇キャリア支援説明会
日　時： 9 月 24 日（火）11:30 - 15:00， 9 月 25 日（水）9:00 - 19:00
会　場：I 会場（2F オーチャード北）
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： 9月 24日のみ，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「バイオフィジックスセミナー」の項を参照）。
※下記の時間帯は個別相談を行っております。
　9 月 24 日（火）16:00 - 19:00

◇科研費説明会
日　時：9 月 26 日（木）11:30 - 12:30
会　場：B 会場（天玉）
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。「バイオフィ
ジックスセミナー」の項をご参照ください）。

◇バイオフィジックスセミナー
昼食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，バイオフィジッ
クスセミナーに参加するにはチケット（事前予約者）もしくは，当日配布する整理券が
必要となります。当日整理券の配布については下記をご覧ください。

◆当日チケットの発券について
当日チケットについては下記のとおりに配布いたします。
時　間：9 月 24 日（火） - 26 日（木）8:00 - 
場　所：PA会場（展示受付）
※チケットは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
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終了となります。

◆チケットの注意事項
チケットは各日，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，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，チケットは無効となりお弁当はチケットをお
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。

◆バイオフィジックスセミナー受講時のお願い
バイオフィジックスセミナーは企業，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 4F 天瑞で行います。

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・組織委員会等の承認を得て，録画を行う場合があります。

◇喫煙・飲食
喫煙は所定の喫煙場所でお願いいたします。講演会場内での飲食はバイオフィジックス
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となっております。

◇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
◆年会事務局
〒 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: jbp2019@aeplan.co.jp（年会全般）
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E-mail: e_jbp57@aeplan.co.jp（広告・展示関連）

◆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: bsj2019sys-sprt@e-naf.jp

◆年会本部（会期中のみ）　Tel: 080-4137-9158

座長，発表者へのご案内

◇使用言語
すべての発表言語は原則として英語です。

◇座長へ
◆シンポジウム座長へのご案内
受　　付：  セッション開始の 10 分前までに各会場内の座長席近くの「タイムキーパ席」

までお越しの上，係りの者に来場された旨をお伝えください。
進　　行：  一任いたしますので，講演者の講演時間を厳守し，円滑な進行にご協力くだ

さい。事前に事務局に連絡した各講演者の講演時間等に変更が生じた場合は，
タイムキーパーにお伝えください。

◆カレントトピックセッションの座長へのご案内
受　　付：  セッション開始の 10 分前までに各会場内の座長席近くの「タイムキーパ席」

までお越しの上，係りの者に来場された旨をお伝えください。
進　　行：発表者の発表時間を厳守し，円滑な進行にご協力ください。

◇シンポジウム・カレントトッピクセッション発表者へ
◆発表方法
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。


