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 新年あけましておめでとうございます。 
 ICAS2011 の公開講座に、ノーベル賞受賞者の下村  脩先生にご出席いただけることになりました。ま
た、下村  脩先生にはウェルカムパーティーでもスピーチをいただく予定です。 

ICAS2011 の開催まで、約 5 ヵ月となり、各部会は活発に活動しています。現在の各部会の活動状況
は、以下の通りです。 
プログラム部会 演題の申込は招待講演者を含めて 1200 件を越え、1 月中にはプレプログラムをホーム
ページにアップすべく鋭意努力中です。イブニングセッションも企画中です。 
財務・募金部会 募金目標額達成に向けて活動中です。 
広報部会 ICAS2011 ホームページ（http://www.icas2011.com/）を更新中です 
展示部会 併設展示会の出展を募集中です。 
行事部会 カンパニーツアーおよびバンケットの準備中です。 
会場部会 口頭発表、ポスター発表会場の準備中です。 
出版部会 招待講演者に、Anal. Sci.への総説の投稿を依頼中です。 
総務部会 コンファレンスアイテム（コングレスバック、USB、筆記具、名札ストラップ）の企画中で

す。 
公開講座部会 分析機器メーカーへのツアー、最先端機器の体験、講演会（下村  脩先生、飯島澄男先

生、リチャード・ゼア先生）を企画中です。 
 
以下は、「ぶんせき」1 月号の“お知らせ欄”に掲載済みの参加登録・カンパニーツアー・宿泊案内の

一部です。お早めに、参加登録、宿泊の申込をお願いします。 
参加登録・バンケット参加申込方法 ICAS2011 ホームページの Registration ページよりお申込下さい。 
参加登録料 参加登録料には，ウェルカムパーティー，コーヒーブレイク，カンパニーツアー，すべて

のセッションおよび展示への参加費が含まれています。 
2011 年 2 月 28 日まで：会員 40,000 円，会員外 50,000 円，学生 10,000 円 
2011 年 3 月 1 日以降：会員 50,000 円，会員外 60,000 円, 学生 15,000 円 
会員には日本分析化学会，共催学会および協賛学会の会員を含みます。また，日本分析化学会の団体

会員に所属する方を含みますが，特別会員および公益会員の場合は，1 名に限り会員扱いとなります。

また，65 歳以上のシニアの方は，学生と同じ参加登録料で登録できます。 
バンケット参加費 バンケット参加費は，参加登録料とは別です。 

2011 年 2 月 28 日まで：10,000 円 
2011 年 3 月 1 日以降：12,000 円 

カンパニーツアー・宿泊申込方法 ICAS2011 ホームページの Accommodation & Excursion ページよりお

申込下さい。 
カンパニーツアー カンパニーツアー（分析機器メーカー訪問）は，無料です。5 月 25 日（水）14 時

30 分から 18 時に開催予定。定員に達ししだい締切ります。 
宿泊 宿泊の手配斡旋を近畿日本ツーリスト㈱ 京都支店に委託しました。別表のホテルを学会特別料

金で確保していますが，室数に限りがありますので，ご希望どおりに予約できないこともあります。ホ

テルは，第 2 希望までお知らせ下さい（確定ホテルは後日ご連絡いたします。）。なお，1 部屋につき 500
円の取扱手数料を申し受けます。宿泊の予約は，宿泊前受金（10,000 円：宿泊費に充当）と取扱手数料

（500 円）の支払いをもって確定となります。支払いは，クレジットカードでお願いします。クレジッ

トカードでの支払いができない場合は，kyoto-ec@or.knt.co.jp までご連絡下さい。予約および支払い手続

き完了後，予約確定メールをお送りします。 
 下記期間に他の大きなイベントが開催されるために，ホテル予約が難しい状況にあります。早めにお

申込みください。 
 

1．期間：2011 年 5 月 20 日(金)～27 日(金) 
2．料金：1 室当りの室料，税金，サービス料，朝食料金が含まれています。 
3．取消および変更：取消・変更は必ず書面（メールまたは Fax）にて早めにご連絡下さい。電話での

取消・変更は，お受けできません。返金が発生する場合は，下記の取消料および取扱手数料を差

し引いた金額を後日返金致します。 



 
   【取消料】 
 
 
 
 
宿泊申込締切日 2011 年 4 月 28 日(木) 
参加登録・カンパニーツアー・宿泊事務局   
〒604-8005 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町 437 近畿日本ツーリスト株式会社 京都支店 
〔TEL, 075-221-7401; FAX, 075-223-5192; e-mail, kyoto-ec@or.knt.co.jp 担当: 東 (あずま)・柴田〕 
 
   別表 

  ホテル名 ｺｰﾄﾞ(部屋ﾀｲﾌﾟ*) 宿泊料金**  
1-S 12,000円 (15,000円)1 リーガロイヤルホテル京都 

5 月 21 日(土)は（ ）料金 1-T 17,000円 (22,000円)
2-S 8,000 円 2 ホテル法華クラブ京都 
2-T 14,000 円 
3-S 9,000 円 (10,000 円) 3 アパホテル <京都駅前> 

5 月 21 日(土)は（ ）料金 3-T 16,000円 (18,000円)
4 アパホテル <京都駅堀川通> 4-S 9,500 円 
5 京都ロイヤルホテル＆スパ 5-S 11,000 円 

6-S 14,700円 (16,800円)6 京都全日空ホテル 
5 月 21 日(土)は（ ）料金 6-T 22,050円 (29,400円)

7-T 27,300円 (33,600円)7 ホテル日航プリンセス京都 
5 月 21 日(土)は（ ）料金 7-TU 21,000円 (27,300円)

8-S 13,650円 (17,850円)8 ホテルモントレ京都 
5 月 21 日(土)は（ ）料金 8-T 21,000円 (27,300円)

9 京都ガーデンホテル 全室禁煙部屋 9-S 9,000 円 
10-S 9,450 円 10 三井ガーデンホテル京都三条 
10-T 16,800 円 
11-S 10,000 円 11 ハートンホテル京都 
11-T 17,000 円 
12-S 10,500 円 12 三井ガーデンホテル京都四条 
12-T 16,000 円 
13-T 22,000円 (29,000円)13 大津プリンスホテル 

5 月 21 日(土)は（ ）料金 13-TU 17,000円 (20,500円)

*部屋タイプ：S=シングル，T=ツイン（2 名利用），TU=ツイン（1 名利用） 
**宿泊料金（1 泊 1 室あたり，税金，サービス料，朝食込の料金） 

 
ICAS2011 事務局連絡先 
〒615-8510 京都市西京区京都大学桂 京都大学大学院工学研究科材料化学専攻内 ICAS2011 事務局 

大塚浩二〔FAX, 075-383-2450; e–mail, ICAS2011_secretary@anchem.mc.kyoto-u.ac.jp; homepage, 
http://www.icas2011.com/〕 
                                          

宿泊初日の 10 日前まで 無料 
宿泊初日の 9 日前〜2 日前 1 泊分の宿泊料金の 20% 

宿泊初日の前日 1 泊分の宿泊料金の 80% 
当日・または無連絡による不泊 1 泊分の宿泊料金の 100% 


