第 76 回 分 析 化 学 討 論 会
－オンライン参加予約申込方法－
第 76 回分析化学討論会は以下のように開催します。本討論会に参加される方（講演発表をされる個人会員の登
壇者も含む）は，全員参加登録をしていただきます。討論会当日に参加登録証を提示されない方の入場は，固く
お断りします。本討論会ではオンライン参加申込登録システム（以下，参加登録システムと略）を使用します。
参加予約申込は，必ず参加登録システムをご使用ください。参加申込の詳細は第 76 回分析化学討論会ホームペー
ジ（以下，討論会 HP と略）を参照ください。講演要旨集は冊子体から電子配布に変更しています。公開日は別記
を参照ください。本討論会の講演プログラム集は討論会当日に参加者にお渡しいたします。

討論会 HP：http://conference.wdc-jp.com/jsac/touron/76/
会期
日程

5 月 28 日（土）
・29 日（日）
5 月 28 日：主題講演（口頭）
，一般講演（口
頭，ポスター），若手講演（ポスター），テ
クノレビュー講演（口頭，ポスター），産業
界交流ポスター，依頼講演，ランチョンセ
ミナー，懇親会，機器展示会
5 月 29 日：主題講演（口頭）
，一般講演（口
頭，ポスター），若手講演（ポスター），テ
クノレビュー講演（口頭，ポスター），依頼
講演，ランチョンセミナー，機器展示会
会 場 岐 阜 薬 科 大 学 ・岐阜 大 学 〔 岐 阜 市 大 学 西
1-25-4〕交通：JR 岐阜駅（バスターミナル）9 番
乗り場または名鉄岐阜駅 5 番乗り場より，岐阜バ
ス「岐阜大学・病院線」
「伊自良線・本巣線・掛洞
宝珠線」で「柳戸橋」または「岐阜大学病院」バ
ス停下車徒歩 4 分。
懇親会 5 月 28 日（土）18 時 30 分～20 時 30 分
会場 岐阜都ホテル〔岐阜市長良福光 2695-2〕
＊討論会会場よりシャトルバスを運行する予定で
す。詳細は討論会 HP に掲載します。

【参加予約申込方法】
以下の注意事項を熟読のうえ，申込締切期日までに
参加申込をしてください。参加申込の詳細は討論会
HP を参照ください。Web 参加予約申込のお支払最終締
切日は 4 月 28 日（木）です（但し，クレジット決済
のみ）
。
1．参加証兼領収証は，別記の発送日に事前発送い
たします。
2．懇親会に参加される方は，できるだけ予約して
ください。会期中は，定員に余裕のある場合のみ
受け付けます。
3．参加登録料などの諸費用は，一切返金できません。
4．参加予約申込締切日後の申し込みは，会期中会
場で受け付けます。申込締切日後の申し込み及び
送金は，固くお断りします。万一送金があった場
合は，送金手数料を差し引きのうえ，ご返金いた
しますのであらかじめご了承ください。
5．見積書，納品書，請求書は，原則として発行致
しません。必要な方は，申込者において所定の書
類を作成のうえ，返信用封筒（切手貼付）を同封

して分析化学討論会ヘルプデスクあてお送りく
ださい。記名，捺印のみして返送致します。電話,
メールでの書類作成依頼には応じかねます。
参加予約申込締切日
※お支払方法により締切日が異なります。
郵便振替 Web 申込締切：
4 月 15 日（金）14 時厳守
郵便振替払込締切：
4 月 22 日（金）
コンビニ決済 Web 申込締切：4 月 22 日（金）14 時厳守
コンビニ決済最終入金締切：4 月 26 日（火）
クレジット決済 Web 申込締切：4 月 28 日（木）14 時厳守
参加登録料，懇親会参加費
1. 参加登録料
予約：会員 9,000 円，学生会員 4,000 円，会員外
15,000 円，会員外学生 7,000 円
〔当日：会員 12,000 円，学生会員 5,000 円，会
員外 18,000 円，会員外学生 7,000 円〕
※会員には団体会員に所属する方を含みます。
維持会員
は会員扱いになります。
特別会員及び公益会員の場合
は，1 名に限り会員扱いとなります。
※会員，学生会員の予約・当日登録料は不課税扱いで
す。会員外，会員外学生の参加登録料は予約，当日
ともに税込金額です。
2. 懇親会参加費
予約：8,000 円〔当日：10,000 円〕
※予約・当日参加費とも税込金額です。

【参加予約登録をされた方への参加登録証兼領収
書の発送予定日】
第 1 回発送日
3 月 31 日までに入金が確認された皆様
登録証等の発送予定日：4 月 8 日（金）
第 2 回発送日
4 月 1 日以降で予約登録最終締切日までに入金が確認
された皆様
登録証等の発送予定日：5 月 9 日（月）

【Web 版講演要旨集の閲覧方法】
参加予約登録を済まされた皆様：
5 月 14 日以降，参加登録番号と参加申込に使用され
たメールアドレスで閲覧・ダウンロードができます。

当日登録をされた皆様：
当日参加登録を済まされた方に発行する参加登録証
の裏面に印字されている ID とメールアドレスで閲
覧・ダウンロードが可能です。
【ご注意】本討論会へ参加登録をされた皆様は，6 月
29 日（水）14 時まで閲覧・ダウンロードが可能です。
6 月 30 日以降は閲覧できません。

だきますようお願いいたします。
なお，講演発表者の特許出願にあたり，特許法第
30 条 1 項（発明の新規性喪失の例外）の適用を受け
るための手続きが簡素化されています。
詳細は以下の特許庁ホームページを参照ください。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

【討論会当日の Web 要旨集配布について】

【討論主題（主題講演）
】

実行委員会では，
参加者の皆様を対象にして Web 要旨
集が入った USB を当日総合受付にて貸し出します。
ご自分の PC にコピーしてお使いください（USB はご
返却ください）
。
【ご注意】
貸し出す USB は複数の方がご使用になりま
す。実行委員会で準備する USB はウイルスチェックを
行っておりますが，USB を経由してウィルス等に感染
した場合も実行委員会はその責任を負いかねますの
で，予めご承知おきください。
その他
講演プログラム集は討論会当日に総合受付で参加
者にお渡しいたします。なお，講演プログラム速
報版を 3 月中旬に討論会 HP に掲載の予定です。

本討論会では全体テーマとして「分析化学の未来を
展望する」を掲げ，10 件余の討論主題を設定しました。

【口頭発表者へのご案内】
本討論会では，主題講演，一般講演，テクノレビュ
ー講演，依頼講演などすべての口頭発表で，全会場に
プロジェクター，接続ケーブル（RGB ケーブル）
，PC
切替器（モニター切替器）を用意しています。講演者
（登壇者）は講演データの入ったノート PC（以下，
PC と略）を持参してください。詳細は討論会 HP を参
照のうえ準備してください。

【ポスター発表をされる皆様へ】
本討論会の一般講演・若手講演・テクノレビュー
講演ポスター及び産業界交流ポスター講演の発表方
法等は，討論会 HP を参照のうえ準備してください。
☆

☆

【オンライン講演申込登録をされた皆様へ】
講演要旨本文入力締切日は 3 月 2 日（水）14 時で
す。講演申込登録をされた方は，締切日までに必ず要
旨本文の入力を済ましてください。締切日以降は入
力・修正ができません。なお，やむを得ず「講演中止」
をされる方は，実行委員会まで E-mail でご連絡くだ
さい。
第 76 回分析化学討論会実行委員会
E-mail：bunseki@gifu-pu.ac.jp

１．2030 年の分析化学
オーガナイザー：馬場嘉信（名大）
・大塚浩二（京
大）
・北森武彦（東大）
２．分析化学を支える「マイクロ・ナノ」～「マイク
ロ・ナノ」を基盤技術とした分析化学の新潮流と将
来展望～
オーガナイザー：遠藤達郎（阪府大）
・佐々木直樹
（東洋大）
・末吉健志（阪府大）
３．柔軟な界面を利用した分析化学
オーガナイザー：巽 広輔（信州大）
・高田主岳（名
工大）
・福山真央（京工繊大）
４．マススペクトロメトリ－分析化学の新潮流
オ―ガナイザー：石濱 泰（京大）
５．ノンコーディング RNA の最先端分析手法にせまる
オーガナイザー：鳥村政基（産総研）
・谷 英典（産
総研）
６．今，そして将来必要とされる環境分析化学と
は？：無機及び有機分析の観点から
オーガナイザー：加賀谷重浩（富山大）
・鳥羽 陽
（金沢大）
７．医療貢献を目指した分析化学
オーガナイザー：豊岡利正（静岡県大）
８．分離手法と分離対象の拡張
オーガナイザー：北川慎也（名工大）
・轟木堅一郎
（静岡県大）
９．分析化学と犯罪捜査
オーガナイザー：瀬戸康雄（科警研）
・鈴木真一（科
警研）
１０．化学センサーの新展開
オーガナイザー：遠田浩司（富山大）
１１．前処理とフローアナリシス
オーガナイザー：手嶋紀雄（愛知工大）
・村上博哉
（愛知工大）
※討論趣旨及び依頼講演は討論会 HP を参照ください。

【産業界交流ポスター】
【講演要旨集の発行日について】
第 76 回分析化学討論会 Web 要旨集の発行日は，
2016
年 5 月 14 日です。特許出願の際は，特許庁ホームペ
ージを参照のうえ，専門家である弁理士にご相談いた

主催

日本分析化学会・第 76 回分析化学討論会実
行委員会・産業界シンポ企画運営委員会
趣旨 企業の分析化学の最先端研究をポスター発表
するとともに，企業の分析部門の位置づけ，役割，
目指すところを紹介する。また，産業界分析部門

間や産官学の交流の場，学生の皆様に企業におけ
る分析化学の実際を知る機会として活用いただく。
内容 企業の分析化学の研究発表と企業における分
析部門の位置づけや目指すところの紹介。
期日 5 月 28 日（土）午後の予定
会場 岐阜薬科大学（討論会ポスター会場）
参加方法 「産業界交流ポスター」は学生の皆様へ
は公開制といたします。分析化学討論会への参加
登録は不要ですので，「産業界交流ポスター」会
場の受付にてご署名のうえ入場ください。奮って
ご参加ください。

【展示会等出展のお願い】
機器・カタログ出展及びランチョンセミナー
主催 第 76 回分析化学討論会実行委員会
分析・計測機器関連のメーカー・販売会社，分析技
術提供会社との相互交流・情報交換の場として，機器
展示会及びカタログ展示会を開催します。また，期間
中の昼休みを利用してランチョンセミナーを開催し
ます。展示会及びランチョンセミナーに参加ご協力の
ほどお願い申しあげます。詳細は討論会 HP を参照く
ださい。
[機器・カタログ展示会]
展示日時 5 月 28 日（土）
・29 日（日） （但し，29
日は 15 時までの予定）
会場 岐阜薬科大学（討論会場内）
募集締切日 3 月 31 日（木）
[ランチョンセミナー]
日時 5 月 28 日（土）
・29 日（日）の昼休み
会場 岐阜薬科大学・岐阜大学（討論会会場）
開催費用 150,000 円（税別）
※セミナー運営に関する費用（昼食用弁当など）は
別途。
募集締切日 3 月 17 日（木）
問 合先・ 申込先 〒 104-0061 東 京都中 央区銀 座
7-12-4（友野本社ビル）
（株）明報社（担当：後藤）
[電話：03-3546-1337，FAX：03-3546-6306]
E-mail:info@meihosha.co.jp
※展示申込方法及びランチョンセミナーの詳細は
（株）明報社にお問い合わせください。

【宿泊等についてのご注意】
会期直前に伊勢志摩サミット（三重県）が開催さ
れます。また，5 月は鵜飼シーズンの始まりでもあ
り，直前でのご予約はできないことも考えられます
（近郊の名古屋も宿泊施設の混雑が続いておりま
す）
。 宿泊予約は早めにご手配されることをおすす
めします。
なお，実行委員会では，ホテル等の斡旋は行いま
せん。

【託児所開設について】
第 76 回分析化学討論会では,託児所を設置する予
定です｡希望される方は 4 月 27 日（水）までに討論会
実行委員会まで E-mail でお問い合わせください。

【各種お問い合わせ先】
1.学会事務局
会員登録情報の変更，会員 ID・パスワードに関する
質問及び討論会全般は公益社団法人日本分析化学会
事務局へお問い合わせください。
公益社団法人日本分析化学会事務局
〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-26-2
五反田サンハイツ 304
E-mail online@jsac.or.jp 電話：03-3490-3351
2.討論会ヘルプデスク
講演申込など Web システム，
参加費納入に関する質問
は第 76 回分析化学討論会ヘルプデスクへお問い合わ
せください。
第 76 回分析化学討論会ヘルプデスク
〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5
（株）国際文献社内
E-mail: jsac-touron@bunken.co.jp
電話：03-5937-0216
注）電話対応時間は土・日曜日，祝日を除く営業日
の 9 時～12 時，13 時～17 時です。
3.実行委員会
主題講演と会場に関する質問は実行委員会へお問い
合わせください。
第 76 回分析化学討論会実行委員会事務局
〒501-1196 岐阜市大学西 1-25-4
岐阜薬科大学薬品分析化学研究室内
実行委員長 宇野文二
E-mail：bunseki@gifu-pu.ac.jp

参加予約登録方法
参加予約登録は，インターネットを通して申し込みの手続きを行ってください。
第 76 回分析化学討論会ホームページから，画面の案内に沿って手続きを進めてください。
登録前に必ず下記＜登録に関する注意事項＞をご一読ください。
＜登録に関する注意事項＞
（申込について）
インターネット（Web）による手続きは，申込者本人が行ってください。ご本人以外からの ID，パスワード等
のご照会はお受付けできません。仮会員でお申込みの方は，学会会費等を至急お支払いください。会費等のお
支払いが遅れた場合には，会員外の本討論会参加費とさせていただく場合もありますのでご了承ください。
（必要な環境・条件）
1.
Microsoft Internet Explorer 8.0 以降，または，Firefox 23.0 以降の日本語版閲覧ソフトが利用可能であること。
2.
メールアドレス（携帯電話のアドレスは使えません）を所持していること。
（文字入力）
1.
ギリシャ文字（α，β，γなど）は，全角文字を利用し，ローマ数字（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲなど）は，アルファベ
ットの I（アイ）
，V（ブイ）
，X（エックス）を使用してください。
2.
機種依存文字（㈱，①など）は用いないようにしてください。
3.
カタカナは，全角文字で入力してください。外国語名称については，基本的に英語表記でお願いします。
＜会員／仮会員＞
*は必須入力

会員の方は
「既に会員である」をクリック
仮会員の方は
「会員申請中のため仮会員として申し込む」
をクリック

「既に会員である」をクリックした場合
「会員 ID」
「パスワード」を入力しログイン
※パスワードが不明な方は
「パスワードがお分かりにならないときは，
こちら
からご確認いただけます。
」の「こちら」をクリッ
クすると問い合わせが可能です。
ログイン後，参加申込「新規申込」をクリック

「会員申請中のため仮会員として申し込む」
をクリックした場合
「仮会員 ID」と「E メールアドレス」を入力しログイン

懇親会参加有無／支払方法／所属先所在地を選択
参加証所属を入力／領収書宛名を入力

▼郵便振替選択後の画面

▼コンビニ決済選択後の画面
「参加申込実行」で申込完了
申込完了後，完了通知が配信されます。完了通知に振
込先口座情報が記載されます。
振替用紙は郵便局備え
付けの用紙をご使用ください。
振込手数料は貴方でご
負担ください。

完了画面に確認番号等が表示されます。
完了後配信されるメールにも同じ情報を記載します。

コンビニ決済を選択した場合，左の画面が表示され
ます。利用するコンビニを選択「コンビニ利用情
報」の中から選択してください。
「支払期日」
が表示されますので期日内に選択したコ
ンビニで費用の支払いをしてください。
「参加申込実行」で申込完了

カード情報を入力→「参加申込実行」で申込完了

＜会員外＞
会員外用 URL をクリックすると申込情報の画面が
表示されます。申込情報，参加申込情報を入力し，
「次
のページへ進む」をクリックしてください。
以降は会員／仮会員申込方法と同様です。

※実際の登録フォームと完全に一致しているわけで
はありません。このフォームレイアウトは 1 月 15 日
現在のものです。
予告なく変更する場合もありますの
でご了承ください。

