参加者の皆様へ

1. 参加登録
参加受付： 9 月 7 日（金）8：20 ～ 19：00
9 月 8 日（土）7：50 ～ 15：00
受付場所：メルパルク京都 6 階ロビー
参 加 費 ：会 員
非会員
学 生

7,000 円（事前登録 6,000 円）
8,000 円（事前登録 7,000 円）
4,000 円（事前登録 3,000 円）

合同情報交換会： 一般
学生

7,000 円（事前登録 6,000 円）
4,000 円（事前登録 3,000 円）

【事前参加登録されている方へ】
参加証、領収証、プログラム・抄録集のお渡しは当日会場にて行います。
その際、事前参加登録完了メールのプリントもしくは、スマートフォンなどで該当画面のご提示が必要
となりますので、ご注意ください。
【当日参加登録される方へ】
当日受付にてお申込みください。参加証（領収書付）とプログラム・抄録集をお渡しいたします。

2. 合同情報交換会（有料：申し込みが必要です。）
下記の通り開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
日時：9 月 7 日（金）19：15 ～
場所：ホテルグランヴィア京都 5F「古今の間」

3. プログラム・抄録集
プログラム・抄録集をご希望の方には当日受付にて、1 部 2,000 円（税込）で販売いたします。

4. 各学会への新規入会・年会費
新入会に関しては、各学会 HP にてご確認ください。
・日本フードファクター学会（http://nodaiweb.university.jp/jsoff/）
・日本ポリフェノール学会（http://www.propo.jp/）
・日本カテキン学会（http://www.catechin-society.com/）

5. お願い
会場内では必ず携帯電話のスイッチを切るかマナーモードに切り替えてください。
また、会場内での撮影・録画・録音はご遠慮ください。

6. 共催セミナー（企業共催）
・ランチョンセミナー・モーニングセミナーではお弁当・軽食を用意いたします。ただし個数に限りがあ
りますことをご了承ください。
・各共催セミナーの整理券配布は行いません。先着順にご案内いたします。参加登録をお済ませのうえ会
場にお越しください。
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7. 会期中の連絡先
事務局（メルパルク京都 6 階 会議室 3）
〒 600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676 番 13

8. お問合せ先

■第 23 回日本フードファクター学会学術集会 事務局
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科
〒 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町 465
TEL/FAX 075-251-5650
■第 12 回日本ポリフェノール学会学術集会
第 15 回日本カテキン学会年次学術集会 事務局
神戸大学大学院農学研究科生命機能科学専攻応用生命化学講座
〒 657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1
TEL/FAX 078-803-6615
■運営事務局
〒 550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 703A あゆみコーポレーション内
TEL：06-6131-6605 FAX：06-6441-2055 E-mail：foodcongress2018@a-youme.jp
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演者・司会・討論者の皆様へ

1. 講演者・口演者の方へ
1）発表時間
セッション分類
特別プログラム

YIA
一般演題

特別講演
シンポジウム

発表

質疑

事前に案内した通り

口演発表

6分

4分

ポスター発表
口演発表

4分
6分

4分

※時間厳守でご発表ください。所定時間を超過すると打ち切る場合があります。
※ YIA・一般の発表時の終了は、ベルでお知らせします。
（発表終了 1 分前：1 鈴、終了時：2 鈴、質疑
応答の終了時：3 鈴）
2）YIA ポスター発表
YIA ポスター発表に選ばれた方はポスター会場内でのポスター発表とは別に講演会場にて 4 分の
ショートスピーチがあります。（質疑応答はありません）
3）会場受付
発表者は、発表時間 15 分前には発表用のデータもしくは PC を持って会場左前方 PC 受付へお越し
ください。
4）発表方法
・発表は PC プレゼンテーション（1 面映写）です。
・画像枚数には制限はありませんが、発表時間内に終了するようにご配慮ください。
【Windows】
1. USB フラッシュメモリーにデータを保存してお持ちください。（ウイルスチェック済みのもの）
2. 保存の際のファイル名は、「演題番号・氏名」としてください。
3. フォントは OS に標準装備のものを使用して下さい。画像レイアウトや文字化けを防ぐ為に、「MS
（MSP）ゴシック、MS（MSP）明朝、Times New Roman, Century」をご利用下さい。
4. 解像度は XGA（1024x768 ピクセル）まで対応可能です。このサイズより大きい場合、スライドの
周囲が切れてしまいますので、画面の設定を XGA に合わせてください。
【Macintosh】
1. ご自身のパソコンをお持ちください。
2. 事務局でご用意する接続コネクターは D-sub15 ピンです。PC の外部モニター出力端子の形状をご
確認ください。変換が必要な場合はご持参ください。
3. 予めスクリーンセーバー並びに省電力設定は「なし」にしパスワード設定も解除してください。
4. PC の電源アダプターは必ず持参してください。
5. お持込いただく PC に保存されている貴重なデータの損失をさけるため、事前にデータのバック
アップをお勧めします。

D-sub15 ピン（ミニ）

※注意
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附属外部出力

ケーブル例

コネクターはご準備しておりませんので、必ず各自でご用意ください。

15cm

2. ポスター演者の方へ
1）貼付および撤去
（1）ポ スターパネル（幅 90cm ×高さ 210cm）および
演題番号（15cm × 15cm）は運営事務局にてご用
意します。
（2）会 場内に画鋲を用意しておりますので、各自で貼
210cm
付をしてください。
（3）ポ スターの貼付・撤去時間は下記のとおりです。
指定の時間内にポスターの貼付・撤去をお願いい
たします。
貼付時間 9 月 7 日（金） 9：00 ～ 10：20
討論時間 9 月 7 日（金） 18：00 ～ 19：00
撤去時間 9 月 8 日（土） 14：55 ～ 17：00
指定時刻を過ぎても掲示してあるポスターは学会事務
局にて廃棄処分いたします。

75cm

演題
NO.

15cm

演題番号は
事務局にて用意します

演題名、演者名、所属を
各自明記してください

ポスター展示スペース

※見えづらい為、下部には
できるだけ貼らないでください

165cm

30cm

90cm
2）討論について
（1）ボードに貼付の演者リボン（黄色）を着け、討論の開始予定時刻の 5 分前にご自身のポスターの
前に待機してください。
（2）発表者は、討論時間はポスターの前で、参加者からの質問に積極的に対応してください。

3.YIA 候補者の方へ
1）ポスター発表の方全員に 4 分間のショートスピーチ（質疑応答なし）を行っていただきます。
2）YIA ショートスピーチ発表データは 9 月 5 日（水）までに PDF ファイルをお送りください。PDF ファ
イル名は演題番号と発表者名としてください（例：YIA_ 京都花子）。発表用データは発表終了後に合
同学術集会事務局が責任をもって削除いたします。
3）次演者は次演者席に待機し、司会が演者名を読み上げたらすぐに発表を開始してください。円滑な進
行にご協力お願いいたします。

4. 司会の方へ
・担当セッション開始 10 分前までに、会場にご来場ください。
・進行は司会に一任いたしますが、各セッションの進行が遅れないようにご留意ください。

5. 討論者へのお願い
・発表者への質疑応答は簡潔にお願いします。
・発言希望者は予め会場に設置したマイクの前に並び、司会の指示に従ってください。
・追加発言や質疑応答のための PC プレゼンテーションは受付けません。
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6. 関連集会・行事
日本フードファクター学会 理事会
日時：9 月 6 日（木）16：30 ～ 18：30
会場：鶴清 地下会議室

日本フードファクター学会 評議員会
日時：9 月 7 日（金）11：30 ～ 12：00
会場：メルパルク京都 5 階「会議室 A」（第 2 会場）

日本フードファクター学会 総会
日時：9 月 7 日（金）16：00 ～ 16：30
会場：メルパルク京都 6 階「会議室 C」（第 1 会場）

日本ポリフェノール学会 理事会
日時：9 月 7 日（金）8：00 ～ 9：00
会場：メルパルク京都 6 階「会議室 4」

日本ポリフェノール学会 評議員会
日時：9 月 7 日（金）12：00 ～ 13：00
会場：メルパルク京都 6 階「会議室 6」

日本ポリフェノール学会 総会
日時：9 月 7 日（金）16：00 ～ 16：30
会場：メルパルク京都 5 階「会議室 A」（第 2 会場）

日本カテキン学会 役員会
日時：9 月 7 日（金）12：00 ～ 13：00
会場：メルパルク京都 6 階「会議室 4」

日本カテキン学会 総会
日時：9 月 7 日（金）16：00 ～ 16：30
会場：メルパルク京都 6 階「会議室 6」

合同情報交換会（申込みが必要です：有料）
日時：9 月 7 日（金）19：15 ～
会場：ホテルグランヴィア京都 5 階「古今の間」
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