Notice
【Reception】
From 17:00 to 18：30 on April 27th (Fri), at B1F, Bldg. #9 (Active Commons:
Cafeteria)
From 8:30 on April 28th (Sat), at 1F Bldg. #10, in front of the Hall.
【Access】
Public transportation is strongly recommended. There is no parking space for
automobiles, bicycles, and motorcycles in Sophia university and its neighbor area.
【Cloak】
You can use cloak service for your baggage and/or belongings except for
valuables, in front of the oral presentation room (Bldg. #10), from 28 April (Sat) to
30 April (Mon). Please note Organizing Committee will not take any responsibility
for any loss and/or damages. You cannot leave the baggage in the night,
therefore, please take back the baggage in the day.
【Prohibition】
No shooting, recording by camera, video, mobile phone, or any other media are
allowed within the presentation and poster venues. Please switch off your cellphone or set it to silent mode. Smoking is not allowed inside the building of
symposium area, except for the Smoking area.
【Chair Persons】
Please be seated at the designated seat 15 min before the session.
control proceedings and time management.

Please

【Selection of Poster Awards】
Please obtain the scoring sheets at reception desk (Active Commons: Cafeteria)
by 10 min before the poster presentation.
The scored sheet should be submitted to reception desk (Active Commons:
Cafeteria) as soon as possible after the poster presentation.
【International Scientific Advisory Board Member】
Please attend International Scientific Advisory Board Meeting held at Meeting
room (10-301) on 3rd Floor (Bldg. #10) from April 28th (Sat) 12:00. Lunch will be
served by Organizing Committee.

【Oral Presentations】
1. Time
Plenary Lecture: 40 min (Presentation 35 min + Discussion 5 min)
Invited Lecture: 20 min (Presentation 15 min + Discussion 5 min)
General Oral Session: 15 min (Presentation 12 min + Discussion 3 min)
2. Additional
It is recommended to use a PowerPoint presentation in Microsoft Office 2016.
If you use Macintosh for your presentation, please use your own PC.
Please report your arrival and submit your slides/presentations at the
reception desk at least 60 mins prior to the beginning of each session.
First presentation of morning session should submit the slides the day before
presentation. Speakers who would like to use their own computers, should
bring their computer as early as possible to check the connection and
presentation slides.
【Poster Presentation】
1. Size The maximum size: 90 cm (wide) x 180 cm (high)
2. Display & Retrieval
Push-pins are available at the venue.
Display: April 28th (Sat) 9:30-12:00
Retrieval: April 29th (Sun) 14:30-17:30
Any posters which are left behind may be disposed.
3. Presentation Time
Odd: April 28th (Sat) 12:50-13:35 and April 29th (Sun) 13:35-14:20
Even: April 28th (Sat) 13:35-14:20 and April 29th (Sun) 12:50-13:35
4. Poster Awards
Among the young scientists, 19th ICS Poster Award will be determined.
Award-winner will be announced starting from 13:30, April 30th (Mon).
The applicants of the poster awards must attend to April 30th .
【Welcome Reception and Banquet】
Welcome Reception:
April 27th (Fri), 18:00-20:00
at Active Commons (Cafeteria) at Bldg. #9 B1F
Banquet (Seated style): April 29th (Sun), 17:45-20:00 (open 17:30)
at “HŌ(鳳凰)” (Garden Tower, Banquet Floor), Hotel New Otani Tokyo

連絡事項
【受付】
4 月 27 日 (金) 17:00~18:30 9 号館地下アクティブ・コモンズ（旧カフェテリア）で
4 月 28 日 (土) 8:30~
10 号館講堂にて行います。
【来場方法】
必ず公共交通機関をご利用ください。駐車場および駐輪場は上智大学内およびその
周辺にはございません。
【クローク】
10 号館にクロークを設けております(28-30 日)。ただし、貴重品、お荷物の破損・紛失
等については責任を負いかねますので、各自の責任にて管理をお願いいたします。
夜間の荷物のお預かりは出来ませんので、その日のうちに荷物をお受け取りください。
【禁止事項】
講演会場・ポスター会場でのカメラ・ビデオ・携帯電話等による撮影・録音はできませ
ん。講演会場内では携帯電話の電源はお切りいただくかマナーモードに設定してくだ
さい。会場内は指定の屋外喫煙スペースを除いて禁煙です。
【座長の方へ】
ご担当セッションの開始 15 分前までに発表会場の次座長席にご着座ください。時
間通りの進行にご協力の程お願い申し上げます。
【ポスター賞選考のお願い】
ポスター発表の開始 10 分前までに、9 号館地下アクティブ・コモンズ（旧カフェテリア）
内受付にて審査票をお受け取り下さい。
ご担当のポスターの示説時間終了後、審査用紙に必要事項をご記入の上、できるだ
け速やかに受付にご提出ください。
【International Scientific Advisory Board の方へ】
4 月 28 日 (土) 12 時 00 分より、10 号館 3 階 301 会議室にて International
Scientific Advisory Board Meeting にご参加ください。昼食を用意しております。
【懇親会】
ウエルカムパーティー:

4 月 27 日 (金), 18:00-20:00
@9 号館地下アクティブ・コモンズ（旧カフェテリア）
懇親会 (着席形式): 4 月 29 日 (日), 17:45-20:00（15 分前までにご参集下さい）
@ホテルニューオータニ「鳳凰」の間 (ガーデンタワー宴会場階)

【口頭発表者の方へ】
1. 発表時間
基調講演 ：40 分 (講演 35 分 + 討論 5 分)
招待講演 ：20 分 (講演 15 分 + 討論 5 分)
一般講演 : 15 分 (講演 12 分 + 討論 3 分)
2. 発表方法
講演の進行をスムーズに行うため、発表はできるだけ会場設置のパソコン
(Windows10 ＋ PowerPoint2016) で行って頂きます。発表データは、USB フ
ラッシュメモリまたは CD-ROM (CD-R) にてご持参ください。Macintosh は、パ
ソコン持ち込みのみの対応となります。データでの持ち込みはできません。当該セ
ッションの開始 1 時間前 (早朝発表の場合は前日) までに、会場入口前にて受
付をお済ませください。ご自身のパソコンで発表されたい方は、パソコンをお持ち
の上、受付でチェックをお済ませください。
【ポスター発表者の方へ】
1. ポスターサイズ ポスター掲示可能面 : 横 90 cm × 縦 180 cm (A0 版対応)
2. ポスター提示・回収
貼付に使用する画鋲等は事務局で準備します。
提示日時 : 4 月 28 日 (土) 9:30 ~ 12:00
回収日時 : 4 月 29 日 (日) 14:30 ~ 17:30
お持ち帰りになられないポスターはこちらで処分させて頂きます。
3. 発表日
2 日間とも発表していただきます。奇数・偶数により発表時間帯を区別します。
奇数番号: 4 月 28 日 (土) 12:50-13:35 および 4 月 29 日 (日) 13:35-14:20
偶数番号: 4 月 28 日 (土) 13:35-14:20 および 4 月 29 日 (日) 12:50-13:35
4. ポスター賞
若手研究者のポスター発表の中から特に優秀なものを選出し、これらに対して表
彰ならびに副賞を授与いたします。
ポスター賞の発表および受賞式は、4 月 30 日 (月) 13:30 から開催されます。
ポスター賞審査対象の方は、最終日までご参加下さいますようお願い致します。
【学生支援奨学金をご希望の方】
学生支援奨学金の受け取りを希望する方は、学生証をご持参の上、ポスター発表日
の 12~15 時にシクロデキストリン学会の受付（ポスター会場付近）までお越しください。
なお、対象者は、本シンポジウムで発表を行ったシクロデキストリン学会の学生会員
に限ります。

