日本食物繊維学会
第 20 回学術集会開催のお知らせ
1．日

時：平成 27 年 11 月 28 日（土），29 日（日）

2．場

所：伊那食品工業株式会社

かんてんぱぱガーデン

駒ヶ根高原リゾートリンクス （懇親会）
3．日

程

第１日

11 月 28 日（土）（かんてんぱぱガーデン西ホール）

9：00 〜：一般演題発表
13：00 〜：評議員会，総会
14：00 〜：特別講演
特別講演

寒天食物繊維の健康機能について

杤久保修（横浜市立大学大学院医学研究科）

15：00 〜：シンポジウム「海藻由来多糖類の機能性研究の現状」
シンポジウム１

メタボローム解析による機能性食物繊維研究

シンポジウム２

アルギン酸部分分解物の新しい機能性



吉田

優（神戸大学大学院医学研究科）

中村禎子（十文字学園女子大学大学院人間生活学研究科）
シンポジウム３

寒天由来のオリゴ糖（アガロオリゴ糖）の抗炎症作用について



大野木宏（タカラバイオ株式会社 CDM センター）
シンポジウム４

食物繊維としての海藻多糖類の機能や食品への応用



埋橋祐二（伊那食品工業株式会社開発本部）
総合討論
18：00 ～：懇親会 （駒ヶ根高原リゾートリンクス）
第２日

11 月 29 日（日）

9：00 〜：一般演題発表 （かんてんぱぱガーデン西ホール）
13：00 〜：発表賞授賞式 （かんてんぱぱガーデン西ホール）
14：00 〜 16：00：市民公開講演会 （かんてんぱぱホール）
市民講座①
歴史に見る健康－日本の食を考える

医学ジャーナリスト

植田美津恵

大妻女子大学家政学部

青江誠一郎

市民講座②
食物繊維の最新情報と上手な摂取の仕方について
市民講座③
寒天の食物繊維について

伊那食品工業株式会社

柴

克宏

4．講演および討論
発表は液晶プロジェクターを用いて行います。本学術集会では質疑応答時間を長くし，各演題の持ち時間を 15
分（発表 9 分，質疑応答 5 分，交代 1 分）とする予定ですが，演題申込数によって持ち時間を変更することがあり
ます。演題の発表日程，及び発表の詳細に関しては後日改めてご案内します。パソコンは Windows（PowerPoint
2013）を用意致します。
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5．総会および学術集会受付
受付は開始 30 分前より，伊那食品工業株式会社 健康パビリオン（R ＆ D センター）１階にて行います。当日
参加の方は，参加費 ･ 会場費（講演要旨集込み）
・懇親会費をお支払いください。
6．参加費
①オンライン事前登録（銀行振込）http://jdf.umin.ne.jp（平成 27 年 7 月 1 日より受付開始）
正会員 4,000 円，学生会員 2,000 円，非会員 5,000 円，懇親会費 6,000 円（学生 3,000 円）
②当日受付
正会員 5,000 円，学生会員 3,000 円，非会員 6,000 円，懇親会費 7,000 円（学生 3,000 円）
＊くわしくは P. 7 をご参照下さい。
7．呼び出し，クローク，昼食，駐車場，宿泊等の手配など
①会場での呼び出しは行いません。また，クロークも設置しませんので荷物等は各自で保管して下さい。
②昼食は，弁当（1 個 1,000 円）で販売する予定です。（事前登録時にお伺いします。代金は当日，受付でお支
払下さい。）尚，かんてんぱぱガーデン内にはレストランが３つございますので，そこでも昼食をお召し上
がりいただけます。
③駐車スペース（無料）はかんてんぱぱガーデン内に十分ございます。
④事務局では，宿泊等の斡旋を行いませんので直接予約をお願いします。但し，懇親会を行う「駒ヶ根高原リ
ゾートリンクス（TEL. 0265-82-8511）
」にはある程度の部屋の確保をお願いしていますが，宿泊のご手配は
お早めにお願いします。日本食物繊維学会学術集会に参加と申し出て戴くと特別料金で宿泊して戴けるよう
になっています。
8．学術集会会場への交通案内
伊那食品工業株式会社（https://www.kantenpp.co.jp/garden/accessmap.html）
■お車でお越しの場合（カーナビの電話番号検索 TEL：0265-78-2002）

小牧 JCT

大阪から約 4 時間

吹田 IC

岡谷 JCT

中央自動車道

車で約 15 分

IC

中央自動車道

名神高速道

小牧 JCT
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中央自動車道

IC

車で約 15 分

学術集会会場 かんてんぱぱガーデン

名古屋から約 2 時間

中央自動車道

駒ヶ根

高井戸 IC

伊那

東京から約 3 時間

■電車でお越しの場合（時間は乗車予定時間）

※乗換時の待ち時間にご注意下さい

中央本線
特急ワイドビュー
しなので約 2 時間

飯田線

岡谷駅

各駅停車で約 50 分

中央本線

塩尻駅

各駅停車で
約 10 分

タクシーで
約 15 分

タクシーで
約 15 分

飯田線

岡谷駅

各駅停車で
約 50 分

かんてんぱぱガーデン

名古屋駅

中央本線
特急で 2 時間 40 分

伊那バスターミナル

名古屋から約 4 時間

新宿駅

伊那市駅

東京から約 4 時間

■高速バスでお越しの場合（時間は乗車予定時間）

中央自動車道 3 時間 25 分

新宿高速バスターミナル

名古屋から約 3 時間半

中央自動車道 3 時間

名鉄バスセンター

かんてんぱぱガーデン

東京から約 3 時間半

学術集会会場と近隣駅との送迎につきましては、学術集会中にご案内します。

9．懇親会会場（兼ご宿泊）への交通案内
駒ヶ根高原リゾートリンクス（http://www.komagane-linx.co.jp/access/index.html）
■お車でお越しの場合（カーナビの電話番号検索 TEL：0265-82-8511）

名古屋から約 2 時間

小牧 JCT

大阪から約 3 時間半

吹田 IC

中央自動車道

岡谷 JCT

中央自動車道

中央自動車道

車で約 5 分

IC

名神高速道

小牧 JCT

中央自動車道

懇親会会場 駒ヶ根高原リゾートリンクス

高井戸 IC

駒ヶ根

東京から約 3 時間

■電車でお越しの場合（時間は乗車予定時間です）

名古屋駅

※乗換時の待ち時間にご注意下さい

中央本線

岡谷駅

特急で 2 時間 40 分

中央本線
特急ワイドビュー
しなので約 2 時間

塩尻駅
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中央本線
各駅停車で
約 10 分

飯田線
各駅停車で約 1 時間 15 分

岡谷駅

飯田線
各駅停車で
約 1 時間 15 分

タクシーで
約 15 分

駒ヶ根高原リゾートリンクス

名古屋から約４時間

新宿駅

駒ヶ根駅

東京から約４時間

■高速バスでお越しの場合（時間は乗車予定時間です）

中央自動車道 2 時間 35 分

名鉄バスセンター

タクシーで
約 15 分

駒ヶ根高原リゾートリンクス

名古屋から約 3 時間

中央自動車道 3 時間 50 分

新宿高速バスターミナル

駒ヶ根バスターミナル

東京から約 4 時間

※駒ヶ根高原リゾートリンクスにご宿泊の方で，駒ヶ根駅，駒ヶ根バスターミナルまでお越しの方は，事前に
予約（0265-82-8511）していただきますと，無料送迎サービスがあります（9：00 から 18：00）。必ず予約を
お願いします。
※駒ヶ根高原リゾートリンクスにご宿泊された場合，ホテルと学術集会会場までの送迎バスを用意してありま
す。

当日受付場所：健康パビリオン１階（R&D センター）
学術集会会場：かんてんぱぱ西ホール
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一般演題申込要領
1．申込期限
平成 27 年 9 月 19 日（土）必着のこと
2．申込
日本食物繊維学会ホームページより受付致します。
http://jdf.umin.ne.jp/
＊受付は平成 27 年 7 月 1 日より開始予定です。
3．講演要旨作成要領
P. 6 をご参照下さい。
4．その他
１）発表者は本会会員であることが必要です。
２）演題の採否，講演日時等はプログラム委員会にお任せください。
プログラムは学術集会前に届くよう発送の予定です。
３）表彰に関する申し込み方法などの詳細は P. 9 に掲載しております。また，ホームページにも掲載する予
定です。
適宜，ホームページ（http://jdf.umin.ne.jp/）の確認もお願い致します。
5．学術集会全般に関する問い合わせ先
【第 20 回学術集会実行委員会】
〒 399-4498

長野県伊那市西春近 5074

伊那食品工業株式会社
TEL：0265-78-1121

埋橋

祐二 宛

FAX：0265-78-4441

E-mail：uzuhashi@kantenpp.co.jp
6．演題登録，参加登録に関する問い合わせ先
【日本食物繊維学会第 20 回学術集会

参加登録・演題投稿 窓口（運営事務局）】

メディア・プロモーション・サービス（株）内
〒 113-0034

東京都文京区湯島 2-31-15-7F

TEL：03-6826-8105

FAX：03-5840-8129

E-mail：jdf20@m-ps.co.jp
7．入会等に関する問い合わせ
【一般社団法人日本食物繊維学会事務局】
〒 112-0002

東京都文京区小石川 5-24-3

TEL：03-3812-5151

株式会社同文書院気付

FAX：03-3812-8456

E-mail：jdf.office@luminacoids.jp
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一般講演要旨フォーム
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オンライン登録のご案内
学術集会の参加申し込み，講演要旨集（Abstract）の演題投稿は，原則としてインターネットを使って登録し
ていただいております。日本食物繊維学会ホームページ（http://jdf.umin.ne.jp/）にアクセスし，案内に従ってそ
れぞれの登録をお願いいたします。

【学術集会の事前参加登録】
1．申込区分と参加費

事前参加登録

申込区分

当日受付

学術集会

懇親会

学術集会

懇親会

正・賛助・団体会員

4,000 円

6,000 円

5,000 円

7,000 円

学生会員

2,000 円

3,000 円

3,000 円

3,000 円

非 会 員

5,000 円

6,000 円

6,000 円

7,000 円

＊賛助会員は 1 企業につき 1 名のみ，参加費・懇親会費が無料となります。

2．参加費の支払い方法：銀行振込
三菱東京 UFJ 銀行
口座名

本郷支店

店番

351

一般社団法人日本食物繊維学会

普通

0099785

代表理事

奥

恒行

（イッパンシャダンホウジンニホンショクモツセンイガッカイ

ダイヒョウリジ

オク

ツネユキ）

3．参加登録方法【事前参加登録最終期限：平成 27 年 10 月 30 日（金）】

【参加登録】
申込フォームに
必要事項を入力

【登録内容の確認】
参加費・振込口座と情報登録
用 URL が記載されたメールが
届きます。

銀
行
振
込

【参加登録確定】
入金確認のメールが届
きます。参 加 引 換 証
メールをプリントアウト
して当日受付に提示し
てください。

1）参加登録フォームに必要項目を入力します。
2）申し込み後，参加費と振込口座の記載された確認メールが届きます。
3）登録内容に間違いがないかご確認の上，10 日以内に指定口座に振込入金をお願いいたします。（手数料は
各自ご負担ください）
4）運営事務局にて入金を確認後，参加引換証メールを送信いたします。そのメール受信で参加登録が確定と
なります。それをプリントアウトして当日受付にご提示ください。ネームカードとお引換えいたします。
※ 11 月 6 日（金）までに振込手続きを行ってください。これ以降に振込をされた場合，入金確認が間に合わないこ
とがあり，当日受付の料金が適用される場合がありますのでご注意ください。
※入金確認に 1 週間程かかる場合がありますので，ご入金後 10 日経っても入金確認のメールが届かない場合は運営
事務局までご一報ください。
※参加登録者と振込名義人が異なる場合や複数名分をまとめて振り込まれる場合は，事前に運営事務局にご連絡を
お願いいたします。
※振込名義は個人または団体（法人）名でお願い致します。
※当日の受付の際，ネームカードをお渡ししますので，参加引換証を必ずご持参ください。
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【講演要旨集の演題登録】
1．演題登録方法【登録完了期限：平成 27 年 9 月 19 日（土）】

【演題申込】
申込フォームに
必要事項を入力

情報登録用 URL が
記載されたメールが
届きます。

【情報登録（参加登録・
演題投稿）
用ページ】
演題投稿フォームから
演題を登録

演題登録
完了メール

【演題更新】
メールに記載されている情報登録用 URL へ ID, パスワードでログインし更新
1）演題原稿の入稿は，原則としてオンラインによる投稿となります。
2）演題登録申込フォームより，講演区分，氏名，所属機関，メールアドレス等必要事項を入力し，送信します。
3）入力されたメールアドレス宛に，情報登録（参加登録・演題投稿）用ページの URL が記載されたメールが
届きます。
4）演題登録用ページに必要事項を入力し，以下の原稿作成要領に従って，事前に手元 PC で作成されたデー
タファイルをアップロードしてください。（9 月 19 日（土）期限）
5）アップロード完了後，演題登録完了メールが届きます。
6）内容変更による差替えも情報登録ページで，繰り返し行うことができます。
2．原稿作成要領
1）Windows または Macintosh の MS Word で作成してください。
2）原 稿は A4 サイズで 40 文字× 35 行程度とし，2 ページ（A3 サイズで見開き１ページ）に収まるように
仕上げてください。
※ホームページからサンプル原稿，テンプレートをダウンロードできますのでご活用ください。

3）図表を入れる場合は指定の枠内に収まるようにしてください。
4）発表者が複数の場合，講演者の左頭に○印をつけてください。
5）所属は略称を用い，氏名の後に（

）で囲んでください。

3．留意事項
1）一般演題発表者は本学会会員であることが必要です。非会員の方は入会の手続きをお願いします。
ホームページからも入会申込が可能です。
2）演題の採否，講演日時などは，プログラム委員会にご一任ください。
3）原稿ファイルに不備などがあった場合は，確認の連絡をさせていただきますので，その節は宜しくお願い
いたします。

◆お問合わせ◆
演題登録，参加登録に関する問い合わせ先

日本食物繊維学会第 20 回学術集会

参加登録・演題投稿 窓口（運営事務局）

メディア・プロモーション・サービス（株）内
〒 113-0034

東京都文京区湯島 2-31-15-7F

TEL：03-6826-8105 FAX：03-5840-8129
E-mail：jdf20@m-ps.co.jp
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