
会議・発表に関する備考 (Notice)

• 会場にて受付をお済ませください。受付時間: 12:15-17:35 (16日), 9:00-11:50, 13:05-17:30 (17日), 9:00-11:00 (18日). 17日

のお昼に KKRホテル熱海レストランをご予約の方、及び懇親会のみにご参加の方は受付時に費用をお支払いください。

Please register at the conference when you arrive. Registration time: 12:15-17:35 (March 16), 9:00-11:50, 13:05-17:30 (March

17), and 9:00-11:00 (March 18). Persons (excepting invited persons) who reserve a lunch on March 17 and/or participate only

symposium/conference dinner may pay their fee during registration.

• KKRホテル熱海のチェックイン時間は 15:00からです。

Check-in at the KKR Hotel Atami is available from 15:00.

• 18日の 10:00までに各部屋毎にチェックアウト願います。お支払いは各部屋毎にお願いします (領収書は各自にお渡ししま

す)。

Please check-out the KKR Hotel Atami until 10:00 a.m., March 18. You need to pay the Hotel fee together with your room share

persons at once (receipt will be issued for each person). Invited persons also need to check-out without their fee.

• 宿泊、懇親会、お昼のキャンセルは、それぞれキャンセル料を頂戴致します。

Canceling fee will be charged if you cancel to stay the KKR Hotel Atami and/or symposium/conference dinners.

• 公開シンポジウム、口頭発表、ポスター発表は全て 3F会議場ラヴィで行います。

All presentations will be held in the 3F room: Ravi (ラヴィ).

• 口頭発表はプロジェクターでの発表となりますので、各自 PCを持参するか、演壇に設置しているWindows (MS PowerPoint)

を使用してください (注：Mac/Linuxはありません)。

You may bring your PC for oral presentation or you can use a Windows PC available on-site (there is no Mac nor Linux PCs).

• プロジェクターの入力端子は、D-sub 15ピン及び HDMIだけです。その他は変換器をご持参ください。

Only D-sub 15 and HDMI connections are available for your presentation.

• 演壇の PCを使用する場合は、セッション開始前までにメディア等でデータをご持参ください。

If you use the Windows PC available on-site then please transfer your presentation data before your session.

• OHP等他の形式の機材はございません。

There is no other presentation method such as OHP.

• 講演時間 (presentation time including Q & A)

公開シンポジウム (Open symposium): 30 minutes. (50 min. for Miyawaki).

招待講演 (Invited talks): 1 hour. 招待講演者の紹介は入れ替え含めて 5分以内でお願いします。

班会議口頭発表 (Oral presentation): 20 minutes.

• 講演言語 (Presentation Language)

公開シンポジウム (Open symposium, March 16): Japanese. スライド・講演共に日本語でお願いします。

班会議 (Oral, invited, and poster presentations, March 17-18): English. スライド・講演・ポスターは原則英語でお願いし

ます (理由があれば日本語可)。

• ポスターは 3月 17日 7:00から会議場 (ラヴィ)に掲示出来ますので 16:10までにご提示ください。ポスターボードのサイ

ズは縦 210cm x横 90cmです。3月 18日の 12:00までに各自ポスターを撤去願います。それ以降掲示されているものは処

分致します。ポスターは各自の番号 (P01∼P21)があるボードに掲示ください。

Please put your poster on the board (consisting of 210 cm by 90 cm) where your poster No. on it starting from 7:00 a.m. and

before 16:10, March 17. Please remove your poster before 12:00, March 18.

• 　ポスター番号は各自会議 HP又は下記 URLをご確認ください：http://www.riken.jp/brict/RBio/RBioM15Poster.html

Your poster No. is listed on the URL: http://www.riken.jp/brict/RBio/RBioM15Poster.html


