
参加登録 

本国際会議への参加希望者は、実行委員会宛に以下の全項目を明記して電子メールで送信してく

ださい。メールアドレスは kagami@shinshu-u.ac.jp です。 

電子メールの件名（Subject）は “動物バイオ参加”として下さい。 

① 参加者氏名 

② 所属 

③ 役職（学生・院生の場合はその旨明示） 

④ 懇親会参加の有無 

⑤ メールアドレス 

登録申し込み後、ご登録いただいたメールアドレス宛てに参加登録申し込み内容の受領メールが

届きます。もし受領メールが届かない場合は、再度メールにてご連絡ください。 

  

一般講演（ポスター発表） 

一般講演を希望される方は、上記参加登録のメールに講演要旨を添付し、２０１２年１月１０日

までに送信して下さい。なほ、講演要旨は以下のフォーマットに沿って英文で記載して下さい。

講演要旨は、ＭＳワード版とＰＤＦ版の両方をメールに添付して送付してください。 

① 講演要旨：ＭＳワードにてＡ４版１枚で作成 

② 字体  ：フォント Times 12point 

③ 記載事項：講演題目・氏名・所属・要旨内容 

 

ポスターは２０１２年１月３１日の会議当日の正午までに掲示して下さい。 

ポスター発表用に、幅７０ｃｍ、高さ１００ｃｍ、の掲示スペースを用意します。 

参加費を２０１２年１月１０日まで入金にされない場合は、提出された講演要旨が国際会議講演

要旨集に掲載されませんのでご注意ください。 

 

 

 



参加費 

下記の国際会議の参加費には、特別講演・招待講演・一般講演への参加、Tea Breakへ

の参加、講演要集の提供、が含まれます。 

 

参加項目 学生・院生 社会人 

国際会議 1,000円 2,000円 

懇親会 1,000円 4,000円 

 国際会議と懇親会 1,500円 5,000円 

 

入金方法 

入金は下記の振込先へ送金して下さい（２０１２年１月１０日までにお願いいたします。） 

 

（株）ゆうちょ銀行から振込される場合 

 金融機関 （株）ゆうちょ銀行 

 記号 １１１８０   番号 ２８９７６８８１  

 口座名義 国際動物バイオテクノロジー会議実行委員会 

 

（株）ゆうちょ銀行以外からの振込される場合 

金融機関 （株）ゆうちょ銀行 

店名 一一八（左記読方 イチイチハチ）   

店番 １１８ 

貯金種目 普通預金 

口座番号 ２８９７６８８ 

口座名義 国際動物バイオテクノロジー会議実行委員会 

 

振込手数料は各自ご負担願います。 

一旦納入された参加費は、理由の如何を問わず、一切返金できませんあらかじめご了承ください。 

 



Registration 

How to apply 

Please send e-mail regarding your information to the organizing committee until January 10, 2012 

by e-mail. 

e-mail address:  kagami@shinshu-u.ac.jp 

① Name of participant 

② Affiliation 

③ Position  

④ Attendance to dinner party or not. 

⑤ e-mail address  

Registration will be confirmed with a notice of reception from the organizing committee to be sent by e-mail. 

Paper Presentation 

In case you would present a paper in poster session, please submit the abstract until January 10, 2012. 

Aabstract of one page should be prepared using MS Word; Times 12point, consisted of the title, name, 

affiliation, abstract contents. Together with the MS Word version, please send the same abstract saved as PDF. 

Please send the abstract as attachments in the same mail for registration as described above.    

Registration fee 

Remittance of registration fee should be completed until January 10, 2012. 

Category Student Regular 

Scientific Program JPY 1,000 JPY 2,000 

Dinner Party JPY 1,000 JPY 4,000 

 Scientific Program and 

 Dinner Party 

JPY 1,500 JPY 5,000 

* Scientific Program consists of participation for all sessions; special lecture, plenary session, poster session, 

tea breaks and printed symposium proceedings.    



Bank account information for remittance is as follows: 

 

Bank Name: Japan Post Bank (Yucho Ginko)  

Code Number: 11180 

Account Number: 28976881 

Payee Name: Kokusai Dobutsu Biotechnology Kaigi Jikkou Iinkai  

 

To obtain general information for remittance to an account of Japan Post Bank, please visit to the website of 

the bank: 

http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_djp_index.html 

 

Please be aware that we basically do not refund already paid fee at any reasons 

 


