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謹啓 貴社におかれましては，益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は，日本食品科学工学会の諸事業に格別のご高配を賜り，厚くお礼申しあげます。 

日本食品科学工学会の第65回大会を，平成30年8月22日（水）より24日（金）まで，宮城

県仙台市の東北大学川内北キャンパスで開催する運びとなりました。 仙台での開催は、

東日本大震災の起こりました平成23年の9月以来7年ぶりとなります。 

日本食品科学工学会は，昭和28年に農産加工技術研究会として発足し，その後，昭

和59年に社団法人日本食品工業学会として認可を受け，さらに平成6年には現在の日本

食品科学工学会に名称変更し，公益社団法人として食品科学に関する研究者の研鑚の

場として発展を続けています。 

第65回大会では，特別講演，シンポジウム，一般講演，若手の会，IUFoST-Japanシン

ポジウム等，500題近い講演を予定しております。現在，企業様による展示や懇親会を始

め多くの企画を計画している最中です。  

日本食品科学工学会のさらなる発展を成し遂げるために，本大会におきまして，貴社

のご支援・ご協力を賜りたくお願い申し上げます。本来ならば大会の開催は，参加費等

の自己資金で賄うべきところですが，目的を達成するには会場設営や学会運営に多くの

費用を要し，諸費用の不足が見込まれます。つきましては，厳しい状況の中，甚だ恐縮

ではございますが，本大会の開催の意義と事情をご賢察の上，ご高配賜りますようお願

い申し上げます。 

末筆になりますが，貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

日本食品科学工学会第 65 回大会 

会 頭 池田 郁男 

 東北大学大学院農学研究科 

 

  

御挨拶 



■開催概要 

○名  称  公益社団法人 日本食品科学工学会第65回大会 

○会  期  2018年（平成30年） 8月22日（水）～ 24日（金） 

○会  場  東北大学 川内北キャンパス 

○予定参加者数  1,400名 

○開催計画の概要 ・基調講演 ・受賞講演 ・シンポジウム ・国際交流シンポジウム 

     ・一般講演 ・ランチョンセミナー ・附設展示会  ほか 

 

 

 

日本食品科学工学会第65回大会 実行委員会 

 

大会会頭 池田 郁男 

大会副会頭 藤井 智幸 石田 光晴 

大会顧問 五十嵐喜治 小野 伴忠 加藤 陽治 

 津志田藤二郎 宮澤 陽夫 村本 光二 

 

大会実行委員  

総務 〇 仲川 清隆 

庶務 〇 前多 隼人 永塚 貴弘 

会計 〇 毛利 哲 木村ふみ子 

会場 〇 都築 毅 岩井 邦久 太田 徹 落合 芳博 

  小浜 恵子 折笠 貴寛 金内  誠 鎌田 慶朗 

  工藤 重光 熊谷 昌則 小酒井貴晴 後藤 知子 

  白川 仁 高橋 徹 中井 雄治 長澤 孝志 

  永沼 孝子 畑中 咲子 星 祐二 毛利 哲 

  若生 豊 

プログラム 〇 仲川 清隆 秋山 美展 石川 伸一 小川 智久 

  落合 芳博 木村ふみ子 白川 仁 菅原 悦子 

  西岡 昭博 藤井 智幸 三浦  靖 

シンポジウム 〇 藤井 智幸 仲川 清隆 落合 芳博 

受付 〇 三浦 靖 井上 奈穂 木村ふみ子 津志田藤二郎 

  駒井三千夫 永沼 孝子 

授賞式・特別講演 〇 石田 光晴 西川 正純 

休憩室・クローク 〇 石川大太郎 木村ふみ子 

懇親会 〇 永塚 貴弘 石川 伸一 毛利  哲 

ミキサー 〇 永塚 貴弘 井上 奈穂 前多 隼人 

ランチョンセミナー 〇 毛利 哲 折笠 貴寛 

若手の会 〇 永塚 貴弘 井上 奈穂 前多 隼人 

 

 

 

 



【ランチョンセミナー 募集要項】 

 

 （1）目的 企業の新製品、活動（貴社の寄付金による社会活動など）を発表 

 

 （2）開催日程 2018年 8月23日（木）、24日（金）の 2日間。※大会1日目にランチョンセミナーはございません。 

 

 （3）開催時間 大会の昼食時間 45分 

  1日 3社から 6社程度の並行開催になります。  

 

 （4）会場 大会講演会場を利用 

 

 （5）講演形式 1セミナー 50分以内。質疑応答時間も含みます。 液晶プロジェクターのみ使用。 

  日本食品科学工学会と貴社との共催といたします。 

 

 （6）共催費 1セミナー 250,000円（消費税別）。※附設展示会とのセットプランは附設展示会募集要項をご覧ください。 

●お申込み後（E-mail、FAX等による申込受理後）は、原則取り消しはできません。したがって共催費の返金や未入金

は認められませんのでご了承の上、お申込みください。 

●ランチョンセミナー共催者には、大会参加証および講演集を進呈いたします。また、大会ホームページおよび講演

集に共催者名を掲載いたします。 

●共催費に含まれるもの 

1） セミナー会場使用料 

2） 基本機材・設備使用料（液晶プロジェクター、スクリーン、音響機材、レーザーポインター） 

3） 備品：卓上ライト、進行用備品（ベル、ストップウォッチ）資料及び弁当配布テーブル等 

4） 共催者サポートとして、大会側のスタッフを2名配置します。お弁当配布や照明係、進行係として必要に応じ

お手伝いいたします。 

5） 共催費には、お弁当 100食分（1,000円：税別/1食・パックお茶付）の費用を含みます。お弁当は事務局にて

手配いたします。 

※控室につきまして、必要な場合は運営事務局までご相談ください。ご用意できない場合はご了承ください。 

●共催費に含まれないもの 

1） 接遇関係費：講師、座長の交通費（渡航費用含む）謝金、宿泊費など。 

2） 看板類：会場前看板、氏名掲示 

3） 控室飲食物、控室使用機材など 

  ●ご講演は、貴社にてパソコンをご持参し、液晶プロジェクターの接続・投影確認をお願いいたします。 

 

 （7）発表にあたりお願いとご注意 

  ●単なる製品説明ではなく、背景となる原理・理論の解説や役立つ応用例の紹介など、魅力ある新製品・新技術の解

説講演になるよう工夫をこらしていただけると幸いです。 

 ●製品説明以外にも貴社の様々な活動（補助金や寄付金による社会活動など）の発表でも結構です。講演依頼される

場合は貴社にて行って頂きます。  

  ●司会進行は貴社で行って頂きます。 

●会場までのお弁当配布と回収は大会側で行います。 

●お申込み後に、請求書を発行いたします。お振込み期限は 2018年 7月20日（予定）です。 



 ●本ランチョンセミナーと関連し、より具体的な個別の説明の場として、「附設展示会」のご活用も併せてご検討くださ

い。ランチョンセミナーセットのお得なセット料金でお申込みいただけます。 

 

 （8）申込期日・申込方法 

●申込期日：2018年 6月20日 

  ※募集枠が埋まった場合、締切日以前であっても募集を終了いたします。 

  ●申込方法：ランチョンセミナー申込書に必要事項をご記入の上、申込先へ E-mailまたはFAXにてご送信ください。

お申込みの際必ず、連絡先のE-mailアドレスをご記入くださいますようお願いいたします。 

 ◆ ランチョンセミナーお問合せ・申込先： 株式会社エー・イー企画 展示会事業部 長瀬 

  専用E-mail. e_65jsfst@aeplan.co.jp 

 

 ◆ その他 資料 

  前大会（2017年 第64回大会）共催者 ： 9セミナー 

  アジレント・テクノロジー㈱（2セミナー） 

  エーエムアール㈱ 

  （公財）かずさDNA研究所・生体物質解析センター 

  サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱ 

  サイエックス 

  三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 

  ㈱島津製作所 

  ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 

 

  前々大会（2016年 第63回大会）共催者 ： 10セミナー 

  アジレント・テクノロジー㈱（2セミナー） 

  エーエムアール㈱ 

  大里研究所 

  （公財）かずさDNA研究所・生体物質解析センター 

  グリコ栄養食品㈱ 

  サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱ 

  ㈱サラダコスモ 

  ㈱島津製作所 

  ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 

 

  ※50音順。敬称略 

 

 

 

 

 

  



【附設展示会 募集要項】 
 

●展示会期 2018年 8月 22日（水） 13：00～17：00 （予定） 

   23日（木） 9：30 ～17：00 （予定） 

   24日（金） 9：30 ～15：00 （予定） 

 

●展示会場 東北大学 川内北キャンパス （〒980-8576 仙台市青葉区川内41） 
 ※展示会場の設営場所は未定です。 

 
●搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬 入･･･ 2018年 8月 21日（火）  14:00 ～ 17：00 
  搬 出･･･ 2018年 8月 24日（金） 搬出開始時間未定 
 
●申込締切日 2018年 6月20日 ※小間数に制限がありますので、お早めにお申込みください。 
  ※満小間になり次第締め切らせていただきます。 
 

●出展料金・小間タイプ 募集小間数 ：  ２５小間  ※満小間になり次第締切となります。 
 

 

 

◆ Aタイプ ￥１６０，０００（消費税別） ◎ 展示小間 1小間 
 
※ 募集対象：機器・試薬や受託、検査 等の企業、団体 

 

● 小間サイズ： 幅2,000×奥行1,000×高さ2,100mm 

● 展示小間セット内容 ： 社名板（1社1枚、パラペットに貼付）、蛍光灯（FL40W）、 

イス1脚、展示台 （幅1,800×奥行900×高さ700mm。台上は布で覆い覆います） 

 

※基礎小間製作仕様は、システムパネルとなります。 

壁面への画鋲や釘類でのパネル・ポスター等の貼付はできません。 

壁面に穴を開けた場合、壁面の材料を買い取りとなります。ご了承ください 
 

※Ａタイプ出展の場合、大会参加証1枚および講演集1冊を進呈いたします。 

また、大会ホームページおよび講演集などに社名を掲載いたします。 

 

 

 

 

 

◆ LSセット ￥３６０，０００（消費税別）   ◎ 展示小間 1小間（16） ＋ ランチョンセミナー 1枠（20） 
 
ランチョンセミナーと展示のセット申込みの場合は、LSセットでお申込みください。 
※ＬＳセットお申込みの場合、大会参加証1枚および講演集1冊を進呈いたします。また、大会ホームページおよび講演集などに社名を

掲載いたします。 
※LSセットで展示小間を 2小間以上ご希望の場合は、LSセットの1小間とは別に申込書の追加小間数欄に追加数をご記入の上お申込みください。

（追加小間はAタイプ出展料金となります） 

 

 

◆ Cタイプ ￥８０，０００（消費税別） ◎ 展示小間 1小間  ●小間タイプは、Aタイプ同様 

 
※  募集対象は、食品・飲料等のメーカー及びアカデミック（大学、国公立研究機関等）関係を対象としています。 

但し、ランチョンセミナーにお申込みの場合は、上記 「LSセット」でお申込みとなりますことご了承ください。 

 

※Ｃタイプ出展の場合、大会参加証1枚および講演集1冊を進呈いたします。また、大会ホームページおよび講演集などに社名を掲載い

たします。 

 

 

Bタイプ ￥２０，０００（消費税別） 

 
募集対象 - 出版社・書店・翻訳サービス等のみ。 

 
Bタイプ セット内容：展示台 1台（幅1,800×奥行900×高さ700mm。布はご用意ください）、イス1脚 

※Ｂタイプ出展の場合、講演集を1冊進呈いたします。 

 
 

※どのタイプでも、電力をご利用の場合は、別途お申込みが必要です。 

－ Aタイプ 基礎小間イメージ 

－ Bタイプ イメージ － 



  
※電力をご利用の場合は、別途お申込みが必要です。 
 
大学の電源を利用する予定ですが、電気工事を別途行うため以下の工事費を含む電源仮設工事費が出展者
のご負担となります。ご了承の上お申込みください。 
 
電力（100V）を使用の場合は、電源仮設工事費（消費電力料金を含む）は出展者の負担になります。料金は以下のとおりです。 

  500Wまで 20,000円（消費税別） 

 501W以上 1KWまで 25,000円（消費税別） 

コンセントは、1KWごとに1個（2口）付属いたします。 また、コンセント数の増設や要アースの場合などは、別途費用がかかります。 

※1KW以上使用の場合は、1KW増すごとに 10,000円（消費税別）を加算させていただきます。 

※200Vのお申込みはお受けできません。ご了承ください。 

 

 
 
●申込方法 規定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

※出品申込書の提出後は、大会事務局が不可抗力と認めた事故以外は取り消しできません。また取り消し
を認めた場合には、出品の取り消しする旨を書面にてお送りいただき、受領した日を基準として出展料金
をお支払いただきます。 

 

解約料金 

6月20日迄に受領した場合･････請求額（出展料金＋消費税を含ん

だ金額）の50%の金額をお支払いいただきます。 

6月21日以降に受領した場合･･･請求額（出展料金＋消費税を含ん

だ金額）の全額をお支払いいただきます。 

 
●申込先 株式会社 エー・イー企画 展示会事業部 担当 ： 長瀬 仁 
  〒101-0003東京都千代田区一ツ橋2-4-4岩波書店一ツ橋別館4F 

  TEL.03-3230-2744(代表) /FAX.03-3230-2479/E-mail：e_65jsfst@aeplan.co.jp 
 
●小間の割当て 申込受付後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮の上、出展者にご通知申し上げます。出展者

説明会は行いませんのでご了承ください。 
 
 
●出品物の管理 各出品物の管理は出展者が責任をもつものとし、展示期間中の出品物の盗難・火災・損傷など、不可抗

力による出品物の損害に対して、補償などの責任は一切負いませんのでご了承ください。 

 

◆ その他 資料 

  前大会（2017年 第64回大会） 展示会 出展者 － － － － － － － － － － － － － －－ － － － － － － －

アドバンス理工㈱ 

アルファ・モス・ジャパン㈱／アナリティク

センス㈱ 

伊藤忠製糖㈱ 

茨城県中性子ビームライン 

INTEGRA Biosciences AG 

インフォコム㈱ 

㈱ウイスマー 

宇宙航空研究開発機構 

英弘精機㈱ 

エーエムアール㈱ 

かずさDNA研究所 

サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱ 

三洋貿易㈱ 

ジーエルサイエンス㈱ 

㈱島津製作所 

SPring-8／公益財団法人 高輝度光科

学研究センター 

タマゴ科学研究会 

DKSHジャパン㈱ 

㈱テクノスルガ・ラボ 

一般社団法人 農山漁村文化協会 

㈱パーカーコーポレーション 

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

㈱ 

㈱山電 

LECOジャパン（同） 

 

  前々大会（2016年 第63回大会） 展示会 出展者 － － － － － － － － － － － － － －－ － － － － － － －

アルファ・モス・ジャパン㈱／アナリティク

センス㈱ 

伊藤忠製糖㈱ 

茨城県中性子ビームライン 

インフォコム㈱ 

㈱ウイスマー 

英弘精機㈱ 

エーエムアール㈱ 

㈱エスケーエレクトロニクス 

英文校正エナゴ／論文翻訳ユレイタス 

㈱エリカ オプチカル 

大里研究所 

（公財）かずさDNA研究所 

グリコ栄養食品㈱ 

㈱クロマニックテクノロジーズ 

サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱ 

三洋貿易㈱ 

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社 

㈱島津製作所 

ジャパンハイテック㈱ 

㈱住化分析センター 

㈱テクノスルガ・ラボ 

日本電波工業㈱ 

㈱パーカーコーポレーション 

浜松ホトニクス㈱ 

㈱日立製作所 

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

㈱ 

ブルカー・オプティクス㈱ 

ブルカー・バイオスピン㈱ 

包装食品技術協会 

㈱明治 

㈱山電 

LECOジャパン合同会社 

 

 



申込先：㈱エー・イー企画 FAX. 03-3230-2479 / TEL. 03-3230-2744 / E-mail. e_65jsfst@aeplan.co.jp 
 

日本食品科学工学会第65回大会・展示会 申込書 
年     月     日 

下記の通り申込みいたします。 
 

申込社 JPN   

 ENG   

代表責任者 氏名   

 所属   

申込担当者 氏名   

 所属   

 E-mail. 
お申込み後に受理報告いたします。 

必ずご記入ください。  

 所在地 〒  

  住所  

  TEL. FAX. 

ホームページURL.  

 

◆お申込み ※LSセットをお申込み場合は必ず「ランチョンセミナー申込書」もお送りください。 
 ※表記金額は消費税を含んでおりません 

お申込みタイプ セット料金 追加項目をご記入ください 追加小間数 小間数合計 追加金額 合計 

例）☑ LSセット \ 360,000 展示小間 1小間 2小間 160,000 円 520,000  円 

□ Aタイプ \ 160,000  
小間 小間 円 円 

□ Bタイプ \ 20,000  
小間 小間 円 円 

□ Cタイプ \ 80,000  
小間 小間 円 円 

□ LSセット \ 360,000  
小間 小間 円 円 

※Bタイプは、出版社、書店、翻訳サービスのみお申込みとなります。 ※Cタイプでランチョンセミナーをお申込みの場合はLSセットでのお申込みとなりますことご了ください。 

● 電力を使用される場合は別途費用となります。以下の電源仮設お申込みの欄にご記入の上お申込みください。 
 

電源仮設お申込み 

使用電力： 申込容量 

100V ：      W 

料金： 

 
●搬入出の予定 ※ 一括搬入計画にご協力ください。 

□ 自社車両（ワゴン、1BOX車など） □ 富島海運（事務局推奨） □宅配便（ヤマト、佐川急便などのルート便） 

□ 自社手配の運送会社（富島海運、宅配便以外のチャーター、ルート便） □ その他（未定） 
 

 

通 信 欄 

 
出品物に重量物がある場合や、

その他相談事をご記入下さい。 

 

 

事務局欄 受理： 

 

送信： 請求： 小間No： 

 

必 須  

出展内容をご記入下さい。

講演集に掲載します 

電力（100V）を使用の場合は、電源仮設工事費（消費電力料金を含む）は出展者の負担になります。 

料金は以下のとおりです。 

 500Wまで 20,000円（消費税別） 

501W以上 1KWまで 25,000円（消費税別） 

コンセントは、1KWごとに1個（2口）付属いたします。 また、コンセント数の増設や要アースの場合など

は、別途費用がかかります。 

※1KW以上使用の場合は、1KW増すごとに 10,000円（消費税別）を加算させていただきます。 

※200V（単相・三相）のお申込みはお受けできません。ご了承ください。 



日本食品科学工学会第65回大会 

ランチョンセミナー共催申込書 
 

 年       月       日 

 

●セットプランでお申込みの場合には該当セットにチェックしてください。     □ LSセット 

 

 

◆発表希望日 第１希望日： 8月     日    第２希望日： 8月     日 

 

 

※発表日の希望は、原則申込順といたしますが、最終決定は大会実行委員会にて決定いたしますこと

をご了承ください。 

 

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は原稿 締切日までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 
和文  

英文  

所在地 
（〒                  ） 

 

住所 

 

 

TEL（代表）  

ご担当者 

氏名 
TEL. 

所属部課 
FAX. 

E-mail 
※必須：お申込み後は 

E-mailでのご案内がございます。 


