第7回国際フードファクター会議

The 7th International Conference on Food Factors (ICoFF2019)

第12回国際機能性食品学会

The 12th International Conference and Exhbition on
Nutraceuticals and Functional Foods(ISNFF2019)

第9回ポリフェノールと健康国際会議

ICoFF2019

ISNFF2019

ICPH2019

ICoFFが1995年に発足し
JSoFF(日本フードファクター学会）
を中心として4年に1回開催。
日本発の世界的な
「機能性食品因子」研究に関わる
国際学術集会です。

機能性食品や栄養補助食品・
自然健康食品等に関する
産学官の連携を促進するための
国際フォーラムを開催。
様々な専門機関同士の
コミュニケーションを
促進しています。

2003年より2年ごとに開催。
本来はヨーロッパとその他の
地域での交互開催が原則ですが、
ICoFFと連続開催することで
世界中のポリフェノール関係者
を集めることを目的として
います。

The 9th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2019)
●ICoFF2019 一般演題カテゴリー

◎会期

●ICoFF2019 / ISNFF2019
●ICPH2019

2019年12月1日
（日）〜12月5日(木）
2019年11月28日
（木）〜12月1日(日）

◎会場

神戸国際会議場／神戸国際展示場／神戸ポートピアホテル

◎展示会場

神戸国際会議場３階レセプションホール（予定）

◎参加予定者数 ●ICoFF2019 / ISNFF2019
●ICPH2019

◎参加予定国

◎後援（予定）

海外500名 国内1,000名
海外500名 国内1,000名

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、
チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、イスラエル、イタリア、日本、
マケドニア、マレーシア、モンゴル、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
韓国、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、スペイン、スイス、台湾、タイ、トルコ、
イギリス、アメリカ 等

フードサイエンス・フォーラム(FSF)、日本味と匂学会、日本アミノ酸学会、
日本栄養改善学会、日本栄養・食糧学会、日本カテキン学会、日本がん予防学会、
日本機能性食品医用学会、日本香辛料研究会、日本酸化ストレス学会、
日本時間生物学会、日本生薬学会、日本食品科学工学会、日本食品免疫学会、
日本スポーツ栄養学会、日本生化学会、日本生物工学会、日本調理科学会、
日本糖尿病学会、日本農芸化学会、日本ビタミン学会、
日本ビフィズス菌センター（腸内細菌学会）、日本肥満学会、日本フードファクター学会、
日本分子生物学会、日本ペプチド学会、日本ポリフェノール学会、日本薬学会、
日本薬理学会、日本臨床栄養学会、日本レチノイド研究会、
Royal Society of Chemistry、和漢医薬学会

A)Sources and Products（原料と製品）
1. Fermented Foods and Beverages（発酵食品と飲料）
2. Fruits and Vegetables（果実類と野菜類）
3. Herbs and Spices（ハーブ＆スパイス）
4. Japanese Diet（日本のダイエット）
5. Marine Products （海産物）
6. Soy and Legumes（大豆と豆類）
7. Tea, Coffee and Cocoa（お茶、コーヒー、カカオ）
8. Others（その他）

B) Food Factors（食品因子）
1. Amino Acids（アミノ酸）
2. Carbohydrates（炭水化物）
3. Carotenoids（カロテノイド）
4. Lipids（脂質）
5. Minerals（ミネラル）
6. Peptides and Proteins(ペプチドと蛋白質)
7. Polyphenols and Antioxidants（ポリフェノールと抗酸化物質）
8. Probiotics and Prebiotics（プロバイオティクスとプリバイオティクス）
9. Sulfur Compounds（含硫化合物）
10. Vitamins（ビタミン）
11. Others（その他）

C) Functions and Mechanisms（機能性と作用機序）
1. Allergy and Immune Modulation（アレルギーと免疫調節）
2. Anti-inflammation（抗炎症作用）
3. Autophagy（オートファジー）
4. Bioavailability and Metabolism（生体利用性と代謝）
5. Bone Health（骨の健康）
6. Brain Health（脳の健康）
7. Cancer Chemoprevention（がんの化学予防）
8. Cardiovascular Health（心血管系の健康）
9. Chronobiology（時間生物学）
10. Exercise and Skeletal Muscle Health（運動と骨格筋の健康）
11. Exosome and microRNA（エクソソームとマイクロRNA）
12. Gastrointestinal Health and Diseases（胃腸の健康と疾患）
13. Metabolic Syndrome, Obesity and Diabetes（メタボリックシンドローム、肥満と糖尿病）
14. Molecular Targets of Food Factors（食品因子の分子標的）
15. Nutritional Regulation of Epigenetics（栄養によるエピジェネティック調節）
16. Protein Modification by Food Factors（食品因子によるタンパク質修飾）
17. Redox Regulation（レドックス調節）
18. Skin Health（皮膚の健康）
19. Others（その他）

D) Others
1. Analytical Methods and Omics Technologies（分析法と有用性）
2. Animal Cell Technology（動物細胞工学）
3. Biomarkers（バイオマーカー）
4. Epidemiology（疫学）
5. Food Hygienics（食品衛生）
6. Food Processing（食品加工）
7. R&D of Functional Foods and Nutraceuticals（機能性食品とニュートラシューティカルの研究開発）
8. Taste and Olfaction（味覚と嗅覚）
9. Others（その他）

●ICPH2019

一般演題カテゴリー

1.
2.
3.
4.
5.

詳細は大会HPに掲載いたします。最新情報は下記HPでご確認ください。
ICoFF2019/ISNFF2019 http://icoﬀ2019.umin.jp/
ICPH2019 http://icph2019.umin.jp/

Bioavailability and Metabolism（生体利用性と代謝）
Biomarkers: Analytical Methods, Usability and Omics（バイオマーカー：分析法とオミクス）
Molecular Targets（分子標的）
Target Tissues, Brain-gut-axis and Microflora（標的組織、脳腸相関、腸内細菌）
Disease Prevention: Aging, Metabolic Syndrome, Obesity, Diabetes, Cardiovascular Disease,
Cancer, Muscle Atrophy, Locomotive Syndrome, Cognitive Disorder, etc.
（疾病予防：老化、メタボリックシンドローム、肥満、糖尿病、心血管疾患、がん、筋委縮、ロコモティブシンドローム、認知障害）
6. Health Promotion, Intervention and Human Studies（健康増進、
7. Polyphenols in Foods and Drinks（食品及びお酒におけるポリフェノール）
8. Others（その他）

➡展示募集要項については裏面をご覧ください。

●組織委員会

●展示募集要項

合同組織委員長・会頭（ICoFF、ICPH）芦田 均 神戸大学
会頭（ICPH） 下位 香代子 静岡県立大学
会頭（ISNFF） 佐藤 健司 京都大学
副会頭（ICoFF） 関 泰一郎 日本大学
副会頭（ICoFF） 村上 明 兵庫県立大学
副会頭（ICPH）、財務委員長（ICoFF） 上原 万里子 東京農業大学
副会頭（ICPH）、募金副委員長（ICoFF） 越阪部 奈緒美 芝浦工業大学
副会頭（ICPH）、事務局長（ICoFF） 中村 宜督 岡山大学
事務局長（ICPH）、財務副委員長（ICoFF） 室田 佳恵子 島根大学

●展示会会場（予定） 神戸国際会議場 3階レセプションホール
●展示会日程（予定） ※設営・搬出入・撤去時間は変更する場合がございます。

日時

国内顧問

設営

14：00～17：00

搬入

11/29（金）

9：00～17：00

展示

ー

11/30（土）

9：00～17：00

展示

9：00～12：00

ー

展示

ー

12：00～17：00

搬出

設営・搬入※

12/2（月）

9：00～17：30

ー

展示

12/3（火）

9：00～17：30

ー

展示

9：00～15：30

ー

展示

12/1（日）

12/4（水）

15：30～21：00

12/5（木）

ICoFF2019/ISNF2019
ー

撤去・搬出

ー

ー

●展示料金（企業展示）

福渡 努 (滋賀県立大学)
藤村 由紀 (九州大学)
細川 雅史 (北海道大学)
細野 朗 (日本大学)
細野 崇 (日本大学)
増田 修一 (静岡県立大学)
三坂 巧 (東京大学)
三谷 塁一 (信州大学)
三好 規之 (静岡県立大学)
向井 理恵 (徳島大学)
森光 康次郎 (お茶の水女子大学)
森山 達哉 (近畿大学)
保田 倫子 (椙山女学園大学)
矢部 富雄 (岐阜大学)
山崎 英恵 (龍谷大学)
山崎 正夫 (宮崎大学)
山地 亮一 (大阪府立大学)
山下 陽子 (神戸大学)
吉田 博 (東京慈恵会医科大学)
若木（上田） 学 (農研機構・食品総合研究所)

島村 忠勝 元昭和大学
下村 吉治 名古屋大学
清水 誠 東京農業大学、元東京大学
津志田 藤二郎 宮城大学
寺尾 純二 甲南女子大学、元徳島大学（第 3 回 ICPH 会頭）
中谷 延二 元大阪市立大学
中山 勉 東京農業大学、元静岡県立大学
原博
北海道大学
宮澤 陽夫 東北大学未来科学技術共同研究センター
宮下 和夫 北海道大学（ISNFF 次期会長）
三輪 操 人間総合科学大学、元東京農業大学
矢澤 一良 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構
山田 静男 静岡県立大学薬食研究推進センター
吉川 敏一 （公財）ルイ・パストゥール医学研究センター、元京都府立医科大学（第 4 回 ICoFF 会頭）
渡邊 昌 （公社）生命科学振興会、元東京農業大学
和田 昭盛
神戸薬科大学

ー

小間料金 250,000円（税込）/小間
※展示期間は下記より選択できます。 出展料は一律です。
①ICPHのみ（11月28日〜12月1日） ②ICoFF2019/ISNFF2019のみ（12月1日〜12月4日）
③全日程（11月28日〜12月4日）
申込締切日：2019年9月30日
（月） ※申込後のお取消しはできませんので予めご留意ください。
申込方法：オンラインによる受付となります。
ホームページよりお申込みください。
【http://icof2019.umin.jp】

パラペット 裏に40W蛍光灯

●小間仕様
社名板

バックパネル
（ベニヤパネル 加工紙表装）
2,400mm

米谷 俊 (近畿大学)
近藤 春美 (日本大学)
近藤（比江森） 美樹 (徳島文理大学)
坂尾 こず枝 (鹿児島大学)
榊原 啓之 (宮崎大学)
薩 秀夫 (前橋工科大学)
茶山 和敏 (静岡大学)
重村 泰毅 (東京家政大学)
庄司 俊彦 (農研機構・果樹研究所)
白井 康仁 (神戸大学)
高杉 美佳子 (九州産業大学)
高橋 信之 (東京農業大学)
立花 宏文 (九州大学)
津田 孝範 (中部大学)
都築 毅 (東北大学)
東泉 裕子 (国立健康・栄養研究所)
豊國 伸哉 (名古屋大学)
中村 俊之 (岡山大学)
成川 真隆 (東京大学)
原田 直樹 (大阪府立大学)
平井 静 (千葉大学)
福田 伊津子 (神戸大学)

阿部 啓子 東京大学
荒井 綜一 東京農業大学総合研究所、元東京大学（第 3 回 ICoFF 会頭）
有賀 豊彦 元日本大学
板倉 弘重 （医社）品川イーストワンメディカルクリニック、元茨城キリスト教大学
稲熊 隆博 帝塚山大学
宇都宮 一典 東京慈恵会医科大学
大澤 俊彦 愛知学院大学、元名古屋大学（第 1 回 ICoFF 会頭）
大東 肇
元京都大学（第 2 回 ICoFF 会頭）
金沢 和樹 吉備国際大学、元神戸大学
上野川 修一
元東京大学
久保田 紀久枝
東京農業大学、元お茶の水女子大学
近藤 和雄
東洋大学、元お茶の水女子大学
酒井 敏行
京都府立医科大学
佐藤 隆一郎
東京大学
重岡 成
近畿大学

09：00～14：00

出品台：布 張
天：白布 / 腰 青系布

900mm

1,800mm

ソデパネル

赤川 貢 (大阪府立大学)
新井 博文 (北見工業大学)
生城 真一 (富山県立大学)
石井 剛志 (神戸学院大学)
石坂 朱里 (兵庫県立大学)
伊東 秀之 (岡山県立大学)
伊藤 美紀子 (兵庫県立大学)
井上 順 (東京農業大学)
井上 博文 (東京農業大学)
海野 知紀 (東京家政学院大学)
加治屋 勝子 (鹿児島大学)
片山 茂 (信州大学)
勝間田 真一 (東京農業大学)
加藤 陽二 (兵庫県立大学)
河合 慶親 (徳島大学)
菊崎 泰枝 (奈良女子大学)
岸本 良美 (お茶の水女子大学)
熊谷 日登美 (日本大学)
侯 徳興 (鹿児島大学)
後藤 剛 (京都大学)
小林 彰子 (東京大学)
小堀 真珠子 (農研機構・食品総合研究所)

ICPH2019

11/28（木）

募金委員長 内藤 裕二 京都府立医科大学
募金副委員長 菅原 達也 京都大学
募金委員 川畑 球一 甲南女子大学
募金委員 熊沢 茂則 静岡県立大学
募金委員 榊原 陽一 宮崎大学
募金委員 仲川 清隆 東北大学
企業委員 相澤 宏一 カゴメ株式会社
企業委員 小野 佳子 サントリーウェルネス株式会社
企業委員 夏目 みどり 株式会社明治
企業委員 物井 則行 ライオン株式会社
企業委員 山本 憲朗 ハウスウェルネスフーズ株式会社
国内組織委員

時間

・小間サイズ（W1,800×D900×H2,400ｍｍ）
（木製パネルを利用）
・蛍光灯（40ｗ相当）
・社名板
・展示台（W1800×D900×H750 ｍｍ）
（白布と腰布が付属します）
・パイプイス
※電力をご使用の場合、別途料金が発生いたします。

各種スポンサー／ランチョンセミナー
広告掲載／コングレスバッグ／USB／
ネームホルダー・ストラップ
などの協賛募集も行っております。
詳細はHPをご覧ください。

●お申込み・お問い合わせ先
ICoFF2019/ISNFF2019/ICPH2019 展示会事務局（株式会社エー・イー企画内）
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 一ツ橋別館4階
TEL：03-3230-2744 FAX：03-3230-2479 MAIL：<icoff-icph2019ex@aeplan.co.jp

