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2015 環太平洋国際化学会議
(PACIFICHEM 2015)
－早期参加登録開始と旅⾏申込みについて－
2015 環太平洋国際化学会議 実⾏委員会

主催： ⽇本化学会，アメリカ化学会，カナダ化学会，オーストラリア化学会，ニュージーランド化学会，
韓国化学会， 中国化学会
会期： 平成 27 年 （2015 年）12 ⽉ 15 ⽇ (⽕)〜20 ⽇ (⽇)
場所： ⽶国ハワイ州ホノルル市
会場： Hawai’i Convention Center, Hilton Hawaiian Village, Sheraton Waikiki, ハワイアンコンベンショ
ンセンター及びシェラトンワイキキ，ヒルトンハワイアンビレッジ，他ワイキキ周辺ホテル
PACIFICHEM 2015 では 18,000 件を超える講演申込を受領しました。皆様のご協⼒に厚く御礼申し上げます。
この件数は前回 2010 年開催時の 32%増となり過去最⼤数です。シンポジウムは 334 件 (半⽇セッション数
1,080、イブニングセッション数 104) となり、こちらも過去最⼤となります。
参加登録開始について
講演者の皆様には過⽇、採択通知ならびに講演場所／⽇時のご連絡をメールにてお送りしました。⽇
本における早期参加登録は 7 ⽉ 25 ⽇に開始されます。
御講演者の⽅は講演の種別 (⼝頭講演もしくはポスター発表) を問わず、ご⾃⾝で参加登録⼿続きを
⾏って頂く必要があります。講演依頼を受けた招待講演者の⽅にも、ご⾃⾝での参加登録をお願いし
ております。ご理解とご協⼒のほどよろしくお願い致します。
なお早期参加登録は 10 ⽉ 15 ⽇ (⽶国東部標準時) に締切り、その後は登録料が増額されます。事情
によらず延⻑は認められません。ぜひ早めの参加登録⼿続きお願いします。
【早期参加登録受付期間】7 ⽉ 25 ⽇ (⾦)〜10 ⽉ 15 ⽇ (⽊) 23:59 (⽶国東部標準時)
(※⽇本時間では 10 ⽉ 16 ⽇ 12 時 59 分を予定。これ以降は登録料⾦が 100USD 増額となります。)
⇒早期参加登録，旅⾏とも下記の公式旅⾏代理店を通じてお申込み下さい。
1) 参加登録費

早期参加登録費（10/15 まで)
会 員
⾮会員
学 ⽣
同伴者

￥90,000
¥110,000
¥30,000
¥10,000

当⽇（ドル建のみ）
(10/16 以降はコングレスサイトでのみ受付)
＄825
＄950
＄250
＄ 80

2) Official Participating Organizations; OPO 後援団体の会員の皆様へ
下記の後援団体の会員は上記会員価格でご登録いただけます。
ﾌﾗｰﾚﾝ･ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ･ｸﾞﾗﾌｪﾝ学会

⼀般社団法⼈

表⾯技術協会

公益社団法⼈

⽇本薬学会

⼀般社団法⼈ 化学情報協会

光化学協会

⼀般社団法⼈ ⾊材協会

公益社団法⼈

応⽤物理学会

紙パルプ技術協会

⼀般社団法⼈ 触媒学会

公益社団法⼈

化学⼯学会

社団法⼈ ⽕薬学会

⼀般社団法⼈ 繊維学会

公益社団法⼈

⾼分⼦学会

社団法⼈ 環境科学会

⼀般社団法⼈ ⽇本エネルギー学会

公益社団法⼈

⽯油学会

社団法⼈ ⽇本⾷品科学⼯学会

公益社団法⼈ 有機合成化学協会
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⼀般社団法⼈

⽇本ゴム協会

公益社団法⼈

電気化学会

社団法⼈ ⽇本油化学会

⼀般社団法⼈ ⽇本印刷学会

公益社団法⼈

⽇本セラミックス協会

特定⾮営利活動法⼈ 安全⼯学会

⼀般社団法⼈

⽇本画像学会

公益社団法⼈

⽇本栄養・⾷糧学会

特定⾮営利活動法⼈⽇本電磁波ｴﾈﾙｷﾞｰ応⽤学会

⼀般社団法⼈

⽇本環境化学会

公益社団法⼈

⽇本化学会

⽇本海⽔学会

⼀般社団法⼈

⽇本写真学会

公益社団法⼈

⽇本⽣物⼯学会

⽇本希⼟類学会

⼀般社団法⼈ ⽇本⼟壌肥料学会

公益社団法⼈

⽇本農芸化学会

⽇本塗装技術協会

⼀般社団法⼈ ⽇本⽊材学会

公益社団法⼈

⽇本分析化学会

⽇本糖質学会

旅⾏申込みについて
講演⽇程に合わせた航空券、宿泊⼿配などの旅⾏に関する申込みも同時に受付を開始致します。
PACIFICHEM 2015 では公式旅⾏代理店として『株式会社 ⽇本旅⾏』を指定しております。
詳細な連絡先は以下の通りです。
【公式旅⾏代理店】
株式会社 ⽇本旅⾏ ECP 営業部内 PACIFICHEM2015 デスク
〒105-0001 東京都港区⻁ノ⾨ 3-18-19 ⻁ノ⾨マリンビル 11 階
TEL：03-5402-6363
Email：pacifichem_2015@nta.co.jp
http:// www.pacifichem-tour.com
■お知らせ
・ご案内するオフィシャルホテルはコングレスが各ホテルの宿泊料及び会議会場利⽤料を抑えるため、
⼀定数以上の部屋を利⽤することを条件に契約を結んでおります。是⾮、上記 Web サイトを通じて、
オフィシャルホテルの部屋をご利⽤下さい。ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。
・早期参加登録⼿続きの際に旅⾏の申込みもワンストップでご利⽤頂けます。参加登録と旅⾏申込み
を別々に⾏うことも、どちらか⼀⽅のみのお申込みも対応可能です。皆様のご利⽤をお待ち致してお
ります。
・本件に関わる事前のお⾒積りや、各種ご要望、ホテルのお部屋、航空券のお席等の事前確保等、ご
希望の場合は上記の公式代理店まで直接ご連絡下さい。ご家族同伴の場合もご利⽤下さい。
今後の予定
7 ⽉ 13 ⽇
プログラム(オンライン)の公開
7 ⽉ 25 ⽇
早期参加登録、旅⾏申込みの開始
9⽉
アブストラクトブック(オンライン)の公開
10 ⽉ 15 ⽇
C&En へのプログラムサマリー掲載
10 ⽉ 15 ⽇
早期参加登録の終了
10 ⽉ 16 ⽇
オンサイト料⾦による参加登録開始 (ドル建のみ)
11 ⽉中旬
旅⾏申込終了（航空券、宿泊、その他旅⾏⼿配）
12 ⽉ 14 ⽇ 15:00-19:00
現地での登録受付開始
12 ⽉ 15〜20 ⽇ 7:30-17:30 現地での登録受付 (最終⽇ 20 ⽇のみ 10:30 終了)
〃
各会場でのシンポジウムセッション開催 (最終⽇は午前のみ)
(午前 8:00-12:00 午後 13:00-17:00 イブニング 19:00-21:00)
12 ⽉ 15 ⽇ 12:00-14:00
学⽣ポスター賞 ⼀次選考通過者による Poster Competition
18:00-19:00 開会式 《参加者バッジ携帯者(同伴者を除く)》
19:00-20:00 基調講演《参加者バッジ携帯者(同伴者を除く)》
20:00-22:00 ミキサー《参加者バッジ携帯者》
12 ⽉ 16 ⽇〜18 ⽇
展⽰会 (Hilton Hawaiian Village、設営は 12 ⽉ 14,15 ⽇)
12 ⽉ 18 ⽇ 11:30-13:30
学⽣ポスター賞受賞者表彰式及び昼⾷会《受賞者及び指導教員》
12 ⽉ 20 ⽇ 14:00-16:00
閉会式
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＊学⽣ポスター賞（Student Poster Competition）: 3,645 件に上る応募があり、⼀次選考で 350 件に絞
り込むことになりました。事前選考結果は 8 ⽉上旬を⽬処に応募者に個別に連絡があります。⼀次選
考を通過された場合には，通常のポスター発表に加えて，上記予定で賞選考のためのポスター発表を
⾏っていただきますので，参加⽇程の決定に際してご留意下さい。
問合せ
《全般》
■PACIFICHEM 2015 Secretariat
E-mail: Pacifichem@acs.org
⽇本化学会 PACIFICHEM 事務局
TEL 03-3292-6163 FAX 03-3292-6318

E-mail: pacifichem@chemistry.or.jp

《事前参加登録／旅⾏⼿続きについて》
■PACIFICHEM 2015 公式旅⾏代理店
株式会社 ⽇本旅⾏ ECP 営業部内 PACIFICHEM2015 デスク
〒105-0001 東京都港区⻁ノ⾨ 3-18-19 ⻁ノ⾨マリンビル 11 階
TEL：03-5402-6363
Email：pacifichem_2015@nta.co.jp
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