（一社）日本エネルギー学会

第 56 回石炭科学会議

開催案内

主 催：日本エネルギー学会 石炭科学部会，コークス工学研究部会，重質油部会
共 催： 日本学術振興会 石炭・炭素資源利用技術第 148 委員会，化学工学会 エネルギー部会
協 賛： 新エネルギー・産業技術総合開発機構，石炭エネルギーセンター，石油学会，触媒学会，化学工学会，
日本ガス協会，日本鉄鋼協会，日本燃焼学会，名古屋大学工学部マテリアル工学科
本会議の目的は，石炭，重質油の科学および利用技術に関する研究成果の発表および相互討論を通して問題の解決の道を探求
することにあります。化石資源に関心のある研究者，技術者，学生，および企画立案者の方々の参加を期待しています。さらに，
カーボンリサイクル，バイオマス，リサイクルの分野で本会議に相応しいと考えられる論文も歓迎いたしますので，ご投稿下さい。
なお，本会議は学会奨励賞の対象であり，論文発表者（35 歳以下の正会員，維持会員の社員・団体員）の立候補者の中から
優秀者に奨励賞が贈られます。発表登録時に奮ってご応募下さい。
●日
●会

時：2019 年 10 月 29 日（火）～ 30 日（水），テクニカルツアー 31 日（木）
場：ウインクあいち（〒 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38）
名古屋駅から地下直結
※アクセス → http://www.winc-aichi.jp/access/

●交流会 : 10 月 29 日（火）18：00 ～ 於 キャッスルプラザ（無料）
※アクセス → http://www.castle.co.jp/plaza/access/index.html
●プログラム：詳細は，日本エネルギー学会ホームページにてお知らせ致します。
10 月 29 日（火） 午前 論文発表 ※重質油セッションは 10/29（火）午前中の予定です。
午後 招待講演 岐阜大学 教授 板谷義紀
三重県工業研究所 西村正彦
三菱日立パワーシステムズ（株） 篠田克彦
特別講演 「環境電子顕微鏡の最近の進歩 ―ガス中でも液中でもナノ粒子が見られ，イオ
ン価状態も識別できる―」
名古屋大学未来材料システム研究所 名誉教授，招聘研究員 田中信夫
18:00 交流会
10 月 30 日（水） 午前 論文発表
午後 論文発表
10 月 31 日（木） テクニカルツアー（定員 40 名） 日本製鉄（株）名古屋製鉄所
中部電力（株）碧南火力発電所
●参加費：（発表者も参加申込みが必要です。）
参加申込区分
【早割】
申込期限：９月６日 ( 金 )
支払期限：10 月３日 ( 木 )
参加費
【通常】
申込・支払期限：10月15日(火)
【当日】

当会正会員
当会シニア・ 共催・協賛団体 共催・協賛団体
非会員
非会員学生
維持会員企業の社員
学生会員
会員
学生会員
（消費税込） （消費税込）
（不課税）
（不課税）
（消費税込）
（消費税込）
16,000

8,000

17,000

9,000

24,000

16,000

18,000

10,000

19,000

11,000

26,000

18,000

20,000

12,000

21,000

13,000

28,000

20,000

※当会正会員・シニア会員・学生会員，および維持会員企業の社員は不課税，左記以外（共催・協賛団体の会員も含む）は
消費税込みとなります。
※今回より，下記部会の部会員で非会員の方は非会員価格となります。ただし，共催・協賛団体の会員の方は共催・協賛団
体会員価格でご参加頂けます。
バイオマス部会，新エネルギー・水素部会，省エネルギー・消費者行動部会，「エネルギー学」部会，天然ガス部会（GH
研究会，CBM・SG 研究会）
※参加申込区分としては，【早割】，【通常】，【当日】がございます。下記記載事項をご確認の上，お申込みお願い致します。
※【早割】
：2019 年９月６日（金）までにホームページよりお申込みください。コンビニ払込取扱票を郵送致しますので，
2019 年 10 月３日（木）までにお支払い下さい。期日までにお支払い頂けない場合，お申込はキャンセルさせて頂きま
すのでご注意ください。ご参加の場合は，改めて【通常】，または，【当日】でのお申し込みをお願い致します。
コンビニ払込取扱票に記載の請求書は税務上の請求書として認められておりますので，別途請求書は発行致しません。別
形態での請求書が必要な方は【通常】でお申込みください。（コンビニ払込取扱票のサンプルはホームページでご確認頂
けます。）
払込時にコンビニで発行される受領証は領収書としてご利用頂けますので，原則として領収書を発行致しません。学会発
行の領収書が必要な場合は，下記にて発行致します。
「10 月 10 日（木）までに日本エネルギー学会 ｢石炭科学会議｣ 係まで E-mail でお申込みの上，大会当日に受付にてコ
ンビニ発行の受領証と引き換えに領収書を発行致します。」
※コンビニ発行の受領証をお持ちでない場合は領収書の発行はできませんのでご注意ください。
（一社）日本エネルギー学会「石炭科学会議」係，E-mail：sekitan56sanka（a）jie.or.jp
※（a）を＠にしてご使用下さい。

※【通常】：ホームページよりお申込みの上，2019 年 10 月 15 日（火）までに指定の口座にお振込みください。
お支払い方法はお振込みのみとさせて頂きます。当日現金払いをご希望の方は【当日】申込でお願い致します。
期日までのお振込みが確認できない場合は，お申込はキャンセルさせて頂きますのでご注意ください。
ご参加の場合は，改めて【当日】申込をお願い致します。
請求書，領収書は事前のお申し出によりを発行致しますので，参加申込フォームにご記入ください。請求書は受付後，郵
送致します。また，領収書は当日，受付にてお渡し致します。
※【当日】
：お支払い方法は現金払いのみとさせて頂きます。当日，受付にて領収書を発行致します。
受付混雑時は【早割】，【通常】による事前申し込みの方を優先させて頂きますので，お待ち頂くことがございます。あら
かじめご了承ください。
なお，お振込みでのお支払いをご希望の方は，【通常】でのお申し込みをお願い致します。
※テクニカルツアー参加費：一律 5,000 円（消費税込）（上記の参加費とは別途に必要です。）
●参加申込： 日本エネルギー学会ホームページからオンラインでお申し込み下さい。
※テクニカルツアーは定員の 40 名になり次第締め切ります。
※＜ https://www.jie.or.jp/publics/index/668/ ＞
●発表論文集について：
発表論文集は，冊子（紙媒体）を配布せず，期間限定で J-STAGE および当会ホームページよりダウンロードできます。
①発表論文集発行日 2019 年 10 月 22 日（火）
②ダウンロード期間
当会ホームページ 2019 年 10 月 22 日（火）～ 2019 年 11 月 30 日（土）
J-STAGE
2019 年 10 月 22 日（火）～ 2020 年 10 月 21 日（水），以降無料公開
③ ID，パスワードの付与
【早割】，または，【通常】申込」でお申込み・ご入金頂いた方には，ダウンロード開始日までに ID，パスワードを e-mail に
て送付致します。
「当日申込」の方は，当日受付にて ID，パスワードをお渡し致します。
④ダウンロードの方法
ダウンロードの方法につきましては，ID，パスワード送付の際にお知らせ致します。概略は大会専用サイトから ID，パスワー
ドを記入し，論文掲載のサイトに入り，必要な論文をダウンロードする方法です。また，J-STAGE からは，発表毎にダウン
ロードできます。
※（大会専用サイト＜ hhttp://jie-ronbun.com/kaigi/login.php ＞）
⑤その他
当日，希望者には有料（参加費とは別途）で冊子版の発表論文集を販売致します（数に限りがあります）。
○講演要旨集（冊子版） 3,000 円（会場特価・消費税込）
●支払方法：
【早割】：コンビニ払込取扱票指定のコンビニエンスストアでお支払いください。お支払期限は 2019 年 10 月３日（木）です。
お支払期限を過ぎますとコンビニ払込取扱票は無効となり，お支払いはできなくなりますのでご注意ください。
【通常】：下記口座へのお振込をお願いします。お支払期限は 2019 年 10 月 15 日（火）です。
ゆうちょ銀行
振替口座
00170-9-55504
三菱 UFJ 銀行 神田駅前支店 （普）1772623
三井住友銀行
上野支店
（普）7469252
［口座名義一般社団法人日本エネルギー学会］
※事務手続きなどでお振込が期限より遅れる場合は，下記まで必ずご連絡ください。ご連絡がない場合は，お申込はキャ
ンセルさせて頂きますのでご注意ください。
（一社）日本エネルギー学会 ｢石炭科学会議｣ 係，E-mail：sekitan56sanka（a）jie.or.jp
※（a）を＠にしてご使用下さい。
●キャンセルポリシー：
【早割】，または，
【通常】でお申込み・ご入金頂いた方で，2019 年 10 月 15 日（火）までにキャンセルのお申し出を頂いた場合は，
キャンセル料（ご入金額の 30％）を差し引いた額を返金致します。大会終了後１ヶ月を目途にお申し出の口座に振り込み致し
ます。
2019 年 10 月 16 日（水）以降，参加費は欠席・解約の場合返却できませんので予めご了承下さい。

●問合せ先：〒 101-0021 千代田区外神田 6-16-9 外神田千代田ビル 4F
（一社）日本エネルギー学会 「石炭科学会議」係
TEL：03-3834-6456
FAX：03-3834-6458
E-mail：sekitan56sanka（a）jie.or.jp
※（a）を＠にしてご使用下さい。

