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Pacifichem 2015 参加登録案内 

 
会議名称： The 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 

（環太平洋国際化学会議 2015；Pacifichem 2015） 
http://www.pacifichem.org/, http://www.chemistry.or.jp/event/pacifichem/index.html 

日程：  2015 年 12 月 15 日（火）～20 日（日） 
場所：  ハワイ ヒルトンワイキキビーチ 他 
参加登録： 7/25 ～10/15 -早期参加登録(Advanced)；10/16～12/20 -現地参加登録(Onsite) 
参加登録費： 参加資格  早期(Advanced)  現地(Onsite) 

会員*  $ 725 or ¥90,000   $ 825 
非会員  $ 850 or ¥110,000  $ 950 
学生  $ 250 or ¥30,000   $ 250 
同行者   $ 80 or ¥10,000    $ 80 

*会員は主催 7 学会：ACS, CSC, CSJ, KCS, RACI, NZIC, CCS(日, 米 ,加 ,新 ,蘭 ,韓 ,中; 化学会) 
    および後援団体＜以下、抜粋＞  
日本： 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, 公益社団法人 有機合成化学協会,  
一般社団法人 色材協会, 公益社団法人 応物理学会, 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, 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 

中国： Hong Kong Chemical Society 
インドネシア： Himpunan Kimia 
韓国：Korean Society of Radiopharmaceuticals and Molecular Probes (KSRAMP), Korean  

Society of Water and Wastewater (KSWW) 
台湾：The Chemical Society Located in Taipei 
 
※当会が主に関係する”Recycling of Polymeric Materials: Challenges and Perspectives (#36)”
は 12/19(土)の終日および 20(日)の午前にヒルトンワイキキビーチで開催予定 
参加登録，宿泊，航空券手配等の詳細： 
http://www.pacifichem.org/meeting-logistics/registration/ 
http://www.chemistry.or.jp/event/doc/201507_regist_jpy.pdf 

http://www.chemistry.or.jp/event/doc/201507_regist_jpy.pdf
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会員情報 

 
１．会員数（平成 27 年 9 月 30 日現在） 

＜個人会員＞正会員数 126 名、学生会員 19 名  合計 145 名 
＜法人会員＞会員数 12 団体 

 
２．会員異動（FSRJ News Vol.25 (平成 27 年 12 月号) 掲載情報～平成 27 年 9 月 30 日） 

・入会 
個人 正会員 3 名、学生会員 5 名   合計  8 名 
法人会員 2 団体 
（入会者一覧） 
＜氏名＞    ＜所属＞ 
山内 大様   パナソニック エコテクノロジーセンター株式会社 
納所 圭一様   中部大学 
波岡 知昭様   中部大学 
平手 久徳様   株式会社ヒラテ技研 
木幡 雄斗様   東京工業大学 
赤池 祐介様   東京工業大学大学院 
遠藤 秋志様   東北大学大学院 
平橋 賢様   東北大学大学院 
（入会法人） 
日東電工株式会社 
ＪＦＥ環境株式会社 

 
・退会 

個人 正会員 6 名、学生会員 8 名   合計 14 名 
法人会員 0 団体 

  （退会者一覧） 
＜氏名＞    ＜所属＞ 
三島 彰司様   信州大学 
中川 光俊様   日立化成工業株式会社 
佐藤 聡様   EY アドバイザリー株式会社 
山田 健人様   東北大学 
住本 健様   阿波製紙株式会社 
西原 充幸様   リマテック株式会社 
永田 章太様   同志社大学 
堤 寛幸様   中部大学 
原田 昇様   東京工業大学 
PUTRI NOVIASRI 様  東京工業大学 
MOCHAMAD SYAMSIRO 様 東京工業大学 
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