
2016年度 国際漁業学会(JIFRS)大会 注意事項 

 
■会場の PCと資料について 

1. Windowsを基本ソフトとしてMS PowerPoint (.ppt[97-2003], .pptx)、LibreOffice Impress (.odp)、  

 Adobe Reader (.pdf)、Dviout (.dvi、LaTeX用)を入れた PC（会場担当者：小川の私物）を会場には  

 準備致します（これ以外：例えば Preziなどをご利用の方は事前に御相談下さい）。Windowsについ 

 ては 7, 8(.1), 10、MS PowerPointについては 2010, 2013, 2016ないし Office 365、LibreOfficeは 5 

 以降、Adobe Readerについては 11か DC、Dvioutは 3.18以降のどれかが入っています。 

 

2. 当日はUSBメモリなどにスライド資料を入れてご持参下さい。レイアウトずれが起きる可能性があ  

 りますので、MS PowerPoint、LibreOffice Impress、LaTeX (Dviout)等をご利用の方は PDFへ変換 

 した予備ファイルを御準備頂くこと、事前の休憩中等に資料が会場で問題なく表示・作動できるか確 

 認されることを強く推奨致します。 

 

3. 自らの PCをご利用の方は万一に備え、アナログの RGB端子である D-sub15ピン（VGA：詳しく 

 は例えば http://buffalo.jp/products/connect/d-sub/ 等を参照）が接続できる状態で、十分に充電して 

 ある PCを御準備下さい（デジタルの HDMI端子ではうまく機能しない可能性があります）。会場で 

 の電源総容量は 15A（1500W: 100Wのノートパソコンで 15台分）と制限がきつくなっています。 

 

4. 8月 3日（水）までにプレゼン資料（予備ファイル）を togawa“at”isc.senshu-u.ac.jp へ、機密情 

 報だけ外した形でお送り頂くことを推奨致します（当日まで改変して頂いて構いません）。プレゼン資 

 料のUSBメモリ忘れやUSB メモリの接触不良、PDFへの簡易的な変換等に対処できます（特 

 殊な変換などが必要な場合は事前に会場担当者：小川に御相談下さい）。 

 

5. 万一に備え、スライド資料などの配布可能な形での紙媒体への印刷を推奨します（参考：昨年度であ 

 れば、シンポジウムが 40-60前後、個別報告が 30-40前後でした）。紙媒体への印刷はできるだけ各 

 自でお願いしますが、困難で配布希望のある場合は事前に（遅くとも８月３日（水）までには）togawa  

 “at”isc.senshu-u.ac.jp へ機密情報だけ外した形で、印刷の形式等を込みでご相談下さい。会場担 

 当者：小川の手持ちの A4プリンター複合機等で対処可能な範囲で対処致します（生田＜神奈川県川 

 崎市多摩区＞の研究室で印刷して神田＜東京都千代田区神田神保町＞まで持参致します）。 

 

6. プレゼン中にインターネット接続などが必要な場合は、事前に会場担当者：小川に御相談下さい 

 （togawa “at” isc.senshu-u.ac.jp）。繋がるかどうかなどの事前確認を行います。 

 

■その他について ※会場面で何かありましたら小川（ togawa “at” isc.senshu-u.ac.jp ）まで。 

1. 電源・Wi-Fi環境などについては（たこ足配線・延長コードなどで）できる限り準備する予定ではあ 

 りますが、ぜい弱な環境になる可能性があります（会場電源総量：15A-1500Wまで，会場公式Wi-Fi 

 同時接続20-30位まで）ので、個人として必要な場合は個々人での準備をお願い致します。 

 

2. 招へい状等が御入用の場合は、十分な時間の余裕を以て事前に会場担当者：小川に御相談下さい  

 （ togawa “at” isc.senshu-u.ac.jp ）。学会事務局に取り次ぎます。会場での写真による証明などが 

 必要な場合はお申し付け下さい。昨年度の反省を踏まえて、画一の形式で大会参加証等については準 

 備する予定ですが、個別の形式で必要な場合は事前に会場担当者：小川に御相談下さい。 



2016年度 国際漁業学会(JIFRS)大会 会場への行き方・昼食の案内 

 

 

■会場案内 最寄駅：神保町駅、九段下駅、水道橋駅（神保町 A2出口がおすすめです。駐車場なし。） 

 

＜東京駅から＞ 所要時間：早いと約 10分 （※東京駅から大手町までは歩けます。） 

（東京メトロの場合）東京駅⇒（丸の内線・池袋方面）⇒大手町    （※淡路町経由もあります。） 

             ⇒（半蔵門線・渋谷・中央林間方面）⇒神保町（片道 IC金額：計 165円） 

（JRの場合）東京駅⇒（中央線快速・高尾方面）⇒御茶ノ水      （※秋葉原経由もあります。） 

⇒（中央・総武線各停・三鷹方面）⇒水道橋（片道 IC金額：計 154円） 

※東京駅からタクシーをご利用なら http://goo.gl/ahb9lR を参考にして下さい。（専修大学・神田まで） 

 

＜品川駅から＞ 所要時間：早くて約 20-25分         （※他にも東京駅経由もあります。） 

（JRの場合）品川駅⇒（山手線外回り・東京方面／京浜東北線・大宮方面）⇒秋葉原 

          ⇒（中央・総武線各停・三鷹方面）⇒水道橋（片道 IC金額：計 194円） 

品川駅⇒（JR山手線外回り・東京方面／京浜東北線・大宮方面）⇒田町 （※泉岳寺経由もあります。） 

   ⇒（徒歩）⇒三田⇒（都営三田線・西高島平方面）⇒神保町（片道 IC金額：計 349円） 

※新横浜駅からは、菊名・渋谷経由で九段下へどうぞ。（所要時間：約 1時間、片道 IC金額：計 575円） 

 

＜上野駅から＞ 所要時間：早くて約 10-20分 

（東京メトロの場合）上野駅⇒（銀座線・渋谷方面）⇒三越前     （※秋葉原経由もあります。） 

⇒（半蔵門線・渋谷・中央林間方面）⇒神保町（片道 IC金額：計 165円） 

（JRの場合）上野駅⇒（山手線内回り・東京方面／京浜東北線・大船方面）⇒秋葉原 

          ⇒（中央・総武線各停・三鷹方面）⇒水道橋（片道 IC金額：計 154円） 

※高速バスターミナル（新宿・代々木方面）からは中央・総武線各停、千葉方面で水道橋へどうぞ。 

 

＜羽田空港から＞  

羽田空港・国内線ターミナル⇒（京急・泉岳寺方面⇒都営浅草線・押上方面、成田空港行）⇒三田 

             ⇒（都営三田線・西高島平方面）⇒神保町（片道 IC金額：計 604円） 

羽田空港・国内線ターミナル⇒（京急・泉岳寺方面⇒都営浅草線・押上方面、成田空港行）⇒日本橋 

             ⇒（東京メトロ東西線・三鷹方面）⇒九段下（片道 IC金額：計 717円） 

羽田空港第１ビル⇒（東京モノレール・浜松町行）⇒浜松町 

⇒（JR山手線外回り・東京方面／京浜東北線・大宮方面）⇒秋葉原 

⇒（中央・総武線各停・三鷹方面）⇒水道橋（片道 IC金額：計 648円） 

 

※成田空港からは、京成八幡経由で神保町へどうぞ。（所要：1時間 35分、片道 IC金額：計 1,117円） 

 お急ぎの場合は、京成スカイライナーで京成上野／上野御徒町・春日経由で神保町へお越し下さい。 

 

※現金での電車などの移動の際は、少し料金が上がる可能性があります。 

 

 

 

http://goo.gl/ahb9lR


【専修大学】専修大学HP ( http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html )より一部加筆(左)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■最寄駅乗り入れ路線について：会場に駆けつけ易くするため、最寄駅（神保町駅・九段下駅・水道橋

駅）の乗り入れ路線に関して記載致します。ホテル手配などの参考にして下さい。 

＊都営新宿線（神保町）：新宿～本八幡の路線です。停車駅は以下を参照（都営地下鉄HPより）。 

 http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stops/popup_shinjuku.html  

＊都営三田線（神保町）：目黒～西高島平の路線です。停車駅は以下を参照（都営地下鉄HPより）。 

 http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stops/popup_mita.html  

＊東京メトロ半蔵門線（神保町）：渋谷～押上（スカイツリー前）の路線です。停車駅は以下を参照。 

 http://www.tokyometro.jp/station/index02.html#anc07 （東京メトロHPより） 

 ※終着駅で東急田園都市線、東武伊勢崎線、東武日光線に接続・相互乗り入れしています。 

＊東京メトロ東西線（九段下）：中野～西船橋の路線です。停車駅は以下を参照。 

 http://www.tokyometro.jp/station/index02.html#anc04 （東京メトロHPより） 

 ※終着駅で JR中央線・総武線、東葉高速線に接続・相互乗り入れしています。 

＊JR中央・総武線各停（水道橋）：三鷹～千葉の路線です。停車駅は以下を参照。 http://bit.ly/1Nn4MPi  

 ※水道橋は「各駅停車・普通」の駅です（停車駅一覧はWikipediaより）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stops/popup_shinjuku.html
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stops/popup_mita.html
http://www.tokyometro.jp/station/index02.html#anc07
http://www.tokyometro.jp/station/index02.html#anc04
http://bit.ly/1Nn4MPi


■会場までの行き方：神保町 A2番出口から出る場合 ※写真は 2016年 6/6撮影，一部画像処理済 

 

改札は「専修大学方面改札（A1, A2番出口方面）」を利用して下さい。 

 

 改札を出た後右に曲がります。（左側:A1番出口，右側:A2番出口） 

 

奥に上の出口(A2番出口)エスカレーターがありますので，乗ったうえで，道なりに進みます。 

 

A2番出口から地上に出たところで（東西に走る）道が見えますので，右（西側）に曲がります。 

 



「専大前」交差点が見えたところで，まっすぐ信号を西側（天丼てんや方面）に渡ります。 

 

信号を渡り終えたら右（北側）に曲がります。CircleK Sunkus（サンクス）が左手側に見えます。 

 

CircleK Sunkus（サンクス）を越えた所で黒い門（専修大学黒門）が見えるので，左に曲がります。 

 

 



黒い門（奥に Kinko’s）を右手に見ながら，１区画（ラーメン屋のあたり）まで歩き，右手側を見ます。 

 

1-3 号館は最も大きな建物とその周辺のため，この辺りに当日の会場案内（土曜が１階，日曜が２階）

を出します。 

 



■会場近くの昼食可能な場所について：講義期間から外れた土日なので、学内の食堂などについては営

業していない可能性があります。神保町・水道橋周辺なので、周囲にそこそこ営業しているお店はある

関係で、大手の飲食店紹介サイトを幾つか引用しておきます。 

 Retty「神保町 ランチ」 http://retty.me/area/PRE13/ARE11/SUB1104/PUR1/  

食べログ「神保町 ランチ」 http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/rstLst/lunch/  

 ぐるなび「神保町 ランチ」 http://r.gnavi.co.jp/area/aream2952/lunch/  

少しこだわる方は以下のサイト等をお使いになってもいいかもしれません。 

 神保町ランチどこで食べるか迷ったらココ！妥協しないランキングおすすめ 10店 

  http://hikarujinzai.hatenablog.com/entry/2015/07/23/122310  

 Naverまとめ「カレーだけじゃない！おすすめ神保町ランチ」 

  http://matome.naver.jp/odai/2141497316770070201  

 Find-travel「神保町に行ったら寄らなきゃ損！神保町の人気ランチ 10選」  

http://find-travel.jp/article/5328  

 Spotlight「並んでも食べたい神保町のおいしいランチ 10選」 

  http://spotlight-media.jp/article/151482496666830313  

 Allabout「神保町の”間違いない”ランチ ジャンル別 21選」 

  http://allabout.co.jp/matome/cl000000004652/  

 Macaroni：神保町歴約 5年の元記者が選ぶ「死ぬ前にこれだけは食べたいもの」 

http://macaro-ni.jp/4794  

ちなみに、大手ファスト・フードなどをご希望の場合は、天丼てんやや吉野家などが会場南東・神保町

駅方面にあります。※本案内ではこれらの内容全ての確認・推奨を行っているわけではありません。 

 

■会場近くのコンビニエンスストアについて：講義期間から外れた土日なので、学内の売店などについ

ては営業していない可能性があります。飲料・うちわなど自分で必要と思われるものは事前に御準備

下さい。Sunkus専大通り前店（会場南東）・ナチュラルローソン西神田三丁目店（会場北）・7 ELEVEn

専大通り前店（会場北東）・LAWSON 神田神保町二丁目店（会場東南東）などが近くにありますが、

他にも少し南東に歩くと（神保町周辺に）FamilyMartやミニストップ、Tommy、生活彩家などがあ

ります。詳しい地図などは以下をご参照下さい。 http://bit.ly/1NmJPnp  

 

■宿泊について：東京 23 区内で比較的容易にホテル予約が可能であることもあり、大会運営側でホテ

ルの手配は致しません。他の大きなイベント等と重なる可能性があることから、早めの予約をおすす

めします。会場まで徒歩ないし１本で駆け付けられる範囲にも数多くのホテルがあります（大手チェ

ーンホテルだけでも東横 INN 日本橋税務署前、アパホテル神田神保町駅東、スーパーホテル東京・

日本橋三越前、東急 INN神田秋葉原などがあります）。学生の方などで格安のホテルを探す方がいら

っしゃれば例えば以下のサイトなどをご参照下さい。※この中身について確認はしていません。 

＊東京都内（２３区内）で１泊７０００円以下の格安ホテル集  

 http://www.yadoura.com/business/yasui-tokyo.html  

＊3,500円以下で泊まる!東京の格安ホテル http://hotelreport.seesaa.net/  

＊Naverまとめ「都内で１泊 5000円以下の格安ビジネスホテル」 

http://matome.naver.jp/odai/2132626150931521901  

※23区以外で電車 1本にて来られる場所には三鷹（JR中央・総武線各停）、千葉県の本八幡（都営新宿

線）、下総中山、市川（JR中央・総武線各停）、妙典、（ディズニーの）浦安（東西線）等があります。 

http://retty.me/area/PRE13/ARE11/SUB1104/PUR1/
http://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/rstLst/lunch/
http://r.gnavi.co.jp/area/aream2952/lunch/
http://hikarujinzai.hatenablog.com/entry/2015/07/23/122310
http://matome.naver.jp/odai/2141497316770070201
http://find-travel.jp/article/5328
http://spotlight-media.jp/article/151482496666830313
http://allabout.co.jp/matome/cl000000004652/
http://macaro-ni.jp/4794
http://bit.ly/1NmJPnp
http://www.yadoura.com/business/yasui-tokyo.html
http://hotelreport.seesaa.net/
http://matome.naver.jp/odai/2132626150931521901


■会場周辺の観光案内について：神保町駅周辺には神田古書店街があります。主な観光地は以下の通り。 

＊東京スカイツリーから駆けつける方は東京メトロ半蔵門線・押上駅からお越し下さい。 

 押上⇒（東京メトロ半蔵門線・中央林間方面）⇒神保町（乗車約 17分、片道 IC金額：195円） 

 公式 HP： http://www.tokyo-skytree.jp/index.html  

＊東京タワーから駆けつける方は都営地下鉄三田線・御成門駅からお越し下さい。 

 御成門⇒（都営三田線・西高島平方面）⇒神保町（乗車約 8分、片道 IC金額：216円） 

 公式 HP： http://www.tokyotower.co.jp/index.html  

＊築地方面から駆けつける場合は１本乗り換えが必要になります。 

 例：築地市場⇒（都営大江戸線）⇒森下（東京）⇒（都営新宿線）⇒神保町（片道 IC金額：216円） 

 参考：ザ・築地市場 http://www.tsukiji-market.or.jp/index.html （予約が必要な場合あり） 

＊エプソン・品川アクアスタジアムから駆けつける場合は「品川駅」からの経路をご参照ください。 

 公式 HP： http://www.aqua-park.jp/  

＊東京ディズニーランドから駆けつける場合は２本乗り換えが必要になります。 

 例：舞浜⇒（京葉線）⇒東京⇒（丸ノ内線）⇒大手町⇒（半蔵門線）⇒神保町（片道 IC：381円） 

＊渋谷・青山一丁目・表参道・永田町方面からの場合は東京メトロ半蔵門線をご利用下さい（押上行き）。 

＊お台場方面から駆けつける場合は（新橋などで）２本乗り換えが必要になります。 

 例：台場⇒（ゆりかもめ）⇒新橋⇒（銀座線）⇒三越前⇒（半蔵門線）⇒神保町（片道 IC：484円） 

＊上野動物園からの場合は「上野駅」からの経路をご参照下さい。 http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/  

＊新宿方面から駆けつける場合は都営新宿線・新線新宿駅をご利用下さい（本八幡行、片道 IC：216円）。 

＊浅草方面から駆けつける場合は１本乗り換えが必要になります。 

 例：浅草⇒（銀座線）⇒三越前⇒（半蔵門線）⇒神保町（片道 IC金額：195円） 

＊原宿・明治神宮方面から駆けつける場合は１本乗り換えが必要になります。 

 例：明治神宮前⇒（千代田線）⇒表参道⇒（半蔵門線）⇒神保町（片道 IC金額：195円） 

＊飯田橋・秋葉原・両国方面から駆けつける場合は JR中央・総武線（各停）で水道橋へどうぞ。 

＊中野方面から駆けつける場合は東京メトロ東西線で九段下へ（西船橋方面、片道 IC金額：195円） 

＊巣鴨方面から駆けつける場合は都営三田線で神保町へ（目黒方面、片道 IC金額：216円） 

＊銀座方面から駆けつける場合は１本乗り換えが必要になります。 

 例：銀座⇒（丸ノ内線）⇒大手町⇒（半蔵門線）⇒神保町（片道 IC金額：165円） 

※詳しい案内は http://tokyobookmark.net/feature/spot_ranking/rank1.html 等をご参照下さい。 

※特別に観光案内などが必要な場合は、十分な時間の余裕を以て事前に会場担当者：小川に御相談下さ

い（ togawa “at” isc.senshu-u.ac.jp ）。対応できる範囲で対応致します。 

 

http://www.tokyo-skytree.jp/index.html
http://www.tokyotower.co.jp/index.html
http://www.tsukiji-market.or.jp/index.html
http://www.aqua-park.jp/
http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/
http://tokyobookmark.net/feature/spot_ranking/rank1.html

	2016年度国際漁業学会注意事項
	2016大会案内(行き方・昼食）

