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内容
アカデミック・プログラム(AP:一般研究発表) (口頭・ポスター)
アドバンスト・テクノロジー・プログラム(ATP) (口頭・ポスター)
特別講演・受賞講演・特別企画・展示会・表彰式・懇親会・市民公開講座・その他委員会企画他
事務局
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〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5
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開催概要

アクセスマップ
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日本化学会を楽しむためのケムステ特別リーフレットです。
これを読んで持ち歩いて講演も付設展示会も名古屋大学も全
力で楽しんでください。PDFならば各種リンクに移動でき
ます。

ケムステーション代表
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プログラム

1 アクセスマップ/キャンパスマップ 　
2 日程表
3 ランチマップ
4 プログラム [全文]　 PDF版 　・　 HTML版

1 プログラム [学会賞・特別企画・特別講演の
み抜粋]  特別企画企画趣旨  / 中長
期テーマ企画趣旨

2 プログラム [ATPのみ抜粋]  / ATP企画趣
旨

3 プログラム [APのみ抜粋]

※プログラム訂正事項
※Englisgh Version is Here

企画一覧
1 アドバンスト・テクノロジー・プログラム(ATP）
2 中長期テーマシンポジウム
3 特別企画 　
4 外国人の特別講演 　
5 アジア国際シンポジウム 　
6 市民公開講座 　
7 委員会企画

注目プログラム
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注目プログラム

その他はこちら

http://csj.jp/nenkai/94haru/data/program_jp_1.pdf

名古屋大学みどころPick UP!

赤崎記念研究館と豊田講堂

名古屋大学には、青色発光ダイオードを開発した赤崎勇特別教授の研究業績を顕彰し
赤崎記念研究館があります。1回の展示室は入場無料でどなたでもご入場できます。
また豊田講堂に使われている時計は青色発光ダイオードが使われています。

2008ノーベル賞展示室

2008年、名古屋大学関係者である、益川敏英先生、小林誠先生が物理学賞を、下村
脩先生が化学賞を受賞されました。これを記念し、2011年６月、ES館２階にノーベ
ル賞展示室が設置されました。３先生の研究がどこに育まれ、どんな成果に育ったか
知っていただければと思います。

野依物質記念研究館

2001年ノーベル化学賞受賞者である野依良治先生を記念して建設された研究館。見
どころは、壁一面にある野依先生の代表作である配位子BINAP。ぜひ写真をとってい
ってください。
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ケムステ付設展示会キャンペーン　合言葉「ケムステを見た！」
エルゼビアからケムステ読者に日本化学会展示特別特典！

3月27日から開催される日本化学会書籍展示会場内、
エルゼビアブースにて「合言葉」と言って書籍をご購入くださる読
者のみなさまに
嬉しい特典のご案内です。
＜展示会場内でご購入のケムステ読者のみなさまへの2つの特典！
＞

特典1)  学生さん応援価格 - 掲載2タイトルに対し、【ケムステの
学生読者*】の方にのみ会場で特価販売いたます .

特典2)  先行予約特価 - 刊行予定の掲載2タイトルに対し、学会特
価からさらに割引した価格でご提供いたします。

さらに、特典2)を会場でご予約確定いただいた方、先着10名様に
もれなく会場で大人気の「Elsevierベア」を今年もプレゼントし
ます！

オマケ特典）アンケート+キーワードを答えた方に

エルゼビアのブースにて合言葉を言って簡単なアンケートに回答い
ただいた方に先着でReaxys関連グッズをプレゼントいたします。
USB、ボールペン、ノートなどを用意してお待ちしています。

エルゼビア・ジャパン 化学情報協会 ワイリー・ジャパン

化学情報協会からケムステ読者様にこんな特典が！

化学情報協会では日本化学会第94回春季年会付設展示会にて研究者
に必須の情報検索ツールSciFinder をご紹介します。 

最近、「SciFinder の構造作図が必ず立ちあがる！！」と思った方
も多いのではないでしょうか？以前は、SciFinder の構造作図画面
が立ち上がらないことがあったのに。。。

理由は、Java プラグインをインストールせずに利用できる Non-
Java構造作図ツール の提供を開始したからです！

さらに便利に利用いただくため、ChemBioDraw で作図した化学
構造式から SciFinder を直接検索 できるよう、CAS と 
PerkinElmer 社で開発を始めました。化学会でご覧いただける予定
です。ぜひ弊協会ブースにてお試しください。日頃の疑問・要望も大
歓迎です！

【ケムステ読者特典】 

化学情報協会のブースにて「ケムステを見た！」とささやいてくだ
さい。

そしてSciFinder についてコメントを伝えていただくと毎日先着
30名の方に各種グッズを差し上げます。

・ 学会など外出先で便利な SciFinder モバイルバッテリー

・ 爽やかな朝の一杯をそそぐ SciFinder タンブラー

・ 理系女子（リケジョ）に人気の　SciFinder ランチバック

SciFinderを使っていない方は「SciFinder を使ってみたい！」の
コメントでも大丈夫です（ブースにてデモをご覧いただけます）。

3日間で90名の方に素敵なグッズが当たります。 ぜひ化学情報協会
のブースにお立ち寄りください！

ワイリー・ジャパンからケムステ読者様へ特典！

まずはこちらを見ていただければ良いと思います。

日本化学会第94春季年会(2014)にご参加の皆さまへ｜書籍販
売・プレゼント抽選など付設展示会Wileyブースの見どころをご
紹介！ーワイリー・サイエンスカフェ 

見ていただいたでしょうか。

さらに、ケムステ読者様へ特典です。

ブースで「ケムステを見た」と言っていただいた方は、記事中2.
のプレゼント抽選で「ボーナスチャンス」としてもう一度抽選に
参加できます。

一回目の本抽選とは別の賞品になりますが、空くじなしでお楽し
みプレゼントを進呈します。

 

こんな感じで今年も盛り上げていきたいと思います。ぜひワイリ
ー・ジャパンのブースへお越しください。
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ケムステ付設展示会キャンペーン　合言葉「ケムステを見た！」
東京化成工業付設展示会のご案内とケムステ読者特典！

日本化学会弊社ブースでは、「試薬新製品と新版カタログと季刊誌
TCIメール」を展示します。

また、今年もアンケートにご回答くださった方へのプレゼント企画
を行います。

去年好評だった「合成するぞ！」Tシャツプレゼントキャンペーン
が大抽選会へとパワーアップ！　「合成するぞ！」各種グッズが抽
選その場で当たります。

詳細につきましては、弊社Webサイト、バナーをご参照下さい。

           詳細リンク先はこちら！

参加賞として TCIオリジナルノート または TCIオリジナルフラッ
グペン ， フィルムふせんをプレゼント

さらに、ダブルチャンス3月25日から弊社Facebookページで今回
の「合成するぞ！」新青Tシャツキャンペーンも同時に開催しま
す。

詳細は以下のページでお願いします。

詳細リンク先はこちら！抽選の際に合言葉をいっていただいた方に
先着40名様に弊社ロゴ入り「テープのり」をプレゼント！

東京化成工業 カクタス・コミュニケーションズ シュプリンガー・ジャパン

英文校正エディテージよりケムステ読者の皆様へプレゼント！

カクタス・コミュニケーションズの運営する英文校正エディテージ
は付設展示会に参加いたします。今回は特別に展示会場内のエディ
テージブースにて合言葉を言ってお立ち寄りくださる読者の皆様に
はもれなく特典があります！

特典１：「10％クーポン＆文具セット」（先着50名

特典２：E-book  "How to write a research paper Common 
Errors in Manuscripts"（先着20名）

さらに、Editageのニュースレターのご新規ご登録で、英語論文の
執筆に役立つE-bookシリーズ"How to write a research paper 
Common Errors in Manuscripts"（US$120相当）を先着20
名様にお配りします！

皆様、どうぞお立ち寄りくださいませ！

シュプリンガー・ジャパンからケムステキャンペーン特典ご案内

シュプリンガー・ジャパンのブースでは書籍の販売及びアンケー
トを行っています。特典は以下の2つ。

特典1) もれなくアマゾンギフト券500円分をプレゼント！

特典2) 書籍割引20%引きでご提供！

特典1を受けるためには合言葉が必要です。ご来場くださり、合言
葉をいっていただいた方には、まずケムステキャンペーン専用の
チラシを差し上げます。

「電子書籍を利用して良かったこと、どのように役に立ったか」
をWeb経由で投稿いただく企画です。

ケムステ経由の方には、もれなく500円券を差し上げます。

特典2の割引販売は化学会終了後も承ります。5月31日まで、デ
ィジタル・データ・マネジメント社で承ります。

展示タイトルリストはこちら！

ぜひご来場ください！
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ケムステ付設展示会キャンペーン　合言葉「ケムステを見た！」
YMCテクノスからケムステ読者様に粗品をプレゼント！

GPCなどで有名なYMCテクノスですが、最近水素ガス発生装置やパ
ラレル合成装置などおしゃれで高性能な製品群Scitem(サイテム)を
展開している企業です。

今回は急遽参加を表明したため時間がありませんでしたが、付設展
示会のブースに訪れていただきましたケムステ読者様には合言葉
で、粗品プレゼント（先着200名）を企画いたします。

あまり期待しないで欲しいですが、本企画の中でも最も多いプレゼ
ント数と自負しております。ご訪問をお待ちしております。

テキストを入力してください

YMCテクノス 化学同人 和光純薬

化学同人からのケムステキャンペーン！
日本化学会第94春季年会付設展示会（3月27日～29日）の化学同人
ブースでは，おなじみの教科書から最新刊『現代有機硫黄化学』や日
本化学会編集のCSJカレントレビューシリーズまでを，15～
20％OFFで購入できます．

注目書籍はこちら！
実践・化学英語リスニング(1): 世界トップの化学
者と競うために
福井 希一,福住 俊一,ルーク・上田サーソン

化学同人 2014-04-03
売り上げランキング : 111910

Amazonで詳しく見る by AZlink

和光純薬からケムステをみたキャンペーン特典！

特典1　Wakoノート（先着50名）

特典2 　消せるボールペン（先着50名）

特典3　鈴木-宮浦クロスカップリング反応体験キット（ブースで
アンケートにご回答いただいた方に抽選3名！）

をプレゼント！ブースで皆様のご訪問をぜひお待ちしておりま
す。

現代有機硫黄化学: 基礎から応用まで (DOJIN 
ACADEMIC SERIES)
高田 十志和,小川 智,佐藤 総一,村井 利昭

化学同人 2014-04-03
売り上げランキング : 339384

Amazonで詳しく見る by AZlink

ご購入時に、合言葉をおっしゃってくださった方には、大好評の「元
素生活クリアファイル」と「スーパー元素周期表」を差し上げます！
さらに，一度のお会計で5000円以上をお買い上げくださった方には、
特典として「化学同人特製・周期表付箋セット」もプレゼントしま
す！　店頭ではアナウンスしませんので，スタッフにお声がけくださ
い。

注意・お願いと御礼

訪れた企業のブースにてぜひキャンペーンをもらうだけでなく、ブ
ースも見学してみてください。またもしキャンペーン商品を頂いた
際はお礼をお願い致します。ぜひ付設展示会も楽しんでください。

この場を借りてケムステキャンペーンに参加していただいた企業様
に感謝申し上げます。
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ケムステイブニングミキサー開催！
「Chem-Sationイブニングミキサー」

という名前で、交流会を行うことが決定しました！対象は若いと思
っている人、当日飛び入り参加も可能！、参加料は無料！（飲み物
代のみ）。この会独自の付設展示会も行います！

日時：2014年3月28日（金）18:00～19:30

場所：名古屋大学南部厚生会館1F Mei-Daining (2Fから変更いた
しました)

対象：学生、博士研究員中心の若手研究者、外国人参加者も大歓
迎！

参加方法：参加登録をお願いします(参加登録はこちら。要
Facebookアカウント)。当日参加もご歓迎！

参加料：無料（チャージ代1ドリンク 100円）

どのようなことを目的にしているのですか？
若手研究者のための交流会です。　

以前、代表が玉尾会長、渡邉日本化学会実行委員長との対談で、玉尾
会長から「若い人や海外の研究者が知り合う場をつくってほしい」と
いう提案がありました。日本化学会の懇親会は"大人の"会であること
から、なかなか学生や若手研究者が参加することができません。その
ため、同時間で若い研究者のために交流できるような場をつくること
を目的としています。

参加資格は？　

特に制限はありません！敢えて言いますと、日本化学会の懇親会と同
時間に行うため、懇親館に参加の方は参加することができません。そ
れ以外の方はどなたでも問題ありません。幅広い世代の方に参加して
いただければと思います。

場所は？
冒頭に記載したとおり、名古屋大学内の南部厚生会館1FのMei-
Dainingです。ポスター会場のすぐ近くで、お昼ごはんを食べる人も
多いと思います。400人程度が収容可能な名古屋大学で最も大きな会
場の一つとなります。

どんなことをやるの？
基本的には交流を深めてもらうことを目的にしているため、プログ
ラムは用意していません。会場には飲み物と、150人から200人分
ほどの立食型式の食べ物を用意しています（食べ物代は無料で
す）。入り口で、チャージ代（1ドリンク100円）を払って頂い
て、会場に入り、開始の挨拶と同時に、食べるのもよし、周りの人
と交流するのもよし、なんでもありです。もちろん仲間ができたら
5分で外に飲みに行っても構いません。むしろそれを促進する会だ
と思ってください。会場には数社のこのミキサー専用の付設展示
会も用意しています。

現在予定の付設展示会：シグマアルドリッチ・ジャパン、シュプリ
ンガー・ジャパン、化学情報協会、アントンパール・ジャパン、東
京化成工業、パーキンエルマージャパン

参加するメリットは？
1. 会場から最も近い、懇親会会場

2. 知らない多分野、同年代の研究者と仲良くなれる

3. 無料で腹ごしらえができる、安くすぐに飲める。

4. ケムステノベルティグッズがもらえる（クリアファイルとボールペ
ンを用意します。先着順。）

参加は当日からでも可能です。ただ、できるだけ参加
登録をお願いします(食事と飲み物の見積のため)。参
加登録にはFacebookアカウントが必要です。

参加登録はこちら

https://www.facebook.com/events/778825482141272/
https://www.facebook.com/events/778825482141272/
http://www.chem-station.com/blog/2013/12/post-583.html
http://www.chem-station.com/blog/2013/12/post-583.html
http://www.sigmaaldrich.com/japan.html/
http://www.sigmaaldrich.com/japan.html/
http://www.springer.jp/
http://www.springer.jp/
http://www.springer.jp/
http://www.springer.jp/
http://www.jaici.or.jp/
http://www.jaici.or.jp/
http://www.anton-paar.com/jp-jp
http://www.anton-paar.com/jp-jp
http://www.tcichemicals.com/ja/jp/
http://www.tcichemicals.com/ja/jp/
http://www.tcichemicals.com/ja/jp/
http://www.tcichemicals.com/ja/jp/
http://www.perkinelmer.co.jp/
http://www.perkinelmer.co.jp/
https://www.facebook.com/events/778825482141272/
https://www.facebook.com/events/778825482141272/


名古屋大学周辺お昼MAP

大学の学食以外でお昼をとりたい方に必見のおひるマップです。
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時間がある人は、歩きで本山まで（15分）、東山公園駅まで（東側からは歩いて10分）地下鉄で名古屋大学駅から
本山（2分）八事（地下鉄で5分）まで足を伸ばせばもっとお店はありますよ！
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名古屋大学周辺お昼MAP

A そば、中華料理、コンビニ、ハンバーグ屋。実は周辺でここが一番店が多い。

大桐　（そば・うどん）
名大から最も近いそば・うどん屋。玉子煮
込みうどん(600円)がお得。味噌煮込みう
どん山本屋より安くて美味しい

牡丹亭（中華料理）
安い中華料理屋。味はまあま
あ。ランチはかなり量が多く
お得感がある。

ベントマン（お弁当）
近隣のチェーン店お弁当屋。
安くて美味しい。唐揚げ丼

ローソン（コンビニ）
名大から一番近いタバコが変
えるコンビニ。

ハロキ（ハンバーグ、
ステーキ）

ハンバーグ屋さん。味はぼち
ぼち。焼きたてなのでおいし
い。

B Aの逆サイド。2階に焼肉屋と中華料理屋あり。

ピオン（焼肉）
焼肉屋。ランチで定食を提供。味はよし。
あまりにもひとが多いとカルビが切れるこ
ともある。

香蘭桜（中華料理）
無難な中華料理屋。ランチはお得でおいし
い。800円くらい？

C 坂道を少し下ると、中華料理とイタリアンがある

海鮮館（中華料理）
とにかく安くて多い。店員は
全員中国人（多分）。中国人
ポスドクに大人気。

? イタリアン
最近かわったイタリアン。店は
狭い。ランチはあるがコース
のみかも。ゆっくりしたい人
へおすすめ。

D Cの逆側の道で少し下ると洋食屋満里奈がある。

満里奈（洋食）
値段も手頃でおいしい。日替
わり1000円。ハンバーグもお
すすめ。16人程度しかはいら
ない。

E ちょっと遠いが、坂道を下りきったところにコンビニとすき家が。

サークルK（コンビニ）
ちょっと遠いので、好きなモノ
が食べれるかもしれません。

すき家（牛丼）
サークルKから100mぐらいさ
きにいったところにすき家
が。ふらっと歩いてサクッと
ご飯を食べたい人へ。

F 名古屋の喫茶店代表。ちょっと遠い。

コメダ（喫茶店）
名古屋の喫茶店といえばコメ
ダ。サンドイッチも豊富。シロ
ノワールが有名でおすすめで
す。ちょっと歩ける人に。



名古屋大学周辺お昼MAP

I 3店舗並んでいるが、真ん中のみお勧め。両端はやっているかしらない。逆側にはインドカレー屋とアラブ料理屋。

G 大きなイタリアンレストラン。たくさん収容可能。

はるてん（どんぶり）
カツ丼(680円)がお勧め。刺身
定食などもある。ただし、カウ
ンターが5,6席、テーブルが1つ
しかなく、大勢には向いていな
い

ホジャ・ナスレッディン
（インド）

ランチは2,3種類のカレー。ラッシーやチ
ャイなど飲み物も充実している。値段はや
や高め。一番左はインド食材屋さん。

JANNAH（アラブ料理？）
情報不足です。アラブ料理らしい。お
そらく左の食材屋さんから材料を得て
提供している。

J モスバーガーとDELIというお惣菜屋さん

モスバーガー（ハンバーガ）
ちょっと歩いたらモスバーガを発見でき
ます。

DELI（お惣菜屋）
モスバーガーの手前にあるお弁当も買
えるお惣菜屋さん。お惣菜はおいし
い。カレー詰め放題などもあります。

K 高めの和食屋。

野むら（和食屋）
創作料理の和食店。お昼は2000円く
らいから。大事なお客さんといくのが
いいのでは？

グランピアット（イタリアン）
パスタもピザも豊富な種類を取り揃え、店
も大きいので大人数でもいけます。デザー
トも食べれるランチがお勧め

H 大学内カフェ。ここと、中央図書館にあるスターバックス。

クレイグスカフェ（カフェ）
大学内のカフェ。広くはないが、買って外
で食べるのもよいだろう。パニーニがお勧
め。

L インド料理屋他。 M フランス料理屋。よくお客さんがきたときに使います。

ガネーシャ（カレー）
ナンがおいしい。1こで十分なぐらい
の大きさ。値段は1000円前後でラン
チが食べれて、からさも選べる。おす
すめ。

コカブフレンチ（フランス
料理）

ランチは1500円ほど。オシャレなラ
ンチを撮りたいならばここが一番オス
スメ。



名古屋大学周辺お昼MAP 名古屋に来たなら食べたいラーメン

炭火ステーキ三六（ステー
キ）

1600円のステーキランチ。少々高め
だが、味は抜群。この値段で食べれる
ステーキでは相当レベルが高い。

N 高価だけどおいしいステーキ屋

O 会食にもつかう素敵な和食屋

ダイニング芳（和食）
1050円からのランチ。客人が来た時
の会食にも頻繁によくつかう和食屋。
雰囲気もよく、味もとっても美味。

番外編 歩いて行けるラーメン屋
本山 15分～20分

りょうま　雅堂
黒、赤、白のラーメンがあり、本山では比較的有名なラーメン屋。無難な味
で飲んだ後のラーメンとしては◯。

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230107/23005882/

モトヤマ55　
名古屋付近で有名なフジヤマ55というラーメン屋の分店。太麺のつけ
麺やラーメンが人気。

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230107/23036840/

大勝軒　
東京池袋で有名な太麺つけ麺屋さんの名古屋暖簾分け店。東京より値
段が高いが人気はある。

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230107/23002165/

さっぽろ亭　
めちゃくちゃ普通の味噌ラーメン。特に特徴はないが、まずくはな
い。

東山講演 10～20分

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230107/23033138/

名古屋にきたならぜひ食べたいラーメン屋を紹介。

ただし、学会後の飲み会がある伏見、栄と会場のあ
る名古屋大学駅から電車で3,4駅でアクセスできる
ラーメン屋を紹介します。

第一旭　錦店

名前は京都にあるラーメンと同じ名前である
がこちらは尾張ラーメンなので列記とした
「名古屋ラーメン」である。すんだスープに
少し甘いスープ。飲んだ後には特に良いと思
います。

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230103/23002992/dtlrvwlst/

伏見、栄、錦付近のラーメン屋

豚鯱　錦店

徳島ラーメンであるが、ここにしかない
ラーメン。肉や生卵が乗っているのは徳島
ラーメンの特徴だが、通常の徳島ラーメン
とは酷が全く異なる。非常にうまい。

八事駅

http://tabelog.com/aichi/
A2301/A230108/23041284/

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230102/23036662/

ラーメン大　名古屋店

東京にもあるが、東京都は味が異なる、二郎
系ラーメン。名古屋では個々が一番オスス
メ。ただ、夜がはやいので飲んだアトは無
理。昼間も異常に混んでいるので難しいかも
しれない。

今池駅、八事駅、矢場駅

味仙　今池店、八事店、矢場店

名古屋ですが台湾ラーメンの発祥は名古
屋。名古屋に来たならぜひ食べたい。味
仙の台湾ラーメンはにんにくが効いてめち
ゃめちゃ辛いがいままで食べたことがな
い味だと思う。ただし、どこからも遠い
のが難点。
http://www.misen.ne.jp/gaiyo/

ちなみに美味しいかどうかは別としてラーメン愛知県
Top5と言われる店は

如水、一番軒、ぎんや、はなび、晴レル屋

です。時間が有る方はぜひ。如水は本当においしいで
す。萬珍軒の玉子とじラーメンも有名。

千種駅

まっち棒

和歌山ラーメンなのに細麺。メルパルク
名古屋に宿泊している人にお勧め。名古
屋に外国から来た有機化学系の講演者の3
人に1人は食べていると思います。

http://tabelog.com/aichi/
A2301/A230106/23001553/

普通に

天下一品

一蘭

一風堂

などのメジャーどころもあります。

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230103/23037901/

http://tabelog.com/aichi/A2301/
A230103/23004828/
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A230103/23037509/
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