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内容
開催日
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「コンピュータは、ゲーム
2016.03.28
で人を超えられるか？」〈東京〉
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「TPP時代の食の安全・トレー
2016.03.24
サビリティの確保と世界戦略」〈東京〉
【協賛行事】サイエンス友の会特別教室「微生物がパンを作る! 筑波大学
2016.03.19
で微生物実験＆見学会」〈つくば市〉
【協賛行事】未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ（41） 「生命科
2016.03.17
学における高圧力研究の異分野融合」 〈東京〉
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「バイオ素材百花繚乱8～革
2016.03.11
新的なバイオ化成品生産技術」〈東京〉
【協賛行事】第76回熱測定講習会―初心者のための熱測定の基礎と応用―～
熱測定の基礎と高分子材料・医薬品（低分子医薬品・バイオ医薬品）への 2016.03.08-9
応用 ～〈東京〉
【協賛行事】第11回理研「バイオものづくり」シンポジウム〈和光市〉
2016.03.04
【協賛行事】2016年産業技術総合研究所中部センター研究講演会 〈名古
2016.03.01
屋〉
【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「ハイコンテントアナリシ
2016.02.25
ス（HCA)技術の進化」〈東京〉
【協賛行事】色材マテリアル講座－バイオベースマテリアルの明日はどっ
2016.02.17
ちだ－
【後援行事】第9回高度医療都市を創出する未来技術国際シンポジウム
2016.02.05
「学際的がん研究の新たな展望」〈岡山〉
【協賛行事】平成27年度 産総研 材料・化学シンポジウム
「21世紀の化学反応とプロセス－快適な社会に向けた新機能材料の創出を 2016.02.05
目指して－」〈つくば市〉
【協賛行事】GMPセミナー「医薬品製造に関わるGMPの最新動向：講演会
2016.02.04-5
＆見学会」〈大阪〉
【協賛行事】第4回 生体材料接着研究会〈東京〉
2016.02.01
【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「中分子医薬の最新状況と
2016.01.26
課題」〈東京〉
【協賛行事】第21回高専シンポジウム in 香川〈香川〉
2016.01.23
【共催行事】2014年度技術賞受賞講演及び第35回日本動物細胞工学会シ
2016.01.22
ンポジウム「バイオ医薬品の物性と免疫原性」〈東京〉
【協賛行事】産総研 中国センター シンポジウム「材料・化学研究が切り拓
2016.01.21
く産業競争力強化への道筋」〈広島〉
【協賛行事】第28回バイオエンジニアリング講演会〈東京〉
2016.01.09-10
【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「食品のおいしさや履歴を
2015.12.21
識る新しい技術」〈東京〉
【関連行事】高校生セミナー「生物工学と生命工学研究が支える食品産業」
2015.12.19
〈東京〉《東日本支部共催》
【後援行事】内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム） 次世
代農林水産業創造技術 「次世代機能性農林水産物・食品の開発」公開シン 2015.12.16
ポジウム〈東京〉
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【後援行事】2015環太平洋国際化学会議 PACIFICHEM 2015〈ホノルル、
2015.12.15-20
ハワイ〉
【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「Fc受容体（FcR）を通し
2015.12.08
て考える抗体医薬品の進化と品質管理」〈東京〉
【関連行事】微生物学の新たな発展，ゲノムから機能・実用に関する九州
2015.12.06-7
シンポジウム〈宮崎〉《九州支部共催》
【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会講演会「血漿分画製剤と人工
2015.12.04
血液成分のエンジニアリング」〈東京〉
【協賛行事】第35回水素エネルギー協会大会〈東京〉
2015.12.03-4
【協賛行事】第42回炭素材料学会年会〈大阪〉
2015.12.02-4
【協賛行事】コロイド先端技術講座2015「バイオ・アクティブ・ソフトマ
ター～生体を理解し、利用する基本原理から新しい産業技術をめざして～」 2015.12.02
《東京》
【協賛行事】第5回世界工学会議（WECC2015）〈京都〉
2015.11.29-12.02
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会
2015.11.26
「見えない光を見る～放射線からテラヘルツ波まで～」〈東京〉
【協賛行事】INCHEM TOKYO 2015〈東京〉
2015.11.25-27
【協賛行事】日本ゾル- ゲル学会 第13回討論会〈つくば市〉
2015.11.19-20
【協賛行事】第29回日本吸着学会研究発表会〈徳島市〉
2015.11.19-20
【協賛行事】第32回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム2015
2015.11.17-20
〈東京〉
【後援行事】（創立30周年記念フォーラム）平成27年度 広島バイオフォー
2015.11.16
ラム～広島発バイオテクノロジーの現状と将来への展望～〈広島〉
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「次々世代一分子リアルタ
イムシークエンサは世界の覇者となるか？！
2015.11.12
～国際標準化への動きと沖縄の応用事例」〈東京〉
【関連行事】第8回 北陸合同バイオシンポジウム〈石川〉《中部支部共催》 2015.10.30-31
【協賛行事】第3回コロイド実用技術講座 「分散・凝集のすべて」
～希薄系から濃厚系までのあらゆる分散・凝集現象に関わる研究者・技術 2015.10.26-27
者のための最新理論とテクニック～〈東京〉
【協賛行事】2015 年 日本イオン交換学会・日本溶媒抽出学会連合年会
2015.10.23-24
（第31回日本イオン交換研究発表会・第34回溶媒抽出討論会）〈金沢〉
【協賛行事】15-2 エコマテリアル研究会 「バイオマス資源の高度利活用
2015.10.16
技術の開発動向」
【協賛行事】第51回記念熱測定討論会〈埼玉〉
2015.10.08-10
【後援行事】日本応用糖質科学会平成27年度大会（第64回）・応用糖質科
2015.09.16-18
学シンポジウム〈奈良〉
【協賛行事】第25回イソプレノイド研究会例会〈仙台市〉
2015.09.14
【共催行事】第8回 日中醸造・食品・栄養・環境シンポジウム（第1回日中
2015.09.12-16
伝統食品創新フォーラム）〈四川省成都市〉
【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術”勉強会「蛋白質発現系の進歩と医
2015.09.11
療への応用」〈東京〉
【協賛行事】第18回ゾル-ゲル国際会議 (Sol-Gel 2015) [The XVIII
2015.09.06-11
International Sol-Gel Conference]〈京都〉
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【協賛行事】第13回高付加価値食品開発のためのフォーラム（シーズとニー
2015.09.04-5
ズの新たな出会い）「口から腸まで食品と細胞の相合作用」〈大阪〉
【協賛行事】第31回ファジィシステムシンポジウム（FSS2015）
2015.09.02-4
―Fuzzy Sets 50 年！―〈東京〉
【後援行事】JASIS2015〈千葉〉
2015.09.02-04
【協賛行事】第17回日本感性工学会大会「魅せる感性」〈東京〉
2015.09.01-3
【協賛行事】第28回におい・かおり環境学会〈名古屋〉
2015.08.25-26
【協賛行事】第75回熱測定講習会 生体関連分子の熱分析の基礎と応用―
2015.08.25-26
バイオカロリメトリー入門 ―〈京都〉
【共催行事】第29回キチン・キトサンシンポジウム〈東京〉
2015.08.20-21
【協賛行事】“未来へのバイオ技術”勉強会「バイオロボティクス」〈東京〉 2015.08.03
【共催行事】第34回日本糖質学会年会〈東京〉
2015.07.31-08.02
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「希少難病治療～iPS創薬と
2015.07.30
内在物質補充療法」〈東京〉
【後援行事】日本プロテオーム学会2015年会（JHUPO第13回大会）
「タンパク質がおりなす生命システムの全体像を理解する～プロテオミク 2015.07.23-24
スを基盤としたシステムズバイオロジーの最前線～」〈熊本市〉
【後援行事】広島バイオテクノロジー推進協議会 平成27年度通常総会記念
2015.07.23
講演〈広島〉
【協賛行事】15-1エコマテリアル研究会「バイオマスプラスチックの研究
2015.07.17
最前線」〈東京〉
【後援行事】第13回微量元素の生物地球化学に関する国際会議（ICOBTE
2015.07.12-16
2015 FUKUOKA）〈福岡〉
【協賛行事】第28回イオン交換セミナー「挑戦するイオン交換IV」〈東京〉 2015.07.10
【協賛行事】大阪工研協会 バイオ実習セミナー
2015.07.03, 2015.07.06
―微生物・細胞取扱いの基本操作と検査・試験への応用―〈大阪〉
【協賛行事】第22回HAB研究機構学術年会「革新的医薬品創出のための基
2015.06.26-27
盤構築戦略」
【協賛行事】2015年 産業技術総合研究所中部センター オープンラボ
2015.06.23-24
【協賛行事】第10回熱分析基礎講座：DSC・DTA・TG・TMAの講義と演
2015.06.23
習－ 信頼性の高い測定のために－〈大阪〉
【協賛行事】“Metals in Biology” in Wako－生体内金属元素の機能解明－
2015.06.16-17
〈埼玉〉
【協賛行事】JBA“未来へのバイオ技術”勉強会 月例会 「医療を変革する細
2015.06.16
胞作製と画像クラスタリング～折り紙、ビーズ、ひも、カルタ」〈東京〉
【協賛行事】日本ゾル- ゲル学会 第12回セミナー「機能性ウェットコーティ
2015.06.05
ング －ゾル-ゲル材料の最前線」〈大阪〉
【協賛行事】第60回低温生物工学会大会（セミナー・年会）「アモルファ
2015.05.30-31
ス－食品および医薬品への応用－」〈東京〉
【協賛行事】第17回マリンバイオテクノロジー学会大会〈東京〉
2015.05.30-31
【関連行事】第34回動物細胞工学シンポジウム「再生医療の近未来～どこ
までできるか?どこまで届くか?～」〈東京〉《生物工学若手研究者の集い・ 2015.05.25
セルプロセッシング計測評価研究部会共催》
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【協賛行事】食品ハイドロコロイドセミナー2015～初心者のためのハイド
ロコロイド研究法の解説～および第26回食品ハイドロコロイドシンポジウム 2015.05.21-22
〈京都〉
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「食品の合理的な安全性証
2015.05.19
明」〈東京〉
【協賛行事】界面コロイドラーニング 第31回現代コロイド・界面化学基
礎講座～最先端のコロイドの知識を充実した２日間で～〈東京：5
2015.05.14-15/06.18-19
月14・15日/関西：6月18・19日〉
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「マイクロエンジニアリン
2015.05.11
グ」〈東京〉
【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「神戸発、食のグローバル
イノベーション～バイオプロダクション次世代農工連携拠点の成果より」 2015.04.20
〈東京〉

