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1 Registration Desk

1.1 Goods

参加者各自に次のものを配った。　　

1. 名札

(a) ケース（KOKUYO特大サイズ）
名前がはっきりと見えるように特大サイズ（中のカードサイズ 69 mm

× 97 mm）にした。会議中に落とさないようにケース部分と首紐部分
が外れないものを選択した。またスタッフと参加者は名札と首紐の色
を変えることによって識別しやすくした。

(b) 作成方法
参加者の情報を管理していたファイルメーカーを使用で名札用レイア
ウトを作成し、名札用の切り取り線付きの紙で印刷。図 1図 2に示すよ
うにデザイン会社に作成してもらったロゴを使用し数種類のデザイン
を作成後、様々な人の意見を聞いた上で、名前が大きく目立つものにし
た。裏側には各緊急連絡先を記載した。

図 1: スタッフ用 staff name tag

図 2: 参加者用 name tag

2. 傘（60cm8K）
ベンダー：カルカン産業株式会社
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excursion等で傘をレンタルする場合のコストと比較し、goodsの中に傘を
入れることにした。同じような価格帯が多い中、カルカン産業が最安値だっ
た。本数によって価格は異なり、1本単位での購入も可能である。ケース売
りで買った結果、バラ売りの 1/2のコストで購入できた。またロゴを入れる
と値段は倍になる。納期は 3週間から 1ヶ月なのでそれを見越しての発注が
必要。55cmが通常のサイズだが、海外からくる人のため 60cmを注文した。
6Kも安いが、8K=8本骨の方が良いと思い、8Kを購入した。

3. Conference bag

ベンダー：北次株式会社
Conference bagはすぐこわれるものが多い中、今回は多くのこだわりを元に
図 3に示すバッグを作成した。普通の販促グッズや既製品には条件に合うも
のはなかった。北次株式会社はこだわりをしっかり聞いてくれた。バッグの
発注は 3ヶ月前でサンプル作成後、2ヶ月前に最終発注となった。最終発注段
階ではコロナ禍に置いての海外参加者の人数が正確にわからなかったため、
75個を発注した。全て日本製である。

(a) 閂止め　/ 　かんぬきどめ（のちの実験で 100kgまで耐えた）
Conference中はbagに laptopなど重いものを入れる可能性が高い。よっ
て強度の高いバッグを作成するため、本体と持ち手の部分に、“閂止め”
を施した。糸の太さは 50番手。閂止めには専用のミシンが必要なため、
販促グッズ会社ではなく縫製工場を探した。

(b) 巾着型
カバンの口が開いた状態だと中身が出てきてしまう。例えば飛行機の
手荷物入れなど、海外へ飛び立つ研究者の為に巾着型を採用した。

(c) Pocketable

Conference中や旅行時は荷物が増えていく。カバンが増えても困らな
いように内部に収納用ポケットを追加し、小さくまとめられるように
した。

(d) ロゴ
細かい図板のロゴの場合はロゴを小さくしてしまうとデザインが潰れ
てしまうので大きめのサイズでプリントした。

(e) サイズ、生地
サイズは laptopが収納できるW30cm× H42cm× D10cm。軽くて丈夫
なナイロン生地を採用した。巾着部分は少し薄いナイロンタフタ、本体
はナイロンタッサー生地を使用した。

(f) 強度実験
実際にどれくらいの強度なのかを実験した。100kgの鉛をカバンに入れ
揺らしたりしたが大丈夫だった。
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図 3: Conference bag
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4. 書類ファイル
KOAN International Conference 2009のクリアフォルダーに以下のアイテム
を入れた。

(a) 大阪観光ガイド・大阪観光地図
公益財団法人大阪観光局から 70部取り寄せた。

(b) Third bulletin

(c) excursionの観光のしおり
M1の学生が英語版の奈良観光のしおりを作成。

(d) Poster

KAON2022 の公式ポスター

5. ノートとペン
キャンパスA4ノート（50枚）、フリクションボールペン（青）
フリクションのような消せるポールペンは海外では珍しいので採用した。

1.2 デスクに置くべきもの

1. 参加者の名札を立てて置けるケース

2. 名札と照らし合わせる参加者名簿

3. パソコン、プリンター

4. 文房具
ホッチキス、のり、セロテープ、クリップ、ペン、メモ帳

5. 救急箱

6. コロナ関係
消毒液、マスク、体温計

7. coffee break終了を知らせるベル

8. 事務局用携帯
ベンダー：エクスモバイル株式会社
9/9～9/20までの間、ガラケーをレンタルした。国内通話料かけ放題、事前
に番号通知（8/22以降）で金額は 8,096円（税込）だった。

9. コピーカード
たまに参加者からコピーしてと言われる。
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10. 電源プラグマルチ変換アダプター
変換アダプター 3P→ 2Pと、BF,C,SE,O,O2,B3,CB (UK/EU/AU/CN/IN

等)電源プラグタイプに対応したロードウォーリア製 RWG111　レンコン
Ren!conを用意した。

1.3 デスクで対応すべき事

1. 参加者に対して、名札、書類ファイル、傘、ノート、ペンの入ったバッグを
渡す。

2. travel support を受ける人の boarding passの回収

3. 支払いがまだの人に対してその場でweb pageから支払を促す

4. 各問い合わせに対応
以下は南部ホールで開催時の場合の対応を記載。

(a) ATM、喫煙所、食堂の案内
事前に地図を作成した。

図 4: Map

(b) 体調不良者への対応
今回の国際会議は理学研究科の共催になっていたので、保健センターに
事前に連絡しておくと当日学外者も診察してもらえる事となった。
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図 5: registration desk

(c) AED

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/schools/ed_support/anzen/aed/toyonaka

(d) 自然災害発生時の避難場所
理学研究科の前

(e) wifiの紙をなくしたら
再度紙に記入して貰う。

1.4 当日の様子

• 8:00　　　南部ホール集合　準備開始

• 8:30-9:00　 desk open

この時間が一番混雑した。名札と goodsを渡してから隣のデスクでwifiの紙
を記入してもらう、という流れを 3人で対応した。
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• 18:00-18:30　終了後、念のためPCなどを南部ホールの中に入れて施錠して
解散。

2 Reception

2.1 Receptionの目的

会議の前日に registrationしてもらう事で当日の混雑を防ぐとともに、日本の文
化を知ってもらったり、軽食やワインを飲みながら情報交換をするため。

2.2 発注

1. 軽食
ベンダー：2ndTable株式会社
コロナ禍での開催のため、取り分けるようなものではなく、図 6のように 1

つずつ並べられているものをオーダーした。菜食主義のことも考え、野菜中
心のものをオーダーした。備品（お箸・おしぼり・紙皿）や紙のトングもつい
ていたのでとても便利だった。また、テーブルクロスもついていたので雰囲
気が出て良かった。発注は参加予定 53名に対して 40名想定での発注を行っ
た。
【メニュー】

• 魚介とロマネスコのマリネ～(お一人様 1ピース)

• チャバタサンド バリエーション (お一人様 1ピース)

• トリュフ風味のライスコロッケ～アランチーニ～(お一人様 1ピース)

• スチームチキンのトルティーヤロール 菜園風 (お一人様 1ピース)

• イタリア風オムレツと彩り野菜のピンチョス (お一人様 1ピース)

　

2. 飲み物
ベンダー：フェリシティーオンラインショップ、Amazon

ワインなどをおく drinkコーナーにもクロスを設置した。
【メニュー】

• ワイン（赤・白） 各 5本（1本 759円）
計 10本（送料込みで 8,188円）コスパが最強と言われる金賞ワイン

– ドメーヌ　ポール マス　クロード ヴァル 赤 2020 750ml 赤ワイン
フランス　
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図 6: 軽食

– ドメーヌ　ポール マス　クロード ヴァル 白 2020 750ml 白ワイン
グルナッシュ ブラン フランス

• オレンジジュース

• お茶

• プラスチックコップ　ワインは紙コップだとワインがしみてくるため

2.3 余興

図 7のように大阪大学　邦楽部　銀簫会（ぎんしょうかい）と大阪大学交響楽
団に依頼し、演奏してもらった。尺八と琴、ヴァイオリンで和洋のコンサートで
大変評判が良かった。演奏後には実際の琴を並べて演奏体験をしてもらった。楽
曲プログラムは山中研の学生に作成してもらった。

2.4 当日の様子

• 16:15　　最初の参加者到着。
想定より早く来たので準備をもう少し前倒しできていれば良かった。

• ～17:50　ちらほら参加者あり、軽食を食べながら談笑
学生アルバイト 2名を drink係にした。

• 18:00　　琴コンサート開始
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図 7: concert

• 18:30　　コンサート終了後、琴体験しながら談笑。

• 19:30　　レセプション参加者全員帰る。　 24名（山中研KOTO　 9名）

• ～20:00　まで片付け。絨毯についたワインなどの掃除など。

3 Coffee break

3.1 方針

• 3日間計 6回で毎日違う種類のお菓子を出す事で日本のお菓子の素晴らしさ
を知ってもらう。

• 海外の方も日本の方も初めて食べるようなお菓子を取り入れる。

• アイテムがかぶらないようにメニューを組む。

• 甘いものと塩気のあるものの両方を取り入れる。

• 賞味期限に気をつけて発注する。

3.2 予算の決め方

1. コーヒー
固定費になるので先にコーヒー業者を探した。大阪大学の豊中キャンパスま
で配送してくれる業者は生協、2nd table、CTH合同会社の 3社だった。石橋
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構内のタリーズないし蛍池駅のスターバックスは配達はないが手配は可能で
あった。CTH合同会社が予算的にも質の良さでも第一候補であったが、諸
事情により辞退となった。2nd tableは実績も多く、学会向けのケータリン
グサービスを行っており、セッティング・後片付け・備品・カラーテーブル
クロス・出張費込なのでとても楽に手配できた。

2. お菓子とフルーツ
コーヒーの見積もりの後、残りの金額でお菓子の発注をした。お菓子と言っ
てもスーパーからデパートで売っているものまで様々であるが、その二つを
組み合わせる事で予算内に納めた。フルーツは予算の割合が大きかったので
全体の予算が決まってから採用を決めた。

3.3 お菓子の内容（人気順）

今回の coffee breakで判明したのは海外からの参加者にはとにかく甘いものが人
気だという事。coffeeと共に楽しむのは甘いお菓子が主流な様子で、クッキーや抹
茶が人気だった。

1. カヌレ
ベンダー：Daniel

発注方法：ダニエルルクア店にて買付。
賞味期限：5日
Danielのカヌレはほとんど余す事なく売れた。一口サイズで食べやすく、コー
ヒーに合った。定番のプレーン、カカオ、いちじくくるみ、抹茶、白桃。

2. 阿闍梨餅
ベンダー：京菓子司　満月
発注方法：電話注文し、大学まで配送。
賞味期限：5日
海外の方は“もち”が好きな傾向にあるのでとても受けが良かった。和菓子
の割には安価で組み込みやすい。賞味期限が短いので日時を指定しての配送
が必要。

3. 茶の菓
ベンダー：MALEBRANCHE（マールブランシュ）
発注方法：高島屋オンライン
賞味期限：製造日より常温で 24日間（夏だったのでクール便で配送し南部
ホールの冷蔵庫にて保存）
濃厚な抹茶クッキーのラングドシャでクッキーという事もあり、人気だった。
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4. 成城石井のクッキー
ベンダー：成城石井
発注方法：成城石井の実店舗にて購入。
賞味期限：製造日より常温で 24日間
単価が安く、質も良かったのでスーパーに売っているものよりお勧め。

5. 和洋
ベンダー：粟玄
発注方法：粟玄オンラインショップ
賞味期限：2ヶ月
大阪のお菓子を取り入れるために採用した。100％北海道産生クリームと珈
琲の薫り高いほのかな苦味でキャラメリゼされたアーモンドのお菓子。大阪
名物粟おこしの技術を使うことでサクサクとした食感が生み出される。

6. どら焼き
ベンダー：創業 400年の和菓子屋 虎屋本舗
発注方法：虎屋本舗オンラインショップ
賞味期限：常温 21日
どら焼きはドラえもんで世界的に有名。一度は食べてみたいという人もいた
ので採用。他の店のどら焼きは賞味期限が短かったので（通常は 3日程度）こ
の店に決めた。またコーヒー餡というのも洋の要素があり面白いかなと思っ
たが、外国人にはあまり受けなかった。あんこが苦手な海外参加者もいた。

7. YOKUMOKU（ヨックモック）のクッキー
ベンダー：YOKUMOKU阪急うめだ本店
発注方法：阪急うめだ本店にて購入。
賞味期限：製造日から 120日
シガール、ドゥーブル ショコラオレ、ビエオザマンドの３種類を採用。どれ
も安定的に人気だった。

8. FOUCHER（フーシェ）のクッキー
ベンダー：
発注方法：店舗にて買付
賞味期限：製造日より 90日
個包装なので衛生的でコスパが良く、6種類のクッキーが入っているので色々
な味が楽しめる。

9. HAPPY Turn’s（ハッピーターンズ）
ベンダー：HAPPY Turn’s　阪急うめだ店
発注方法：阪急うめだ本店にて購入。
賞味期限：製造日より常温 120日
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和三盆、サワークリームオニオン、塩バター、チーズ、キャラメルショコラ、
バナナマスカルポーネ。ハッピーターンに馴染みのある日本人参加者には評
判がよかった。

10. 萩月のおかき
ベンダー：京都祇園萩月　阪急うめだ店
発注方法：阪急うめだ本店にて購入。
賞味期限：製造日より常温 120日
萩月のいろどりという 8種類が小包装されたものを採用した。

11. スーパーマーケットで買ったお菓子

(a) アーモンドチョコ

(b) アルフォート

(c) 柿の種
柿ピーはファンがいるがコーヒーブレイクにはあまり人気がなかった。

(d) おにぎりせんべい
形が可愛いと言って食べてくれている人がいたがこちらもコーヒーブ
レイクにはあまり人気がなかった。

3.4 お菓子の並べ方

図 8のようにお菓子をテーブルで並べる際は、使い捨てとしても再利用する
事もできるプラスチックのお皿を採用した。また、各テーブルには必ずクロ
スを敷いた。コーヒーを溢す恐れもあるので濃い色のクロスがお勧め。（実
際にこぼしたりもあったがクロスのおかげで目立たなかった。）お菓子の内
容がわかるように小さな説明を置いた。

3.5 フルーツについて

ベンダー：フルーツの千里
会議中のリフレッシュ要素としてフレッシュなものを取り入れるためフルー
ツの発注を試みた。大阪大学まで配達してくれるフルーツショップを手探り
で探した。フルーツの千里は予算に合わせてカットフルーツの盛り合わせを
作ってくれるのでとても組み込みやすかった。図 9に示すように味も鮮度も
よく、日本のフルーツの素晴らしさを知ってもらえた。実際に一度フルーツ
を食べるとやめられなくなっている参加者もいた。
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図 8: お菓子

図 9: fruits
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4 Banquet

4.1 方針

海外からの参加者が多いので最初はフレンチコースとしていた。しかし事前に
IACの委員にアンケートをとった結果、20人中 18人が日本食と回答した。せっか
く日本に来ているので、日本食を楽しみたいとのことだった。

4.2 日時、場所

• ホテルの決め方
大阪大学からだと千里阪急ホテルが一番近いが、千里阪急ホテルは日本食
プランがなかった。リーガロイヤルホテルも良かったが、日本食のパターン
だと予算をオーバーしていた。大阪界隈のホテルをあたった結果、日本食の
キッチンも完備している新阪急ホテルに決定した。全体的にフレンチコース
よりも日本食の方が割高になる印象だった。

• 日時について
ホテルまで外国人参加者を誘導するのが困難なため、バスでの移動を考えた。
バスのチャーターには別途予算がかかるため（バス 45名用　 1台 90,000円）、
excursionの日の夜に banquetを組み込む事で予算を圧縮した。

• アレルギーや菜食主義者に対する対応
オンライン上での参加登録の際に、『dietary restrictions』記入項目を設置し
た。記入があった参加者に対してホテル側からもらった食物アレルギーお伺
いシートを英訳した food allergy sheetに記入してもらい、その内容を元にホ
テル側と相談した。ホテル側の対応としては dietary restrictionsがある人に
それぞれの専任が料理をサーブし、事前にその人たちと顔合わせし当日席を
確認するという流れだった。実際にはバンケット参加者名 55名のうち乳ア
レルギー 1名、海藻アレルギー 1名、菜食主義者 3名、魚を食べない人 1名、
寿司を食べない人 1名、ラムを食べない人 1名であった。

• コロナ対策
図 10にあるように基本的に立食なしの着席スタイルで席次は事前に決めず、
当日自由に座ってもらった。とても広い会場だったのでテーブル間は十分に
スペースを開け、ドリンクも自分で持ってくるのではなくサーブしてもらっ
た。また、パーテーションを置いた（とても分厚いアクリル板で隣の人の声
は聞きにくかった）。
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図 10: banquet

5 IAC Meeting

お弁当の発注について
ベンダー：台湾ベジキッチン楽膳
9/16の昼休みの間に開いた IAC Meeting の際のお弁当の発注が必要だったが菜食
主義者がいたので、普通のお弁当屋さんでは発注できなかった。百貨店等ではベ
ジタリアン用のお弁当が売っていなかった。全く違うお弁当になるのをできるだ
け防ぐため、くるめし弁当というサイトから台湾ベジキッチン楽膳というお店の
ベジタリアン対応のお弁当を注文した。例えば 12:00-12:30 or 12:15-12:45のよう
に配達時間を 15分おきで 30分間の設定できた。図 11にあるようにお茶付きの２
段弁当で 1500円～2000円であった。

図 11: ベジタリアンお弁当
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6 Excursion

6.1 予算の決め方

ベンダー：近畿日本ツーリスト株式会社
人数によってバスの台数が変わり、バスの台数によって予算が大きく変わる。コ
ロナ禍でのバス会社からの乗車人数の制限はなかった。まず参加者の人数を予測
し、参加者が増えても減っても対応できるようなプランが必要である。例えば、大
型バスの定員は 1台あたり 45名程（補助席の使用なし）。バス 1台 90,000円ほど
である。また通訳 1名につき 45,000円必要。様々な質問をされるのでその道に精
通している通訳をお願いしたのは非常に良かった。

6.2 行き先の決め方

候補として有馬温泉、奈良（東大寺）、京都市内（清水寺・平安神宮）、京都宇
治（平等院鳳凰堂・抹茶体験）などがあった。有馬温泉は温泉に入った後そのま
ま banquetという流れにできたらとのことだったが、日帰りで受け入れてくれる
温泉施設はなかった。また温泉は少し抵抗がある人もいた。京都については市内
はアクセスしやすいのと、日本に来たことがある人ならファーストオプションと
して既に訪れているかもしれない事などを考えた。また山中教授が自ら足を運び、
下見した結果、奈良に決定した。図 12に示すように主に東大寺の散策と二月堂、
三月堂、鹿との触れ合い、東大寺ミュージアムを楽しんだ。

図 12: excurion
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6.3 しおりについて

外注すると、英訳+紙面制作レイアウトで「70,000円（税別）　※ 70名から 80

名想定」が追加で発生するため、図 13に示すように研究室のM1 川田さんに作成
してもらった。

図 13: しおり

6.4 当日までに決めたこと

1. 大学への入構
大学内で大型バス 2台を停車できるスペースを庶務係と相談し、大阪大学サ
イバーメディアセンター 豊中教育研究棟前に停車することになった。事前
にサイバーメディアセンターにも連絡・許可を取った。

2. バンケット会場との連絡
excursionの後にバンケット会場へ直行だったため、停車場所等について近
畿日本ツーリストとバンケット会場である新阪急ホテルに直接連絡をとって
もらった。

3. 雨天時の対応
雨天時の対応として折りたたみ傘を goodsとして配布することで対応した。
また台風などの対策として、大仏殿と東大寺ミュージアムの後、団体予約な
しで行ける奈良国立博物館へ行くという別プランを用意してもらった。
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4. 行方不明者の対応について
当日は何でも屋を 1名用意した。当日参加予定者が現れず、連絡がとれない
場合は、遅刻してくる場合に備えて遅れて出発してもらう。待ち時間は１時
間に設定した。

• 実際に起こったトラブル
バスの搭乗時に名簿をチェックし、参加者を確認したところ、参加する
はずの人が 1名いないことがわかった。本人や事前にわかっていたホテ
ルに連絡したが、連絡がつかなかったので、何でも屋の小寺氏に遅れて
出発してもらった。結局当人は現れず、後に体調不良で休んでいたとい
うことが判明した。(翌日、さらに各方面から連絡を試みて判明)

7 保険について
ベンダー：近畿日本ツーリスト 2つの保険に加入した。

1. レクレーション傷害保険
学会期間中に「傷害保険」の方に加入。被保険者（参加者）がケガした際に
支払われる。学会大会で賠償責任まで問われるケースは起こりにくいという
判断で、他の学会でも同様なケースが多い。学生はアルバイトをしていると
加入できないので注意。

2. 国内旅行傷害保険
エクスカージョン当日中の事故に対する保険。
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