September 28, 2016
th

Notice of the 15 International Conference of the JEPA
Dear Participants and Members of the Japan Economic Policy Association
Kind greetings from the JEPA．
The Japan Economic Policy Association will hold the 15th International Conference
on October 29(Sat.)-30(Sun.), 2016 at Onuma International Seminar House in Hokkaido,
Japan.
The main theme is The Global and/or Regional Effects of New Communication Systems
The theme of the Plenary Session 1 is "The Economic Impacts of the Bullet Train and Other
Transportation Systems" .
The theme of the Plenary Session 2 is " Regional and Global Effects of New Information and
Communication Systems" .
We would like to ask you to look at details on the following web site and to
participate in the conference. You could take a look at the first version of the program
on the same site. We will upload some revised programs on the site. Would you
please confirm the newest version of the program?
http://jepa.jp/jepa2016/jepa2016index.html
We would like to ask you to make an early registration on the Registration page of the
same site by October 9 and to make payment by October 16. After October 9, you
could make late registration and payment on the web site by October 22 and at the
reception desk on October 29-30.
Registration fees:

Early registration

General Member
General Non-Member
Ph.D. Student Member
Ph.D. Student Non-Member
Banquet Fee
Lunch Box

Late registration

¥5,000
¥6,000
¥4,000
¥5,000
¥3,000
¥1,000 per lunch

¥7,000
¥8,000
¥6,000
¥7,000
¥3,000

*Ph.D. student needs to show the ID card at the reception desk.
Sincerely yours,
President of the JEPA: Takashi YANAGAWA
Chair of the International Committee: Naotsugu HAYASHI
Chair of the Program Committee: Takao IIDA
Secretary General of the Program Committee: Akira MAEDA
Vice Chair of the Managing Committee: Akira KATO

2016 年 9 月 28 日
日本経済政策学会会員・国際会議参加者

各位
日本経済政策学会・会長
国際交流委員会・委員長
プログラム委員会・委員長
事務局長
運営委員会・副委員長

柳川 隆
林 直嗣
飯田 隆雄
前田 章
加藤 晃

日本経済政策学会第 15 回国際会議のご案内
拝 啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、今年度の日本経済政策学会第 15 回国際会議を、以下のテーマで、2016 年 10 月 29 日
（土）・30 日（日）の両日に大沼国際セミナーハウス（北海道教育大学後援）において開催い
たします。
メインテーマ： The Global and/or Regional Effects of New Communication Systems
全体会議 1 のテーマ："The Economic Impacts of the Bullet Train and Other Transportation
Systems"
全体会議 2 のテーマ："Regional and Global Effects of New Information and Communication
Systems"
詳細は以下の国際会議ウェブサイトをご高覧の上、振るってご参加を 頂きますようお願い申
し上げます。プログラムと運営委員会からのお知らせの初版ができましたので、同ウェブサイ
トの Program をご覧下さい。今後の修正についてはウェブ上で逐次プログラムを更新して参り
ますので、ご確認ください。

http://jepa.jp/jepa2016/jepa2016index.html
例年と同様に、参加登録、参加費振込、宿泊申込、及び昼食申込を上記ウェブサイトの
Registration のページからオンラインで受付けております。国際会議の円滑な運営を図るため、
10 月 9 日（日）の早期登録期限までにご登録を行い、10 月 16 日の支払期限までに支払いをお
願いいたします。10 月 9 日を過ぎる参加登録には期限後料金が適用され、10 月 22 日まではオ
ンラインで支払いができ、それを過ぎると大会当日の会場受付でのお支払いとなりますので、
宜しくお願いいたします。また座長や討論者の依頼が行きましたら、宜しくご快諾いただくよ
うにお願いいたします。依頼を快諾いただいた方は、期限後であっても期限前料金が適用され
ます。
敬 具
記
期 間：2016 年 10 月 29 日（土）～30 日（日）
会 場：大沼国際セミナーハウス（北海道函館近郊）
参加登録費：
早期登録
期限後登録
一般会員
5,000 円
7,000 円
一般非会員
6,000 円
8,000 円
院生会員
4,000 円
6,000 円
院生非会員
5,000 円
7,000 円
懇親会費
3,000 円
3,000 円

昼食代
1 食に付き 1,000 円
※ 博士課程院生の方は当日の受付の際，学生証（または在学証明書）をご提示下さい。

