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Updated Information（変更のご連絡） 

1. Registration（受付について） 

The venue for the Joint Workshop on May 9 has been changed from Seaside House to the 

Seminar Room B250, Center Bldg. on the main campus.  Please come through the tunnel from 

the main reception and take an elevator to Level B. Then please follow the sign stands to the 

registration desk in front of the Seminar Room B250. The registration starts from 14:00 on May 9 

and from 8:00 on May 10. Your nametag and luggage tag will be provided at the registration. 

Please wear the nametag and put your name tag on your luggage during the meeting. 

“AI and Brain Science” project members and those who have not yet paid applied for the banquet 

on May 10 and/or the lunch on May 10, 11 are asked to pay the fee at the registration desk in front 

of the Seminar Room B250. We will provide tickets (banquet, boxed lunch, breakfast, lunch buffet). 

Those who stay at OIST Seaside House are asked to pay the accommodation fee and breakfast fee 

at the registration desk as well. We will provide your room code number and regulations. 
５月９日の研究戦略ワークショップの会場が、シーサイドハウスより OISTキャンパスセンター棟セミナー

ルーム B250に変更になりました。 正面受付よりトンネルを通り、エレベーターで B階までお越しくださ

い。エレベーターを降りられましたら、サインボードに従って受付までお越しください。受付は、５月９

日午後２時から、１０日午前８時から開始です。受付にて、名札と荷物のネームタグを配布致します。会

議期間中の名札の着用と荷物のネームタグを着けて頂きますようお願い致します。 

「人工知能と脳科学」メンバーの皆様と各種お申し込み（懇親会、お弁当、ランチバッフェ）を頂いて、

まだお支払い頂いていない皆様は、受付にてお支払いをお願い致します。各種お申し込みのチケットを 

受付でお渡しいたします。OISTシーサイドハウスご宿泊の方は、宿泊料金、朝食代金も併せてお支払い下

さい。お部屋の暗証番号、施設利用ガイド、朝食券は受付でお渡しします。 

 

2. Poster presentation（ポスター発表について） 

Date: May 10, 18:00~20:30 

Venue: OIST conference center 

The poster session and the banquet will take place at the same time. Poster presenters should 

participate the banquet as well.  

Your poster should be displayed on May 10. Posters may be set up after 8:00 am on May 10 and 

have to be removed as soon as the session is finished. Your poster presentation number and panel 

location can be found in the poster presenters’ list, which will be displayed on the day and on the 

Brain-ai website after April 26. Please check your poster number in the poster presenters’ list.   

Thumbtacks will be available onsite for mounting the posters. 

*Poster size: W900mm or less （Panel size：W980mm × H1800mm） 
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日時：５月１０日	 １８：００〜２０：３０ 

場所：OISTカンファレンス・センター 

ポスター発表は懇親会を兼ねております。ポスター発表へ参加される方は懇親会にも参加となります。	  

ポスター掲示は５月１０日午前８時以降に、ポスター撤収はポスター発表終了後すぐにお願い致します。 

ポスター発表者一覧は、当日にポスター発表会場にて掲示、４月２６日以降に領域 webサイトに掲載致しま

す。ポスター番号は、ポスター発表者一覧でご確認頂き、指定された番号のポスターパネルにご掲示下さい。 

押しピンは、事務局にてご用意致します。 

＊ポスターサイズ：幅 900mm未満（パネルサイズ：W980mm × H1800mm） 

 

3. Dinner on 5/9（5/9夕食について） 

Date: May 9 19:15 – 21:15 

Venue: Ocean Terrace, The Peridot Smart Hotel Tancha Ward, 3rd floor  

Fee: 3,000 yen (including tax) for BBQ buffet + 1drink *We will collect the fee at the restaurant.  

Free shuttle buses: Please see the time table. 

The shuttle bus services to the dinner venue and to the hotels in Onna- village will be provided for all 

guests. Those who will not participate in the dinner, please take the 19:30 bus to the following hotels: 

 
Since there is not enough luggage space at the Peridot Smart Hotel Tancha Ward front desk, we 

would like ask for your cooperation regarding your luggage.  

For participants who stay at OIST Seaside House, please keep your luggage into the underfloor 

luggage compartment of the bus and please take the 21:20 bus after dinner and receive your luggage 

at OIST Seaside House. 

For participants who stay at the Peridot Smart Hotel Tancha Ward, please check-in first and leave 

your luggage in your room. 

For participants who stay at other hotels, please keep your luggage at the Peridot Smart Hotel 

Tancha Ward front desk and take the 21:35 bus which goes to the hotels in Onna-village.   
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日時：５月９日	 １９：１５〜２１：１５ 

会場：Ocean Terrace、The Peridot Smart Hotel Tancha Ward ３階 

会費：３,０００円（税込）BBQバッフェ 1ドリンク付	 *会費は、レストランで集金致します。 

無料シャトルバス：上記の運行表をご確認ください。ワークショップ後、そのままお帰りになる皆様は、 

19：35発のバスで上記指定ホテルまでご利用頂けます。 

夕食へご参加の皆様へ、手荷物につきまして、以下ご協力をお願い致します。 

シーサイドハウスにご宿泊の皆様は、手荷物をバスの床下トランクにご収納ください。お帰りは、21：20

発のバスにご乗車頂き、シーサイドハウスにて、荷物をお受け取りください。 

The Peridot Smart Hotel Tancha Wardにご宿泊の皆様は、チェックインを先にお願い致します。手荷物をお部

屋に置いて、ご参加ください。 

シーサイドハウス以外にご宿泊の皆様は、The Peridot Smart Hotel Tancha Wardフロントデスクにて手荷物を

お預かり致します。お帰りの際は、荷物をお受け取り頂き、21：35発にご乗車ください。 

 

4. Banquet（懇親会について） 

Date: May 10  18:00~20:30 

Venue: OIST conference center (during the poster session) 

Fee: Students 2,000 yen, Student poster presenters 1,000yen 

    Non-students 5,000 yen 

The staff member will collect tickets at the reception desk of the venue. Please prepare 
your ticket before entering. 
The shuttle bus services are provided for all guests after the banquet. Although reservation is 

required, you will be able to take the shuttle bus as long as seats are available. Please feel free to 

ask the staff member who will be standing by the OIST auditorium bus stop. 

 
   Taxi and Daiko services are also available. Upon calling, a car will arrive in approx. 15 min. 

 Ishikawa Taxi: 098-972-5406 

 Okitou Kotsu: 098-966-2861 

 Genki Daiko: 098-965-0819  

   *Drinking and driving is prohibited under Japanese law. Japan has a zero-tolerance alcohol policy,  

    so drivers must not drink any alcohol whatsoever.  
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日時：５月１０日	 １８：００〜２０：３０ 

場所：OISTカンファレンス・センター 

会費：学生	 ２，０００円、学生ポスター発表者	 １,０００、一般５，０００円 

r 

懇親会参加の全ての皆様は、懇親会終了後に、無料シャトルバスをご利用頂けます。事前のお申込みが優先

ですが、空席がある場合、事前予約がない方もご利用頂けます。OIST 講堂前バス停に待機しておりますバ

ス係員にお申し出ください。 

    タクシー、代行サービスもご利用頂けます。お電話してから、通常 15分で到着します。 

          石川タクシー合名会社: 098-972-5406 

 沖東交通事業協同組合万座営業所: 098-966-2861 

 運転代行	 元気: 098-965-0819  *飲酒運転はご遠慮下さい。 

 

5. Lunch box on 5/10（お弁当申込について） 

If you ordered a lunch box (including green tea) for 800 yen, we will distribute the 
lunch box at the registration desk. We will collect tickets. Please prepare your ticket or 
it will delay the process of receiving your lunch. 
It will be crowded during lunch hour, however Grano@OIST and some lunch box shops 
are also available in the central courtyard area. 
The Seminar room C210 (Capacity 60 people) is provided to have lunch. There is some 
space to have lunch at the restaurant (Level B), the cafeteria (Level C) and the central 
courtyard. 
お弁当（お茶付）800円(税込)をご注文された方は、お弁当は受付にて配布致します。お弁当チケットをご

用意ください。チケットがない場合、引き換えにお時間がかかりますのでご了承ください。 

昼食時間は、大変込み合いますが、Grano@OISTやセンターコート前のお弁当屋もご利用頂けます。昼食
スペースとして、セミナールームC210（定員60名）をご用意しております。また、レストラン（B階）、カ

フェテリア（C階）、センターコートもご利用頂けます。	

 

6. OIST campus tour on 5/11（キャンパスツアーについて） 

Date & Time: 5/11 12:05 - 14:30 

Capacity: About 60 people applied. We decided to accept all applications. 

    Meeting place: Registration desk in front of B250 

Schedule: 12:05 - 12:30 Campus tour  

           12:30 - 13:15 Lunch  *Please prepare your lunch buffet tickets. 

           13:20 - 13:50 Lab tour 1 

           14:00 - 14:30 Lab tour 2 



 5 

We will divide into 6 groups. You may able to participate in 2 lab tours and request up to 4 from the 

following Research units. Please submit your request from the link bellow: 

https://groups.oist.jp/ncu/request-form-oist-campus-tour-2018511 

We might not be able to meet your request. We will inform you once the plans are finalized. 

1. Brain Mechanism for Behavior Unit (Professor Gordon Arbuthnott) 
https://groups.oist.jp/bmbu  

2. Neural Computation Unit (Professor Kenji Doya) 
 https://groups.oist.jp/ncu 

3. Optical Neuroimaging Unit (Doctor Bernd Kuhn) 
 https://groups.oist.jp/onu 

4. Neurobiology Research Unit (Professor Jeff Wickens) 
 https://groups.oist.jp/nru 

5. Cognitive Neurorobotics Research Unit (Professor Jun Tani) 
https://groups.oist.jp/cnru 

6. Neuronal Mechanism for Critical Period Unit (Yoko Yazaki-Sugiyama) 
https://groups.oist.jp/nmcpu 

	 	After the campus tour we will provide transportation to the airport. Each bus can hold 45 people.  

    The buses will depart as soon as they are full.  

 

日時：５月１１日	 １２：０５〜１４：３０ (昼食時間も含みます) 

定員：定員を超える約６０名のお申し込みがあり、すべてお申し込みを受けることになりました。  

集合場所：B250前の受付  
スケジュール：12:05 - 12:30 キャンパスツアー  

                 12:30 - 13:15  昼食  *ランチバイキング券をご用意ください。 

                 13:20 - 13:50  ラボツアー1 

                 14:00 - 14:30  ラボツアー2 

OISTキャンパスツアーは６のグループに分ける予定です。	

ラボツアーは2つの研究ユニットをご見学頂けます。以下のリンクからお申し込みください。	

https://groups.oist.jp/ncu/request-form-oist-campus-tour-2018511	
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以下の研究ユニットより第４希望までをご記入ください。スケジュールが決まり次第、ご参加の皆様に改め

てお知らせいたします。また、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。	

1.	 Brain	Mechanism	for	Behavior	Unit	(Professor	Gordon	Arbuthnott)	

https://groups.oist.jp/bmbu		

2.	 Neural	Computation	Unit	(Professor	Kenji	Doya)	

	 https://groups.oist.jp/ncu	

3.	 Optical	Neuroimaging	Unit	(Doctor	Bernd	Kuhn)	

	 https://groups.oist.jp/onu	

4.	 Neurobiology	Research	Unit	(Professor	Jeff	Wickens)	

	 https://groups.oist.jp/nru	

5.	 Cognitive	Neurorobotics	Research	Unit	(Professor	Jun	Tani)	

https://groups.oist.jp/cnru	

6.	 Neuronal	Mechanism	for	Critical	Period	Unit	(Yoko	Yazaki-Sugiyama)	

https://groups.oist.jp/nmcpu	

空港へのシャトルバスは、定員45名バスを２台ご用意致します。キャンパスツアー終了後、随時ご乗車頂き、

満席になり次第、出発致します。	

	

7. Shuttle bus time table（シャトルバス運行スケジュール） 

Due to the large number of applications for the joint workshop, the venue on May 9 has 
been changed to the OIST main campus. Accordingly, we have added a 14:00 bus from 
Naha airport to OIST on May 9. 
５月９日の研究戦略ワークショップのお申し込み多数のため、会場が、OISTキャンパスセンター棟セミナ

ールーム B250に変更になりました。それに伴い、無料シャトルバス 14：00便を追加致しました。 
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Those who not applying for the Campus tour, please take the 13:00 bus.	
			キャンパスツアーをお申し込みでない方は、13 時のバスをご利用ください。 
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If you are planning to rent a car, please park in the Village Center Parking Lot, which 
is located 5 minutes’ walk from the Peridot Smart Hotel, or in the Conference Center 
Parking Lot. 
レンタカーをご利用の際は、ヴィレッジセンター駐車場	(the	Peridot	Smart	Hotelから徒歩5分です)、	

カンファレンス・センター駐車場をご利用ください。	
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The shuttle bus will stop at the auditorium bus stop. Please proceed to the main 
reception from there.  
The conference center parking lot is located near the bus stop. Please see the following 
route map below. Please note that the bus rotary is a one-way street. 
無料シャトルバスは講堂前のバス停に停まります。バス停から正面受付へお進みください。	

レンタカーでお越しの方でカンファレンス・センター駐車場をご利用頂く際には、以下の新入・退出ルート	

マップをご参照ください。バス停付近は、一方通行となっておりますので、ご留意ください。	

	

	

8. OIST Seaside House（OISTシーサイドハウスについて） 

Breakfast: 

For those staying at Seaside House, there is a breakfast buffet with free drink service included for 

500 yen / per 1maal. It will be served at Grano@OIST from 8am to 9am. 

Parking: 

If you are planning to rent a car, please park in the Seaside House Parking Lot (up to 20 cars). 
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Room amenities:  

Bath towel (1), face towel (1), bath mat (1) and tooth brush (1) during your stay. 

   Body soap, Shampoo, Rinse, Tissue box, Slippers, Toilet paper, Hangers, Refrigerator,  

Hair dryer, Alarm clock, Iron & ironing board, Free Wi-Fi service 

Others: 

No linen exchange and cleaning service are provided during your stay. 

There is no TV in the room.  

    No loungewear (Yukata, pajamas, etc.) is provided. 

There are vending machines for snacks, juice, canned beer, a water & hot water server, and  

2 microwaves on the 1st floor. 

Smoking is not allowed inside the OIST Seaside House and OIST Main campus. 

 
朝食：	

OISTシーサイドハウスにご滞在の方は、5月10日および11日の朝食バッフェ（ドリンクバー付）をGrano@OIST

にて500円(税込)でご利用頂けます。朝食バッフェは、8時から9時までのご利用となります。	

駐車場：	

レンタカーでお越しの皆様、シーサイドハウスの駐車場（20台あり）をご利用ください。	

アメニティーグッズ一覧：	

	 バスタオル、フェイスタオル、バスマットは各 1枚ずつのご用意です。	

歯ブラシ、ボディソープ、シャンプー、リンス、ティッシュ、スリッパ、トレットペーパー、	

ハンガー、冷蔵庫、ヘアドライヤー、目覚まし時計、アイロン用具、無料 Wi-Fi サービス	

その他：	

滞在期間中に、リネン交換、お部屋の掃除サービスはございません。	

浴衣などのルームウエアのご用意はありません。	

	 		スナック、ジュース、ビールの自動販売機、ウオーターサーバー（水、お湯）、電子レンジは 1階の	

	 	 ロビーにございます。	

    OISTシーサイドハウス、OISTメインキャンパスの施設内は禁煙です 


