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About Web Abstract Book 
 
Regarding the Web Abstract Book 
Browsing meeting abstracts through the website and smartphone app 
Participants will be able to browse abstracts before and during the meeting via the 
website as well as via a smartphone app (iPhone and Android) to plan their schedules.  
You can search for talks or poster presentations by filling in the fields for presenter’s 
name, talk title, affiliation, etc.  
You will also be able to create a PDF file of the talk information registered in the 
scheduler 
Please take advantage of the different functions. 
 

 
Access from a computer (Website top page) 
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Web Abstract Book について 
 

抄録閲覧 Web サイト・アプリのご案内 

来場前のスケジューリングから、会期中の抄録が閲覧できる Web サイトと、iPhone や Android 等

に対応した電子抄録アプリをご利用いただけます。 
発表者、講演タイトル、共催社名などを、該当の検索窓に入力することで、講演を検索できます。 
また、スケジュールに登録した講演情報を PDF に変換することもできます。 
学術集会のご参加に、抄録集と合わせてご利用ください。 
 

パソコンから（WEB 用トップ画面） 
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From tablet or smart phone (Top page for app) 
 

 

Note:  
※ Web Abstract Book can also be viewed from tablets and smartphones, but may 

incur large data charges. Users are strongly encouraged to enter a flat-rate data 
plan service. 

※ Web Abstract Book cannot be viewed from feature phones.  
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タブレットやスマートフォンから（アプリ用トップ画面） 
 

 

※ Web Abstract Book は、タブレット・スマートフォンでも使用可能ですが、通信した情報量に

応じてパケット料金が発生いたしますので、パケット定額サービスなどにご加入いただくこと

を強く推奨いたします。 
※ Web Abstract Book は、フィーチャーフォン（ガラケー）には対応しておりません。ご了承く

ださい。 
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【How to use:】 

Web (access from PCs) 
Click the link below. 
https://confit.atlas.jp/jsdb2017 

 

App (access from tablet or smartphone) 
Download app from App Store or Google Play by searching for “jsdb2017” or “発生生

物”  
 App name: 50th Annual JSDB Meeting 
 Fee: Free (app download may incur additional data charges) 
Note: 
※ Internet connection is required to download app 
※ Internet connection may be required for some app functions 

 Participants must log-in to create schedule or browse abstracts 
 

【How to log-in】 

Registered participants 
Enter the Registration ID (en000XXX of kn000XXX) and password you received 
in the registration confirmation e-mail. 
 
Participants registering onsite (includes pre-registered participants who have not 
completed payment) 
Registration ID and password will be provided when registration complete at reception 
desk.  
 

■ Available from 
End of April 2017  
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ご利用方法 

Web（パソコンから） 
以下の URL にアクセスしてください。 
https://confit.atlas.jp/jsdb2017 

 

アプリ（タブレットやスマートフォンから） 
App Store、Google Play より「jsdb2017」または「発生生物」で検索し、ダウンロードしてくだ

さい。 
●アプリ名：第 50 回日本発生生物学会年会 
●利用料：無料（アプリのダウンロードに別途通信料が発生します。） 
※アプリのダウンロードは、インターネット接続が必要です。 
※アプリ内の一部の機能のご利用は、インターネット接続が必要な場合があります。 
●スケジュール登録、抄録を閲覧する際は参加者ログインが必要です。 
 

ログイン方法 

【事前参加登録済の場合】 
登録時、メール配信されている Registration ID (en000XXX or kn000XXX)および Password
でログインしてください。 
 
【当日参加の場合（事前登録を行ったが参加費未納の方を含む）】 
参加登録時、受付にて ID とパスワードをお渡しいたします。 
 
 
 

■提供開始時期 

2017 年 4 月下旬よりご利用いただけます。 


