
NEDO技術フォーラム in 中部（2010）NEDO技術フォーラム in 中部（2010）NEDO技術フォーラム in 中部（2010）
～次世代エネルギーと次世代自動車の今後の展望～

参加無料

～次世代エネルギーと次世代自動

日　　時 平成 2222年 1010月 1818日（月）
 1212：3030（開場）～ 1818：0000　（開演：1313：0000）
場　　所 愛知県技術開発交流センター　交流ホール
 （愛知県刈谷市恩田町一丁目157番地1）

定　　員 220220名 (定員になり次第締め切らせていただききます。）

 

参加方法 下記により、ホームページ又はFAXにてお申し込み下さい。 
  （個別相談会への申込みは、ホームページにある申込用紙をご利用下さい。）
申込み締切 平成 2222年 1010月 1515日（金）     

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構関西支部

愛知県、愛知県産業技術研究所

中部経済産業局、中部エネルギー・温暖化対策推進会議

一般社団法人エネルギー・資源学会
一般社団法人次世代自動車振興センター
社団法人日本エネルギー学会
社団法人日本電機工業会
財団法人あいち産業振興機構
財団法人科学技術交流財団
財団法人省エネルギーセンター東海北陸支部
財団法人新エネルギー財団
財団法人日本自動車研究所
愛知工研協会
独立行政法人科学技術振興機構イノベーションプラザ東海
独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部、北陸支部
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構関西支部
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3-3-10　梅田ダイビル16F
TEL　0 6 －4 3 0 6 －5 0 2 0　　FAX　0 6 －6 3 4 4 －4 5 7 5

　　　平成22年10月15日（金）参加申込
申込み締切

NEDO技術フォーラム in  中部（2010）NEDO技術フォーラム in  中部（2010）NEDO技術フォーラム in  中部（2010）～次世代エネルギーと次世代自動車の今後の展望～

平成22年10月18日（月）　開催

NEDO関西支部　宛

http://www.nedo.go.jp/ または、 FAX　06－6344－4575
ホームページからの申込み
http://www.nedo.go.jp/　→　「イベント情報」 
イベントの件名よりイベント内容を表示し、最下部の「参加申込」よ
りエントリー願います。
※初めて利用される方は、登録が必要となります。
※ホームページにも FAX 用紙（個別相談は、当該用紙にてお申し込
み下さい）を置いております。
FAX申込み 
右の欄に必要事項を明記の上、この申込用紙を FAX下さい。
FAX　０６－６３４４－４５７５ 
■個別相談のお申し込みは、お手数ですが、上記ホームページに
ある FAX用紙をご利用下さい。
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開催概要
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日　　時 平成 22年 10月 18日（月）
 12：30（開場）～ 18：00　（開演：13：00）
場　　所 愛知県技術開発交流センター　交流ホール
 （愛知県刈谷市恩田町一丁目157番地1）

定　　員 220名
 ※その他、個別相談会を併設いたします。（定員８組《14:10～ 17:50》）

参加方法 下記により、ホームページ又はFAXにてお申し込み下さい。 
  （個別相談会への申込みは、ホームページにある申込用紙をご利用下さい。）
申込み締切 平成 22年 10月 15日（金）     

220

8

プログラム

●ご連絡いただいた個人情報は、本事業のご案内及び関連する講演会等のご案内以外の目的で利用することは致しません。
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愛知県産業技術研究所

会場案内図　│愛知県産業技術研究所　

愛知県技術開発交流センター　交流ホール
愛知県刈谷市恩田町一丁目157番地1（愛知県産業技術研究所内）
TEL：0566-24-1841　FAX：0566-22-8033
名鉄一ツ木駅下車　徒歩１０分（南側の郵便局方向）
名鉄知立駅下車　タクシー１０分
ＪＲ刈谷駅下車　タクシー１２分
駐車場　約200台駐車可能(無料)
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NEDO技術フォーラム in  中部（2010）

開催に当たって開催に当たって開催に当たって NEDO技術フォーラム in 中部（2010）～次世代エネルギーと次世代自動車の今後の展望～

開催概要開催概要開催概要 NEDO技術フォーラム in 中部（2010）～次世代エネルギーと次世代自動車の今後の展望～

NEDO技術フォーラム in 中部（2010）～次世代エネルギーと次世代自動車の今後の展望～

日頃より、NEDO関西支部の業務に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今この国は、厳しい経済環境にさらされ、地球温暖化問題、エネルギー・資源・食物の高騰、人口減少・少子高齢化、
地域格差など、多くの課題を抱えております。
こういった中、私ども NEDO では、産学官の英知を集結し、国際的なネットワークを活かしながらエネルギー・地球
環境問題の解決と産業技術の競争力強化を目指し業務に取り組んでおります。
NEDO関西支部におきましても、活動地域である中部地域において、「NEDO技術フォーラム in 中部（2010）」により、

NEDO の取組の一端をご紹介することで、更に多くの皆様に当機構を知っていただき、ご活用いただき、新事業・新産
業の創出につなげていきたいと考えております。
ご多忙とは存じますが、是非、多数のご参加を頂きますようご案内申し上げます。

平成22年9月
独立行政法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

関西支部長　　森畑　通夫

日　　時 平成 2222年 1010月 1818日（月）
 1212：3030（開場）～ 1818：0000　（開演：1313：0000）

場　　所 愛知県技術開発交流センター　交流ホール
 （愛知県刈谷市恩田町一丁目157番地1）

日　　時 平成 22年 10月 18日（月）
 12：30（開場）～ 18：00　（開演：13：00）

定　　員 220220フォーラム 220名 (定員になり次第締め切らせていただききます。）

8個別相談会 8組（14:10～ 17:50）（要事前申込）

プログラムプログラムプログラム
12：30～ 受付開始、展示会場オープン
13：00～ 開催挨拶 ＮＥＤＯ関西支部長　森畑　通夫
13：05～ 来賓挨拶 中部経済産業局　地域経済部長　岡田　武
＜基調講演＞
13：10～ 「次世代エネルギーと次世代自動車の今後の展望」
  東海大学工学部電気電子工学科　教授　森本　雅之
＜主催者より＞
14：10～  「ＮＥＤＯにおける蓄電池技術開発の実施状況と今後の方向性」
  NEDOスマートコミュニティー部　蓄電技術開発室長　弓取　修二
＜共催者より＞
14：40～ 「省エネ型モーターの開発動向について」
  愛知県産業労働部　顧問　松井　信行（前名古屋工業大学学長）
15：10～ 休　　憩
＜事例紹介＞
15：40～ 「次世代エネルギー・社会システム実証地域としての取り組み」
  愛知県豊田市経営政策本部長　太田　稔彦
16：25～ 「札幌トラック IT実証（プローブ情報活用によるトラック省燃費運行）について」
  株式会社デンソー　ITS開発部　主幹　　　小野　恒夫
  　　　　　　　　　　　　　　　主任部員　水野　一男
17：10～ 「愛知県の次世代エネルギー等に関する取り組み」
  愛知県産業技術研究所　所長　中野　達夫
17：25 閉　　会

（NEDO）　関西支部


