日中ともに、手をたずさえて
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2019･JCIA 日中企業交流会&日中産業パーク推進説明会

御

案

内

状

2019 年 12 月 21 日（土曜）於工学院大学・東京

【主

旨】

日中両国産業界において、技術、市場の連携を深め、両国間の協力と協調的発展を促進する
業界指導者及び実務担当者を中心に、日中間企業交流に関する課題を討論する場を提供する。
日本と中国産業界の持続的発展のために相互理解を深め、建設的な交流計画を支援、推進する。
日本と中国の地方産業パークとの交流を促進し、両国の友好関係発展に貢献する。
一般社団法人日中創新協会は、日中間の経済活性化を促進すべく、さらに、日中間相互依存持続
的経済発展の需要を生かすために、日本の中小企業をはじめ、創新創業者企業との経済協力を一層
促進させるための『国際交流フォーラム』を開催することとなりました。
この「日中企業交流会」では、中国の創新創業協会や投資促進関連機構、地方工業団地の行政実
務責任者や大学教授、専門家の特別討論会が開かれます。また、創新創業投資ファンドの実務担当
者が、皆様と直接対話交流します。
これは、日本と中国経済圏との「技術・人材・資本・市場」をマッチングさせ、相互依存的経済
関係を円滑に推進させ、日中間の経済活性化に寄与できるものだと確信しております。
皆様にとっては、必ずや有益な交流会になるものと思っております。この機会に是非ご参加いた
だけますようよろしくお願いします。

１．
「2019JCIA 日中企業交流会」講演者及び参加者
○日中ハイテク産業パーク推進委員会責任者御一行
○福建省厦門(アモイ)市(火炬)ハイテク産業パーク推進局責任者御一行（参加予定）
○北京航空航天大学副学長をはじめ、教授（数名）、北京、山東、天津、湖南、福建ハイテク工業
園及び投資ファンド、民営投資ファンド等の代表者出席、対面交流会参加
○野村総合研究所高級研究員による主題講演
○大学学者、学科責任者、主任教授
○日本側中小企業代表者等多数出席、対面交流会参加
２．開催場所及び日時（東京）
日 時：2019 年 12 月 21 日（土曜日）
14：00～ 受付
14：30～ 挨拶・基調講演
15：00～日中企業交流会
中国地方産業パーク投資環境説明会
（厦門市ハイテク産業区、天津市西青区経済技術開發区）
18：00～ 懇親会（自由交流会）
会 場：工学院大学新宿キャンパス・工学院･北航大学孔子学院 会議場（別紙会場案内）
主 催：一般社団法人 J・C イノベーション協会(日中創新協会・日本華人華僑創新協会)
共 催：北京航空航天大学日本校友会、
福建省厦門市ハイテク産業パーク推進委員会
協 力：工学院大学北京航空航天大学孔子学院
後 援：一般財団法人日本経済協会、一般社団法人日中平和友好連絡会、北京航空航天大学校友総
会、社団法人日本系統管理改善工程協会、天津市西青区経済技術開發区、厦門市ハイテク
産業パーク推進開発区
17：30 までの会議参加は費用無料
18:00 からの懇親会/自由交流会(自由参加・会費自己負担、4,000 円予定) 定員 30 名で締切
◎連絡事務所： 〒104-0045
東京都中央区築地 4-4-14 5Ｆ
一般社団法人 J・C イノベーション協会（担当：小林）
TEL：03-6869-8886 FAX：03-5276-8866
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2019 年 12 月 21 日
2019･JCIA 日中企業交流会及び日中産業パーク推進説明会
14：00

受付（JCIA 活動ビデオ放映）

14：30

開会式

14：35

主催者挨拶

開会の辞

J･C イノベーション協会

李大清理事長

J･C イノベーション協会

遠藤乙彦会長

14：40 中国大使館代表挨拶（申請連絡中）
14：45

来賓挨拶 JCIA 顧問・参議院議員山田先生挨拶

14：50

企業交流会代表講演
◎一般財団法人日中経済協会

代表挨拶(連絡中)

◎日本企業団体代表挨拶
◎JCIA 理事による講演
①日中水族館事業の経営管理と技術交流の展望
-----名古屋水族館前館長日登弘/琵琶湖博物館顧問西村博之
②人工知能(AI)と携帯翻訳機
----- Lingolet，Inc.

代表

肖 文虎

③医食同源産業チェーン（漢方・健康食品開発研究）
----- 補天健康産業グループ
15：40

代表

戴 甲木

中国地方政府駐日代表処代表挨拶
◎天津市西青区経済技術開発区日本事務所

15：50

中国地方産業パーク紹介・投資環境説明
◎JCIA（アモイ）日中ハイテク産業パーク推進講演
持続可能なクリーン・スマート・ハイテク」産業園区の構想提案
（野村総研

パートナー、日中創新協会顧問近野泰）

◎福建省厦門(アモイ）ハイテク産業パーク推進説明
17：15 ◎協力機構覚書署名式＆理事企業証書授与式
17：25 自由交流（17:45 散会）

懇親・交流会(自由参加)
18：00

挨拶（JCIA 顧問）

18：10

乾杯（企業代表）

18：20～20：00

自由交流会（立食）

（上記 挨拶・講演者及び担当者 変更次第別紙公表します。）

2019・JCIA 日中企業交流会及び日中産業パーク推進説明会
（於工学院大学･北京航空航天大学孔子学院・東京）

参 加
メール：info@jciahch.org

申

込

書

FAX：03-5276-8866

「2019・JCIA 日中企業交流会」事務局

行

上記交流会の情報は弊会下記の URL からでもご覧になれます。

http://jciahch.org/ja/news/
日

会

時： 2019 年 12 月 21 日（土曜日）
14：00～ 受付
14：30～17:30 日中企業交流会及び日中産業パーク推進説明会
18：00～ 懇親会（自由交流会）
場：工学院大学東京新宿キャンパス 工学院･北航大学孔子学院 会議場（4F）
お問い合わせ先 TEL：03-6869-8886 FAX：03-5276-8866

14:30-17:30
日中企業交流会及び日中産業パーク推進説明会
（無料・定員 80 名）
18:00-20:00 夕食懇親会(ビンゴ大会開催予定)
（自由参加・参加費 4000 円 定員 30 名限定）

出席

欠席

出席

欠席

（招待者懇親会参加無料）

御社名：
_____________________________________________________________________________
所属及び御役職：
参加者氏名：
1.
____________________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________________
住所
メールアドレス：
_______________________________________________________________________________________
TEL：
FAX:
_______________________________________________________________________________________
ご質問・ご要望事項：
_______________________________________________________________________________________

2019 年
◎連絡事務所：〒104−0045 東京都中央区築地 4-4-14-5F
一般社団法人 J・C イノベーション協会事務局（担当:小林）
TEL: 03-6869-8886
FAX:03-5276-8866

http://jciahch.org

月

日

会 場

案

内

会議場（4F ホール）
会场地址（会議場案内）
日本东京——东京工学院大学新宿本部校区孔子学院
地址：東京都新宿区西新宿一丁目 24 番 2 号
工学院大学新宿キャンパス
〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2
最寄駅からのご案内：
「JR 新宿駅」下車、西口より中央通り左手を都庁方面に徒歩 5 分
「工学院大学新宿キャンパス」内、中層棟 4 階
※03 番エレベーターで 4 階降りて目の前
JR（山手線・中央線・埼京線）京王線、小田急線、地下鉄（丸の内線、都営新宿線）「新
宿駅」下車西口徒歩 5 分，大江戸線 都庁前駅 直結
工学院大学・北京航空航天大学孔子学院

お問合せ

TEL：03-6869-8886

FAX：03-5276-8866

MAIL：info@jciahch.org
会場 URL: https://www.kogakuin.ac.jp/campus/access.html

