
スマートグリッド国際標準化パブリックフォーラム 定 員 500名日 時 月 日 13：00～15：00（水）6 18 会 場 東3ホール内メインステージ 無料

スマートコミュニティサミット2014 300名各 日英同時通訳あり
会 場 会議棟1F レセプションホールA 主催：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA） 後援：経済産業省（予定）

無料日 時 定 員月 日（水）～6 18 日（金）20

6月18日（水） 6月19日（木） 6月20日（金）

「開会挨拶」 10：30～

古川 一夫氏
NEDO
理事長

経済産業省

佐々木 則夫氏
JSCA
会長

「来賓挨拶」 ～11：00

13：00～15：30　

「次世代エネルギー・社会システム実証事業
  ～国内４地域実証で見えてきた成果を発表」

「スマートコミュニティ実現に向けた
  世界各国の取組み」

ライブ・ドリアード2014～農林漁業と再生可能エネルギーによる日本創造フォーラム 定 員 700名
日 時 月 日 16：00～18：00（水）6 18 主催：（一社）創造再生研究所 共催：日刊工業新聞社

無料

パネルディスカッション
パネリスト

「日本の田園と森林の役割 ～再生可能エネルギーの未来」

パネルディスカッション
「スマートグリッドにおける標準化と技術動向」

10：00～12：10

午後の部

午前の部 午前の部

カントリーレポート

モデレーター：

エンターテイメント・プログラム 谷内里早、乾菫子、南部れいな、下山田珠実　他特別ゲストも予定しています。（管弦楽のコンサート） 出演者

将来の東京ビジョン、政策提言、
東京青年会議所の草の根運動

横浜市実証
東芝　スマートコミュニティ事業統括部 主幹

トヨタ自動車　技術統括部 主査 担当部長

羽深 俊一氏

経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部 
新産業・社会システム推進室　室長補佐 岩谷 邦明氏

川本 雅之氏
豊田市実証

けいはんな学研都市実証
三菱重工　エネルギー環境ドメイン事業開発・ICT推進室 主席部員

半谷 陽一氏
北九州市実証
富士電機　役職 名字 名前氏

「新興国セッション」 13：30～14：20
ADB

岡田 卓三三菱重工業　交通・輸送ドメイン 交通システム事業部
　　　　　　   グローバルＩＴＳ推進室 主席技師 氏

「マラガ実証」

西村 信孝
東芝　スマートコミュニティ事業統括部 
　　　 スマートコミュニティプロジェクト第三部 主査 氏

「リヨン実証」

江村 文敏
日立製作所　社会イノベーション・プロジェクト本部
　　　　　　　ソリューション・ビジネス推進本部 氏

「ハワイ実証」

高木 喜久雄
東芝　社会インフラシステム社
技師長 氏

John Arrowsmith
ロスアラモス郡電力会社
Utility Manager 氏

依田 高典
京都大学
経済学部・経済学研究科 氏

七里 一正
京セラ　システム研究開発統括部 
インフォメーションシステム研究開発部 主事 氏

北浦 嘉浩
シャープ　エネルギーシステムソリューション事業本部　
新規事業開発推進センター　主事 氏

寺澤 哲
日本電気
交通・都市基盤事業部 第二システム部 主任 氏

森野 仁夫
清水建設
技術研究所 主任研究員 氏

緒方 隆雄
東京ガス
スマエネ推進部 課長 氏

和知 功
日立製作所 電力システム社　電力流通事業部 電力情報制御本部
電力情報制御部 チーフプロジェクトマネージャ 氏

中島 栄一
関電工
技術開発本部 技術研究所 研究開発チーム 主任 氏

高橋 俊成
東芝　研究開発センター コンピュータアーキテクチャ・セキュリティラボラトリー
主任研究員 氏

ラウリ・コルツパルン
サイバーディフェンス研究所　
情報調査部 CTO 氏

矢野 仁之
日本電気　
スマートエネルギー研究所　主任研究員 氏

■ロスアラモス郡

識者をコーディネーターに、スマートグリッド分野の標準化にリーダー
シップを発揮している企業から講師調整中。本フォーラムは、「ＩＥＣ東
京大会」の開催を契機に、標準化への関心や理解を高めるために開催
します。

ISGAN/ GSGF参加国による
カントリーレポート及びパネルディスカッション
スマートコミュニティの実現に取り組むGSGF/ISGAN参加国
のメンバーが演者として一堂に会し、各国の先進的な取組みを
通じて得られた知識と経験を共有する。

ＩＳＧＡＮ及びＧＳＧＦ参加国から各国のスマートコミュニティの現
状や課題等に関する報告を行う。

13:00～14:30

海外実証総括パネルディスカッション

パネルディスカッション 14:30～15:30

インドにおけるスマートグリッドプロジェクト
NEDOの新興国におけるスマートコミュニティプロジェクト

※「ＩＥＣ（国際電気標準会議）大会」
＝日本では15年ぶりに開催される電
気・電子・情報の国際規格策定に取
り組む国際標準化機関の会議。日刊
工業新聞社は年間キャンペーンを企
画し大会開催を応援しています。

スマコミJapan 検 索

基調講演
11：00～11：30

11：30～12：00

コージェネの普及拡大に向けた取り組みについて基調講演と導入事例の紹介を交えて
議論します。

東京青年会議所 6月例会 定 員 1000名日 時 月 日 18：00～21：00（木）6 19 会 場 東3ホール内メインステージ
主催：公益社団法人 東京青年会議所 後援：日刊工業新聞社「サスティナブルシティ 新東京への挑戦　～このままでいいですか、東京の未来～」

無料
テーマ

盛之助

川口 盛之助

代表取締役社長

氏

東日本大震災復興構想会議

安藤 忠雄

議長代理

氏

東京2020オリンピック・パラリンピック
招致委員会

水野 正人

副理事長兼専務理事
ミズノ 元代表取締役会長

氏

東京青年会議所

菅原 敬介

理事長 第65代理事長

氏

「メガトレンド～変化を読み取る～」 「これからの都市発展のモデル」 「2020年東京オリンピックへ向けた、東京の未来」

林野庁 

阿部 勲

林政部
木材利用課長

氏

高知県知事

尾崎 正直 氏

農林水産大臣

林 芳正 氏

作家

C.Wニコル 氏

主催：日刊工業新聞社
基調講演

「知財と標準化の戦略と
　　　　　　  国際標準化への対応強化」
経済産業省 産業技術環境局

土井 良治基準認証政策課長 氏

宮本 洋一氏
清水建設
代表取締役社長

国吉 浩氏ＮＥＤＯ　理事

Paddy Turnbull氏
SmartGridIreland
議長

Global Smart Grid Federation(GSGF)
議長

Michele De Nigris氏

国際スマートグリッド行動ネットワーク（ＩＳＧＡＮ）
議長

10：00～12：00

午後の部 13：00～17：20

13：00～14：30

■アルバカーキ 14：50～15：40

16：00～17：20

「ＮＥＤＯスマコミ海外実証事業
  ニューメキシコ実証で見えてきた成果を発表」

「ＮＥＤＯスマコミ海外実証事業
   ～マラガ、リヨン、ハワイ実証で見えてきた成果を発表」

調整中

第２回コージェネレーション普及特別セミナー 定 員 700名
日 時 月 日 13：00～15：00（木）6 19
主催：コージェネ財団

無料

内 容

基調講演
「演題調整中」

コージェネ財団
理事長
東京工業大学
特命教授

【導入事例】

会 場 東３ホール内メインステージ

柏木 孝夫 氏
ほか調整中

調整中

ICT街づくり推進事業の事例発表
自治体からの発表

企業講演
ICT関連企業による発表
（各地での取り組み等）

ICT街づくり推進フォーラム（仮） 定 員 700名
日 時 月 日 14：00～16：30（仮）（金）6 20
主催：日刊工業新聞社

無料

総務省におけるICTを活用した街づくり施策の紹介のほか、自治体によるプロジェクト発表、ICT関連企
業による取り組み紹介を行い、ICTが実現する「スマートコミュニティ／スマートシティ」を推進します。

内 容

基調講演
総務省 情報通信国際戦略局
情報通信政策課（予定）

【第一部】 【第二部】

会 場 東３ホール内メインステージ

会 場 東3ホール内メインステージ
シンポジウム・ライブイベントで
ある「ライブ・ドリアード2014」で
は、農林漁業と再生可能エネル
ギーの活用による新しい社会の
形を考察します。

持続可能な社会のためには、環境と経済が好循環するバランスのとれた未来予想図を描き続ける必要があります。有識者による講演や対談を皮切りに、
一人ひとりが未来志向を持ち、新しくも変わらぬ東京の持続可能な社会ビジョンを考える機会となります。（ビデオ映像を交えて）。　※各講師は予定

第1部 第2部 第3部

第4部

特別併催事業

プレゼンター
農林水産省

末松 広行
関東農政局長

氏

基調講演

・参加国：韓国、ベルギー、インド、カナダ、イタリア、アイルランド

併 催 事 業 聴講登録は公式HPよりお申込みください。
公式HP http://www.nikkan.co.jp/eve/smart/

※発表内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。　最新情報は公式HPよりご覧ください。
スマコミJapan 検 索

会場への交通アクセス 会場案内図

  

詳細についてのお問い合わせは

日刊工業新聞社 業務局 イベント事業部
〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1  
TEL.03-5644-7221 FAX.03-5641-8321
URL : http://www.nikkan.co.jp/eve/smart/
E-mail : j-event@media.nikkan.co.jp
会場受付は混雑が予想されます。あらかじめ、本招待状の入場者登録カードにご記入の上、会場受付にご提出下さい。 ご来場を心よりお待ちしております。

国際展示場駅徒歩7分
大崎駅（JR）←13分→　　　　　　　←5分→新木場駅
（JR、東京メトロ 有楽町線）
※大崎から新宿・大宮方面へJR埼京線相互直通運転

国際展示場駅

東16系統（豊洲駅前経由）：東京八重洲口←40分→

門19系統（豊洲駅前経由）：門前仲町←40分→
東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

日の出桟橋（JR浜松町駅下車徒歩7分）←25分→
有明客船ターミナル（下船すぐ）

国際展示場正門駅下車 徒歩約3分
新橋駅（JR、東京メトロ 銀座線・都営 浅草線）←22分→

豊洲駅（東京メトロ 有楽町線）←8分→国際展示場正門駅
国際展示場正門駅

●りんかい線

●ゆりかもめ

●路線バス（都営バス）

●海上バス（水上バス）
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国際展示場駅 

国際展示場正門駅 
（ゆりかもめ） 

有明客船 
ターミナル 

東京湾岸道路 

西ホール 

会議棟 
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有
明
駅 

有
明
駅 

東2・3ホール 東2・3ホール 

展示会会場シンポジウム会場（一部）

招待者名(出展会社／団体名)
Exhibitor

会　場
東ホール
Hall No.

小間番号
Booth No.

本展は登録制になっておりますのでお手数ですが名刺を貼付するか、
各項目にご記入の上、入場者証と交換してください。
（Please fill out or attach your Business card）

会社名／団体名（COMPANY／ORGANIZATION）

お名前（NAME）

所属・役職名（TITLE）

〒□□□－□□□□

名

刺

貼

付

欄

所在地（ADDRESS）

電　話（PHONE） FAX

E-mail

アンケートにお答えください　 ※該当する項目の番号に○印を付けてください。 入場者登録カード

■ご来場登録者の個人情報の取り扱いについて
ご協力有り難うございました。ご来場者の個人情報については、スマートコミュニティJapan 主催の日刊工業新聞社およびバイオマスエキスポ主催者が責任を持って管理・運営をしております。日刊工業新聞社およびバイオ
マスエキスポ主催者ではご来場者のプライバシー保護に努めております。（日刊工業新聞社のプライバシーポリシーに関しては http://www.nikkan.co.jp/port/kojinjyouhou/ をご覧ください。）ご登録頂いた情報は日刊工業新聞社
およびバイオマスエキスポ主催者が細心の注意を払い利用させて頂きます。セミナーやフォーラムにご登録頂きますと、主催者、講師にも登録情報が提供されることもあります。この情報を利用して、日刊工業新聞社および
バイオマスエキスポ主催者では各種製品・サービスに関するご案内などをＤＭやｅ-mail にて皆様にお届けさせて頂くことがあります。また、併催しているフォーラム・セミナーでは主催企業・団体よりアンケートのお願い
やご案内をお届けすることがあります。各種ご案内等を受け取りたくない場合は右記をチェック（　）してください。  □　　

Q 7 .本展を何で知りましたか。
1. 主催者からの招待状　2. 出展者からの招待状　3. 日刊工業新聞　4. その他の新聞　5. 日刊工業新聞社発行の雑誌　
6. その他の雑誌　7. 公式ホームページ　8. 主催者からのメール配信　9. ポスター　10. その他

Q 1 .あなたの会社の業種は何ですか。
1.エネルギー　2.電気・電子　3.情報・通信　4.建設・土木　5.不動産・ディベロッパー　6.自動車・部品　7.輸送用機器　
8.機械・工具　9.精密機械　10.鉄鋼・金属　11.プラスチック　12.繊維・衣料　13.化学　14.農林水産業　15.自治体　
16.官公庁　17.公的機関　18.大学・教育機関　19.学生　20.食品・飲料　21.印刷・出版　22.流通・サービス　23.商社　
24.金融・保険　25.その他

Q 2 .あなたの職種は何ですか。
1. 開発･研究　2. 設計　3. 生産技術　4. 製造　5. 宣伝企画　6. 営業･販売　7. 資材･購買　8. 品質管理･検査　9. 経営･管理　
10. 学校・公的機関職員　11.一般・学生

Q 4 .あなたの年令は何才ですか。
1. 10代　2. 20代　3. 30代　4. 40代　5. 50代　6. 60代以上

Q 5 .あなたの会社の従業員数は何人ですか。
1. 50人未満　2. 50人以上　3. 100人以上　4. 300人以上　5. 500人以上　6. 1000人以上　7. 3000人以上　8. 5000人以上　
9. 10000人以上　10.一般・その他

Q 6 .来場目的は何ですか。　　※複数可
１. 製品購入　２. 製品購入のための情報収集　３. 技術移転についての情報収集　４. 取引先との交流　５. 技術開発・研究　
６.セミナーなど併催事業への参加　７. 新製品の情報収集　８. 業界動向把握のための情報収集

Q 3 .あなたの役職は何ですか。
1. 代表者・役員　2. 部長クラス　3. 課長クラス　4. 係長クラス　5. 主任クラス　6. 専門職・スタッフ　7. 一般社員　8. その他

Q 0 .ご来場に際して、どちらの展示会を目的に来場されましたか。　　※複数可
1.スマートコミュニティ展　2.バイオマスエキスポ　3.次世代自動車展　4.農業ビジネスソリューション展　5.クラウドコミュニティ

※会場内及び出展者ブースでバーコードを読みとられる行為は名刺交換と同様の行為になります。

「リフォーム産業フェア（6/17・18）」
相互入場可能展 相互入場可能展

「R&R建築再生展2014（6/18～20）」

ご 招 待 状  invitation

無 料 （入場登録制）入場料 ／

東京ビッグサイト 東2・3ホール
主　催／
共　催／（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／

スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）
主 催 ／バイオマスエキスポ実行委員会

（一社）日本有機資源協会、日刊工業新聞社共 催 ／バイオマスエキスポ

クールビズ（ノージャケット、ノーネクタイ）でご来場ください。
詳しくは

事前登録はこちら

スマートコミュニティJapanの入場証にて、
同時開催の西ホール「リフォーム産業フェア」、
東ホール「R&R建築再生展2014」にも入場できます。

相互入場
可　能

併催イベント


