
各位 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ 

「日欧米自動車フォーラム」のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、日本貿易振興機構（ジェトロ）ならびにグレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（GNI）につき 

ましては、多大なるご協力ならびにご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、このたび、日本貿易振興機構（ジェトロ）では、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブと共催で、 

1 月 20 日（木）に日欧米自動車フォーラムを開催致します。 

同フォーラムには、基調講演としてトヨタ自動車株式会社 常務役員 山科 忠氏をお招きし、「トヨタ 

の技術開発」をテーマにご講演いただきます。また同フォーラムには、セキュリティー、センサー、設計、 

スタンピング等の自動車関連企業が欧米より 11 社参加し、自社技術に関するプレゼンテーションを開催 

する予定です。またセミナー終了後は、欧米企業との情報交換を目的とした懇談会を予定しています。 

 ご多用中とは存じますが、欧米における自動車関連企業と交流を深める絶好の機会ですので、是非ご出席 

賜りますよう宜しくお願いします。 

敬具 

記 

 

  ■日  時：  2005 年 1月 20 日（木） セミナー 15:00～17:30 

                      懇談会  17:45～19:30 

  ■場  所：  KKR ホテル名古屋  蘭の間（セミナー会場）、芙蓉の間（懇談会会場） 

  ■主  催：  グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ (GNI) 

         ジェトロ名古屋・岐阜・三重貿易情報センター 

  ■参 加 費：  無料 

  ■定   員： 100 名（ただし定員になり次第、締め切らせていただきます） 

  ■プログラム： 

第 1 部 基調講演 「トヨタの技術開発」 

トヨタ自動車株式会社 常務役員 山科 忠 氏 

第２部  海外企業プレゼンテーション 

第３部   懇談会 

■お申込み方法：1 月 18 日（火）までに別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込 

みください。 

■お問い合わせ先：ジェトロ名古屋 担当：脇田・樽谷 

TEL：052-211-4517  FAX：052-202-0750 E-mail：NAG@jetro.go.jp 

以上 

 

※グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（GNI）とは 

本プロジェクトでは、名古屋から概ね１時間で移動できるエリアを「グレーター・ナゴヤ経済圏（ＧＮＲ）」としてとらえ、

中部経済産業局がコーディネータとなり、そのエリア内のプロジェクトに賛同する自治体（愛知県・岐阜県・三重県・名古屋

市他）・商工会議所・経済団体、合計３８機関が広域連携し、「グレーター・ナゴヤ」の名称の下で、地域の経済産業を積極的

にＰＲし、域内企業の海外企業とのビジネスチャンスの拡大や海外から優秀な企業・人材を呼び込むことを目的にしています。 



 

 

 

                                   

■  日   時： 2005 年 1月 20 日（木）15 時より  

・日欧米自動車関連技術セミナー  15:00～17:30 

・懇談会     17:45～19:30 

  ■ プログラム：  

15：00-  開会挨拶  
15：05- 第 1 部 基調講演「トヨタの技術開発」 

トヨタ自動車株式会社 常務役員 山科 忠 氏 
講演者略歴 

           トヨタテクニカルセンターU.S.A 株式会社取締役社長を経て、平成 15 年 6 月より現職。 

株式会社トヨタテクノサービス取締役、株式会社トヨタマックス取締役を兼任。 

15：45- 休憩 

15：55- 第 2 部 海外自動車関連企業プレゼンテーション（1社7 分程度） 

(1) センサー、GPS、情報通信関連技術等 

・Stratos Audio, Inc（米国） 
・SEPTENTRIO nv/sa（ベルギー） 
・International Electronics & Engineering S.A. (IEE) （ルクセンブルク） 
・Preco Electronics, Inc.（米国） 

(2) 自動車デザイン、アフターマーケット等 
・SBD Ltd（イギリス） 
・ONETOO（フランス） 

(3) 自動車エンジン設計等 

・FEV Motorentechnik GmbH（ドイツ） 
・ACTech GmbH（ドイツ） 

(4) 鋳物、金型、スタンピング等 

・Atlantic Tool & Die Co.（米国） 
・Cooper-Standard Automotive, Inc.（米国） 
・KIRCHHOFF（ドイツ） 

        ※同時に欧米企業との個別面談の場を設けています。個別面談会に参加を希望される 

方は、別添に面談希望の海外企業名と理由をご記入の上、事前にお申込みください。 

17：30-   終了   

17：45-   第 3部 懇談会 

セミナー終了後、欧米企業との懇談会を予定しています。 

19：30-   終了            

■ 会  場：セミナー会場 KKR ホテル名古屋 蘭の間 

懇談会会場 KKR ホテル名古屋 芙蓉の間 

市バスで 「外堀通り（西）」停を北へ徒歩 5 分 

地下鉄で 桜通線丸の内駅 1 番出口下車徒歩約8 分 

   お車で  名古屋高速 「錦橋」・「丸の内」 

各出口より 5～15 分 

  ■ お申込み先、お問い合わせ先：  

日本貿易振興機構（ジェトロ）  

名古屋貿易情報センター  

担当/脇田・樽谷（たるたに） 

TEL：052-211-4517  FAX:052-202-0750   

  



  

「「日日欧欧米米自自動動車車フフォォーーララムム」」フフォォーーララ ムム  参参 加加 申申 込込 書書  （（11 //22 00））  

～～セセキキュュリリテティィーー、、セセンンササーー関関連連技技術術他他、、自自動動車車関関連連企企業業 11 11 社社がが集集結結～～   

  
参加ご希望のプログラムにチェックして下さい。 □ セミナー  □ 個別面談会  □ 懇談会 

ふりがな    

氏名（和文）  Name（Eng.）  

会社名（和文）  Company（Eng.）  

所属（和文）  Department 

（Eng.） 

 

役職（和文）  Title（Eng.）  

連絡先住所 〒    － 

TEL         -      - FAX         -      - 

E－Mail         ＠ 

GNI パートナーズクラブに   □入会している □入会していない 

 

 

 

 個別に面談を希望される場合は、ご希望の企業、時間帯に面談を希望する理由の番号をつけてください（複数選択可）。

また詳しい資料をご希望される方は資料希望とご記入ください。応募者多数の場合は、必ずしもご希望の時間に添えな

い場合もございますのでご了承ください。 

  

面談を希望する理由 １ 興味深い技術・製品なので詳しく情報交換したい 

２ 自社技術、製品との技術提携を目指して話を聞きたい 

３ 製品を取り扱いたい（代理店等））    

（記入例） 

 16:00 ～16:30  16:30 ～17:00  17:00 ～17:30  

Stratos Audio, Inc  2 資料希望 

 

 16:00 ～16:30  16:30 ～17:00  17:00 ～17:30  

Stratos Audio, Inc    

Preco Electronics, Inc.    

Atlantic Tool & Die Co.    

Cooper-Standard Automotive, Inc.    

ONETOO    

SEPTENTRIO nv/sa    

International Electronics & Engineering S.A. (IEE)    

ACTech GmbH    

KIRCHHOFF    

FEV Motorentechnik GmbH    

SBD Ltd    

 

ジェトロ名古屋貿易情報センター宛 FAX：052-202-0750 , 締め切り 200 5 年 1 月 18 日（火）

個別面談会、参加者募集中 


