「社会課題の解決に向けた
新たな環黄海地域経済交流モデルの構築」

2021年 第19回

環黄海

「地域間交流の促進」

経済・技術交流会議
オンライン配信
※熊本城ホールで直接聴講もできます。

日韓中
同時通訳

参加無料

2021
KUMAMOTO
JAPAN

11月 16 日［火］

2021年

場所：熊本城ホール 3 階 大会議室 A1（熊本県熊本市）
主催：[ 九州 ] 九州経済国際化推進機構、経済産業省九州経済産業局、
（一社）九州経済連合会、熊本市
[ 韓国 ] 韓国産業通商資源部、
（社）韓日経済協会
[ 中国 ] 中国商務部
環黄海経済・技術交流会議とは
東アジア・環黄海地域の経済圏域の発展と交流の深化を目指す経済交流プラットフォームとして、
2001年3月にスタート。
これまでに九州・韓国・中国の順に持ち回りで18回開催。三国政府（日本：九
州経済産業局、韓国：産業通商資源部、中国：商務部）によるコミットのもと、年に一度、三国の関係者が
一堂に集い、交流を深化させることを目的として開催しているもの。なお、
ここでの環黄海地域とは、上
海から大連、仁川から釜山に至る韓国・中国沿岸部及び九州からなる黄海を取り巻く地域経済エリア。

11月16日［火］

15:00-

各国の企業等から「感染症対応型ビジネス分野」、
「環境・エネルギー分野」、
「 地域間交流分野」におけ
る技術・取組について、それぞれ紹介を行います。
［時

間］15:00 - 19:00
場］熊本城ホール

会議は原則オンラインでの開催となりますが、オンラインでの
視聴が困難な事情のある方については、50名程度まで会場参
加が可能です。なお、感染状況により、完全オンライン参加とな
る場合があります。
同時通訳はRSI（アプリ）を使用いたします。充電済みのスマー
トフォン・イヤホンの御持参をお願いいたします。
当日の感染状況によっては、
一般の参加者の方に関してはオンライ
ンでの参加をお願いする場合がございます。
予め御了承ください。
＜新型コロナウイルス感染症拡大防止ご協力のお願い・ご案内＞

来賓挨拶

日中韓三国協力事務局

後藤 雄三
徐 가람
罗

事務次長

白

範欽

氏

15:30-18: 40 三国における技術・取組の紹介
15:30-16:30 感染症対応型ビジネス分野
九州
韓国
韓国
中国

参加注意事項

開催地挨拶

経済産業省 九州経済産業局長
産業通商資源部 通商協力局長
商務部 亜洲司 副司長
中国
熊本市長 大西 一史
九州
韓国

九州

3 階 大会議室 A1
［出席者］九州、
中国、韓国の政府機関、企業等
計 300 名（原則オンラインでの参加）
［会

開会（司会）
三国代表挨拶

第19回環黄海経済・
技術交流会議本会議【日韓中同時通訳】

今回の会合では、
「社会課題の解決に向けた新たな環黄海地
域経済交流モデルの構築」と「地域間交流の促進」をテーマ
に、三国における技術・取組の紹介及び全体総括を行います。
環黄海地域におけるビジネスチャンス拡大の絶好の機会で
すので、皆様の積極的な御参加をお待ちしております。

「感染症に対応した商品開発について」
金剛株式会社 代表取締役社長
「紫外線照射装置の可能性について」
エアロシールド株式会社 代表取締役
「パンデミック以降の企業のデジタルトランスフォーメーション戦略の変化」 デジタルイニシアティブグループ 代表
「持続的な動機付けを通じた自己主導的な健康管理を提供するエクセマイン
エクセマイン株式会社 代表
プラットフォームとサービスの紹介及びグローバル化のための環黄海 3 カ国の協力案」
「感染予防管理が常態化する中における
江蘇省 商務庁 副庁長
江蘇省・日本・韓国間の産業サプライチェーンの構築」

九州
九州
韓国
中国

「プラスチックマテリアル再生事業における AI ロボット・IT 技術の活用について」 有価物回収協業組合石坂グループ 環境事業本部 部長
株式会社福岡建設合材 代表取締役社長
「燃焼灰の新しい利活用技術〜循環美"の創造について〜」
株式会社ミンテック 常務取締役
「電気自動車の使用後バッテリー診断技術の開発動向と再利用技術」
「エネルギー構造変換の促進によるベイエリアにおける水素エネルギーの未来創造」 広東省 広州開発区投資促進局 局長

「熊本市の魅力紹介～本市の産業と豊かな観光資源～」

韓国

「『ガス産業のオリンピック』2022 世界ガス総会」

中国

「日本・韓国輸入商品博覧会の商品調達ルート、
山東省 商務庁 副庁長
産業技術・投資促進のためのハイエンド協業プラットフォームの構築」
「北東アジアとの協力による新たなる発展の追求により、
河北省 曹妃甸モデル区 管委会 副主任
北東アジア地域経済協力を推進する曹妃甸へ貢献」

力ください。
ております。

中国

熊本市 経済観光局長
大邱広域市世界ガス総会支援団 団長

18:40-19: 00 次回開催地の紹介（韓国）
全体総括＆閉会挨拶 九州経済国際化推進機構 会長 倉富
閉会（司会）
19:00

申込みフォーム

参加申し込み方法
QRコードを読み取り、申込みフォームに必要事項をご入力の上、11月9日（火）必着
でお送りください。
なお、同一社内で複数名の申込みの際は、お手数ですが、1人1通の申込みをお願いいたします。

※参加申込多数の場合はお断りさせていただくことがございますので、お早めにお申し込みください。
※御提供いただいた個人情報は、事務局（九州経済国際化推進機構、九州経済産業局、一般社団法人九州経済連合会、熊本市、日本コ
ンベンションサービス株式会社（本事業に係る請負事業者））が、本事業（「第19回環黄海経済・技術交流会議」）の運営、九州経済
産業局からの施策等の情報提供、事後に実施するアンケートにおいてのみ使用し、事務局においてその保護について万全を期す
とともに、御本人の同意なしに事務局以外の第三者に開示、提供することはございません。

［内容に関するお問い合わせ先］九州経済国際化推進機構
九州経済産業局 国際部国際事業課
(一社)九州経済連合会 国際部

孫

氏

津

氏

石坂 繁典
福岡 大造
李 載勳
邵 静波

氏
氏
氏
氏

17:40-18: 40 地域間交流分野
九州

●会議開催に際して、
会場の人数制限、
消毒などの感染対策を行っ

升壎

氏

16:40-17: 40 環境・エネルギー分野

はできません。
●体温37.5℃以上及び平熱より高い発熱症状や体調不良があ
る場合は来場をお控えください。
会場での検温も実施します。
●来場者の皆さまの御連絡先を保健所などに提供する場合があり
ます。

朴

氏
氏

16:30-16: 40 ＜ 休憩 ＞

●当日は必ずマスク着用で御来場ください。
着用されない方の入場

●来場の際は、
接触確認アプリ
（COCOA)のダウンロードに御協

田中 稔彦
木原 寿彦
金 炯宅

TEL 092-482-5942
TEL 092-791-4278

田上 聖子
李 炫模 氏
呂
李

偉

氏

如忠

氏

純男

アクセス

熊本城ホール
〒860-0805
熊本県熊本市中央区桜町3番40号
TEL 096-312-3737／FAX 096-312-3738

アクセスマップ

○ 熊本駅から／市電 約12分、
車 約10分
○ 阿蘇くまもと空港から／バス 約46分
○ 熊本ICから／車 約35分

［申し込みの送付先］日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内
〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7階
TEL 092-712-6201 FAX 092-712-6262 Email 19yellowsearim@convention.co.jp

