
令和元年９月１８日 

各位 

 

 
名 古 屋 商 工 会 議 所  
愛知県産業立地推進協議会  
愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・センター  

 

 
 愛知県、名古屋商工会議所、愛知県産業立地推進協議会、愛知・名古屋国際ビジネ
ス・アクセス・センターでは、首都圏の企業の皆様に愛知県の優れた交通インフラ、
厚い産業集積等の立地環境や、立地優遇施策等をご紹介する「愛知県産業立地セミナ
ー２０１９ ＩＮ 東京」を開催致します。 
報道各位におかれましては、事前の報道並びに当日の取材方につきまして、格別のご協

力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

■■ 愛知県産業立地セミナー２０１９ ＩＮ 東京 開催内容 ■■ 
◆日 時 
   令和元年１１月２５日（月） １６時 ～１８時 
◆場 所 

グランドプリンスホテル高輪 
B1F「プリンスルーム」、「クラウンルーム・ロイヤルルーム」 
（東京都港区高輪３－１３－１ 電話０３－３４４７－１１１１） 

◆内 容 
  [第１部：セミナー] 

○愛知県の魅力と産業施策の紹介 愛知県知事 大村 秀章 
○講 演 

演 題：「モビリティカンパニーへの変革」 
講 師：トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー President 奥地 弘章氏 

    ○愛知県の地域の魅力紹介 
          常滑市、幸田町 
  [第２部：交流会] 
   参加企業の皆様と愛知県知事、名古屋商工会議所、 

県内市町村関係者等との交流・懇談（立食形式） 
◆定 員 

２００名 ※ 参加費無料（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます） 
◆申込方法【要事前申込み】 

参加申込書（別ページ、本所ホームページ内）にて、１１月１３日（水)までに、 
ファックスで、名古屋商工会議所産業振興部（052-232-5752）まで 
事前にお申込み下さい。 

◆主 催 
愛知県、名古屋商工会議所、愛知県産業立地推進協議会、 
愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・センター(I-BAC) 

◆後 援 
一般財団法人日本立地センター、日本商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）  
 

【本件に関するお問合せ先】 
○名古屋商工会議所 産業振興部モノづくり・イノベーションユニット（担当：中本） 
ＴＥＬ ０５２－２２３－８６０１ ＦＡＸ ０５２－２３２－５７５２  

○愛知県 経済産業局産業部 産業立地通商課 立地指導・調整グループ(担当：氏原) 
ＴＥＬ ０５２－９５４－６３４２ ＦＡＸ ０５２－９６１－７６９３  

「愛知県産業立地セミナー２０１９ ＩＮ 東京」を開催します！ 



2019 2019年11月25日（月）

16：0018：00

会場：グランドプリンスホテル高輪

東京都港区高輪3 13 1

プリンスルーム、クラウンルーム・ロイヤルルーム

主催：愛知県、名古屋商工会議所、愛知県産業立地推進協議会、愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・センター（I-BAC） 

後援：一般財団法人日本立地センター、日本商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ） 

参加費無料

WEBまたはFAXで

お申し込みください

（定員200名） 

※お申し込み方法は裏面をご覧ください 

○C Mitsubishi SpaceJet Family



愛知県産業立地セミナー2019 I N 東京

問合せ先 愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課 立地指導・調整グループ（ TEL： 052-954-6342）

愛知県の圧倒的な産業集積、企業の皆様を力強くサポートする日本トップクラスの優遇制度、優れた交通インフラなど、愛知の立地

環境の魅力をご紹介いたします。

16: 00-17:10 【第一部】 セミナー

愛知県の魅力と産業施策のご紹介

愛知県知事 大村 秀章

企業講演

演題 「モビリティカンパニーへの変革」

講師 トヨタ自動車株式会社

先進技術開発カンパニー President 奥地 弘章 氏

愛知県内の地域の魅力紹介

西尾市長 中村 健、常滑市長 伊藤 辰矢、幸田町長 成瀬 敦

17: 15-18:00 【第二部】 交流会

なごやめしや愛知の地酒をお楽しみいただきながら、名刺交換会を行います

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄの場合
参加申込フォームにアクセスし、必要事項を入力の上、お申し込みください。
URL： https: //www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_ detail.action?tempSeq= 18831

FAXの場合
下記の参加申込書に必要事項を記入の上、FAXでお申し込みください。
（ FAX 番号： 052-961-7693）

「愛知県産業立地セミナー2019 I N 東京」参加申込書

会社名・団体名 担当者氏名

所在地
〒 -

TEL FAX

E-mail

企業立地情報の

メールマガジン

配信希望(隔月)

愛知県産業立地推進協議会の

メールマガジンの配信を希望します

※レ点でチェック□
会社・団体HP

所属 役職 参加者氏名 セミナーのみ参加

ﾌﾘｶ゙ ﾅ

□
ﾌﾘｶ゙ ﾅ

□
ﾌﾘｶ゙ ﾅ

□
紹介者 1 愛知県産業立地通商課 ２ 愛知県東京事務所 ３ 愛知県企業庁 4 その他（ ）

※応募者多数の場合には、1 社につき1 名のご参加や、抽選とさせていただく場合があります。

※本セミナーは、企業・団体において現在事業活動をされている方を対象としており、対象外と認められる場合にはご参加をお断りさせて

いただくことがあります。予めご了承ください。（ 事業内容を確認させていただくため、会社・団体HP欄のご記入をお願いいたします。）

※ご参加いただける方には、後日参加証を送付いたします。

※ご記入いただいた情報は、本セミナーの運営、その他関連の情報提供（ 愛知県・市町村） 以外には使用しません。

愛知県以外（ 市町村） からの情報提供を希望されない方は、□にレ点でチェックしてください。

製造品出荷額等 41年連続全国第一位 “産業首都あいち”でビジネスを！

申込方法【申込期限： 11 月13 日（ 水） 】

※事業内容を把握させていただくため、

ホームページのURLをご記入ください

愛知県以外からの
情報提供を希望しません

□

FAX： 052-961-7693

参加申込フォーム



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAX：０５２－２３２－５７５２ 愛知県産業立地セミナー2019 IN 東京 参加申込書 

会社名 ＴＥＬ 

ご住所 〒 ＦＡＸ 

部
署
・役
職 

 

氏
名 

 メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 

   

   

※ご記入いただいた個人情報は、愛知県、名古屋商工会議所、I-BACからの各種連絡・情報提供のために利用させていただきます。 

※メールアドレスをご記入いただいた方には、産業立地情報等に関するメルマガ【愛知の企業立地情報マガジン】を配信させていただきます。 

１．日 時 令和元年 11月 25日（月） 16時～18時 
２．場 所 グランドプリンスホテル高輪 （東京都港区高輪 3-13-1） 

B1F「プリンスルーム」、「クラウンルーム・ロイヤルルーム」 

３．定 員 200名（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます） 

４．参加費 無 料 

５．主 催 愛知県、名古屋商工会議所、愛知県産業立地推進協議会 

愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・センター(I-BAC) 

６．後 援   一般財団法人日本立地センター、日本商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）  

７．内  容  [第１部：セミナー] 

○愛知県の魅力と産業施策のご紹介  愛知県知事 大村 秀章 

○講 演 

演 題：「モビリティカンパニーへの変革」 

講 師：トヨタ自動車株式会社  

先進技術開発カンパニー    President  奥地 弘章  氏 

○愛知県の地域の魅力紹介 

   常滑市、幸田町 

[第２部：交流会] 

○参加企業の皆様と愛知県知事、名古屋商工会議所、 

県内市町村関係者等との交流・懇談（立食形式） 

８．申込方法 申込書記入の上、11月 13日（水)までに FAXにてお申し込みください。 
 

■問合せ先 愛知県産業立地推進協議会（事務局：名古屋商工会議所） 

 TEL：052-223-8601  FAX：052-232-5752 （担当：中本） 

愛知県産業立地セミナー2019 ＩＮ 東京 
開催のご案内 

令和元年度  

11／25 

（月） 

首都圏の主要企業、外資系企業の皆様に、愛知県の優れた交通インフラや厚い産業集積等の立地環境、

立地優遇施策等をご紹介するセミナーを下記のとおり開催します。 

セミナーでは、大村愛知県知事が参加者の皆様に、直接愛知県の魅力と産業施策をプレゼンテーション

いたします。是非ご出席いただきますよう御案内申し上げます。 

当地域の魅力に触れて頂き、貴社の愛知県進出にお役立て頂きたく存じます。 


