
2019年 11月 28日 

 

「モビリティ・イノベーション セミナー 

～MaaS、CASEによる自動車分野の変革と展望～」の開催について 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、下記の通り、「モビリティ・イノベーション セミナー～

MaaS、CASEによる自動車分野の変革と展望～」を開催いたしますのでお知らせします。 

100 年に一度の変革期である自動車業界は今、進化や転換の必要性があり、その背景にある社

会変化や技術変化の動きであるCASEやMaaSへの対応には全産業を巻き込んだ仲間づくりの加

速が求められております。 

こうした状況を踏まえ、当行は CASEやMaaSへの対応による自動車業界をめぐる変化、今後

の取組みに関するセミナーを開催し、情報提供により地域企業さまのご支援を行います。 

また、本セミナーは、当行が取組む SDGsの一環として「9産業と技術革新の基盤をつくろう」

「11住み続けられるまちづくりを」の達成に貢献し、地域課題の解決を目的としております。 

記 

タイトル モビリティ・イノベーション セミナー～MaaS、CASEによる自動車分野の変革と展望～ 

開催日時 2020年 1月 17日（金）14：00～17：00（受付開始 13：30） 

会 場 名古屋銀行協会 大ホール （名古屋市中区丸の内二丁目 4番 2号） 

主 催 株式会社名古屋銀行  

後 援 

（予定） 

愛知県、経済産業省 中部経済産業局、一般社団法人中部経済連合会、 

一般社団法人中部産業連盟、名古屋市、株式会社日本政策投資銀行 

内 容 

≪第一部≫ 

【講  演】 『MONET Technologiesの取組』 

【講  師】 MONET Technologies株式会社 事業推進部担当部長 小澤 拓郎 氏 

≪第二部≫ 

【講  演】 『世界のMaaSトレンドおよびMobility分野のスタートアップ企業の紹介』 

【講  師】 Archetype Digital, Inc. President 野崎 慧史 氏 

≪第三部≫ 

【講  演】 『CASEの潮流～EV(電動化)の行方』 

【講  師】 株式会社日本政策投資銀行 東海支店 次長 塙 賢治 氏 

≪第四部≫ 

① 【講  演】 『愛知県の自動運転に関する取組について』 

【講  師】 愛知県 経済産業局 産業部 

 産業振興課 課長補佐（自動車産業グループ班長） 福田 充雄 氏 

② 【講  演】 『県外人材に注目した人材採用の進め方について』 

【講  師】 あいちUIJターン支援センター 鈴木 美奈子 氏 

（愛知県労働局就業促進課委託事業） 

参 加 料 無料 

定 員 250名程度（先着順） ※定員になり次第締切りとなりますのでご了承下さい。 

申込方法 別途申込書（セミナーチラシ併用）にてお申込みください。 

 

以 上 



 

 

 

２０２０年1 月17 日（金）  

14：00～17：00（受付 13：30～） 
 

会場：名古屋銀行協会 大ホール 
名古屋市中区丸の内 2-4-2 

 

後援(予定)： 
愛知県 経済産業省中部経済産業局  

中部経済連合会 中部産業連盟 名古屋市   

株式会社日本政策投資銀行  
 

申込締切日：2020年 1月 10日(金) 

 

 

 

 

  

 

           

参加費 
無料 

  

「100年に一度の大変革期」といわれる 

自動車業界の、今後の動向や新たなもの 

づくりへの取組みをテーマとした地方創生

SDGｓ関連セミナーです。  
 

★次世代自動車の普及によって、自動車産業はどのように変

化するの？ 

★産業構造の変化に対応するためには、どのような分野へ挑

戦したらいい？このような疑問・不安に対して解説します。 

定員250 名さま 
【ご予約制（先着順）】 

 

 
  

『MONET Technologies 

の取組』 
  

MONET Technologies 株式会社 

事業推進部担当部長小澤 拓郎氏 
  

 
  
  

  

『世界の MaaS トレンド 

および Mobility分野の 

スタートアップ企業の紹介』 
  

Archetype Digital,Inc. 

President  野崎 慧史氏 

 

 

CASEの潮流 

～EV（電動化）の行方
  

  

株式会社日本政策投資銀行 

東海支店 次長 塙 賢治氏 
  

 
  

 

 『愛知県の自動運転に 

関する取組について』 
愛知県 経済産業局 産業部 
産業振興課 課長補佐 

（自動車産業グループ班長） 

福田 充雄氏 

 
  

『県外人材に注目した人材採

用の進め方について』 
あいち UIJ ターン支援センター 

鈴木 美奈子氏 
（愛知県労働局就業促進課委託事業） 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

  

名古屋銀行 

ＭaaS、CASEによる自動車分野の変革と展望 



 
下記にご記入いただき、FAX もしくは、二次元バーコードよりお申込みください。 

参加証は発行いたしませんので、本状を当日会場にお持ちください 
 

■名古屋銀行 モビリティ・イノベーション セミナー【参加申込書】 
お申込み先：名古屋銀行 営業企画部 自動車産業サポート室 

FAX：052-951-6065  

貴 社 名 
 

部 署 ・ 役 職 
  

ご出席者さまのお名前 
 

様                        

 

様 

会 社 所 在 地 

〒 

 

 

日 中 連 絡 の つ く

ご連絡先（電話番号） 

 

お 取 引 金 融 機 関 銀行・信用金庫         支店 

本セミナーをどこでお知りになりましたか。（○印をつけてください。） 

・愛知県 ・経済産業省 中部経済産業局 ・中部経済連合会 ・中部産業連盟 

・名古屋市 ・株式会社日本政策投資銀行 ・名古屋銀行  

・その他（                 ） 
 

 

※本申込みやお問合せ時にお伝えいただく情報は、 

本セミナーの運営管理及び主催者・講演者の 

ご案内等に利用させていただき、第三者に提供 

することはありません。 

※個人情報の取り扱い、及び利用目的の詳細に 

ついては名古屋銀行ホームページ 

https://www.meigin.com/ をご覧ください。 

※定員 250 名（ご予約順） 定員となり次第、 

締切りいたします。 

※当日はセミナー用契約駐車場はございません。 

公共交通機関をご利用ください。 

※天候等の諸事情によりセミナーを中止する場合 

がございます。 

 

【お問合せ先】 

 名古屋銀行 営業企画部 自動車産業サポート室 

担当：近澤・尾崎 ＴＥＬ：052-962-4484 

 名古屋銀行 法人営業部  

担当：伊藤 ＴＥＬ：052-962-6994 

 

 

※2020年 1月 17日（金）開催 

※2020年 1月 10日（金）締切 

【地下鉄ご利用の方】 

桜通線「丸の内」下車 4番出口徒歩 6分 

鶴舞線「丸の内」下車 1番出口徒歩 6分 

名城線「市役所」下車 4番出口徒歩 8分 

【市バスご利用の方】 

幹名駅 1系統・名駅 14系統・栄 13系統 

「外堀通」下車すぐ 

https://www.meigin.com/
https://www.meigin.com/

