
かわさきグリーンイノベーションクラスター会員企業の皆様 

 

いつもお世話になっております。 

川崎市経済労働局国際経済推進室・かわさきグリーンイノベーションクラスター（かわさき GIC）事

務局を担当しております松田と申します。 

 

クラスター事務局では、会員企業様の情報発信を通じ、新規ビジネスに繋がる支援を行っておりま

す。今回は、次の目次のとおり、お知らせをいたします。 

 

_/_/ 目次 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

    [１] 第１３回川崎国際環境技術展 オンライン出展者説明会（10/5 14:00～） 

[２] 【事前予告】かわさき GIC会員交流会を開催します (11/10 開催) 

[３] ライブ配信「スマートコンビナート・シンポジウム」(10/29 開催) 

[４] ウェビナー「オンライン展示会で海外販路開拓を成功させる"3つの鉄則"」（10/22 開

催） 

[５] ウェビナー（環境関連ビジネス）ベトナム編(10/21開催） 

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

┌──┐ 

│ １ │ 第１３回川崎国際環境技術展 オンライン出展者説明会（10/5 14:00～） 

└──┼──────────────────────── 

 

会員の皆様につきましては、繰り返しのお知らせとなり恐縮ですが、 

「第 13 回川崎国際環境技術展」はアフターコロナにおける新しい生活様式に即しまして、初の

「オンライン展示会」として開催し、ただいま、出展者様を募集中でございます。 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

 

開催にあたり、次のとおりオンライン説明会を実施いたします。ご出展をご検討いただくにあた

り、出展イメージを説明と併せてご視聴いただける機会となります。直前連絡となり恐れ入ります

が、ぜひご利用ください。 

 

●日  時：2020 年 10月 5日（月） 14時～ 

●開催方法：オンライン会議サービス「Zoom」 

●アクセス URL：https://zoom.us/j/92392042588?pwd=d1RJbU54NXArK1NKV0ZydUVRNUE3dz09 

ID：923 9204 2588 

PW: 697275 

※事前のご登録は不要です。ぜひお気軽にご参加ください。 

https://zoom.us/j/92392042588?pwd=d1RJbU54NXArK1NKV0ZydUVRNUE3dz09


 

（参考）開催概要を下記のとおり御案内いたします。 

【開催概要】 

●名   称：第 13回川崎国際環境技術展 

●会   期：2021 年 1月 21日(木)-2月 5日(金) 

●出 展 料：川崎市内の中小事業者等 \55,000- 

       上記以外の事業者・団体 \66,000- 

※詳細は下記ホームページをご覧ください。 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

 

【オンライン展示会出展のメリット】 

●来場者リストの取得 

・出展ブースにアクセスした来場者を見込み顧客リストとして取得できます。 

●国内外にアプローチ可能 

・「いつ」でも「どこから」でも参加できるので、国内外からの来場者を見込めます。 

他にも多数メリットがございます。ぜひ、ホームページをご覧ください。 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

 

【申込方法】 

下記のホームページ内、「出展募集」よりお申し込みください。 

https://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

申し込み締切：2020 年 10 月 15日（木）まで 

 

【お問合わせ】 

川崎国際環境技術展実行委員会事務局（川崎市経済労働局国際経済推進室内） 

 TEL: 044-200-2313 

 Mail: 28ecotech@city.kawasaki.jp 

 

 

┌──┐ 

│ ２ │ 【事前予告】かわさき GIC会員交流会を開催します (11/10開催) 

└──┼──────────────────────── 

かわさき GIC では、GIC発のビジネス創出を目指し、製品・技術をもつ企業とそれらを広げる商社や

コンサルティング企業とのマッチング、都市間連携を活用した国際貢献事業を推進する企業コンソ

ーシアムの形成など、多様なコラボレーションのきっかけづくりをサポートします。かわさき GIC会

員の皆様同士の情報交換とネットワーキングの場としてぜひご参加下さい。 

 

●日  時（※）：2020 年 11 月 10 日（火）14:00～16:30（17:00） 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/
http://www.kawasaki-eco-tech.jp/
https://www.kawasaki-eco-tech.jp/
mailto:28ecotech@city.kawasaki.jp


●会  場（※）：川崎市産業振興会館 研修室 A・B  

※いずれも予定段階であり、詳細については改めてご案内いたします。 

 

 

┌──┐ 

│ ３ │ ライブ配信「スマートコンビナート・シンポジウム」(10/29開催) 

└──┼──────────────────────── 

 

☆かわさき GIC協力団体の NPO法人 産業・環境創造リエゾンセンター提供情報です。 

 

全国各地の臨海部コンビナート地区の事業所は、国際競争力の強化とともに地球温暖化防止等への

一層の推進に向けて取り組んでいます。 

 

本シンポジウムでは、成城大学経済学部の平野創教授による「コンビナート連携の成果と今後の展

望」と題した基調講演の他、特別講演(事例報告)として次世代水素エネルギーチェーン技術研究組

合、昭和電工㈱川崎事業所、川崎市臨海部国際戦略本部の 3 名から川崎臨海部地域での産学官・事

業所間連携の取組事例についての特別講演を行います。合わせて周南、大分の 2 地区コンビナート

からビデオメッセージで先進事例の発表もいただきます。 

 

Web ライブ中継により下記会場で開催されるシンポジウムを配信しますので登録のうえシンポジウ

ムを聴講ください。 

 

●日  時：2020 年 10月 29日（木） 14時～16 時 30分 

●会  場：川崎市産業振興会館 1階大ホールから Webライブ中継  

●登  録：下記にて登録(無料)しますと当日のアクセスキーをメールにてお送りします。 

    講演者より許諾をいただいた関連資料を(10 月 28 日より)ダウンロードすることができま

す。 

●主  催：NPO法人 産業・環境創造リエゾンセンター 

●共  催：川崎市 

●プログラム詳細・参加申し込み手続き： 

下記ホームページをご覧ください。 

http://www.lcie-npo.jp/information/index.html 

 

 

┌──┐ 

│ ４ │ 「オンライン展示会で海外販路開拓を成功させる"3つの鉄則"」 

└──┼──────────────────────── 

 

http://www.lcie-npo.jp/information/index.html


☆海外展開関係ウェブセミナーのお知らせです。 

 

●日  時：2020 年 10月 22日(木) 15:00～16:30 

●開催方法：オンラインによる実施(Zoom ミーティング使用) 

●対象者：自社で、海外でのビジネスを検討している、または、 

すでに海外展開している県内中小企業者等 

(※士業やコンサルタントの方のお申込みはご遠慮ください) 

●内  容：テーマ「オンライン展示会で海外販路開拓を成功させる"3つの鉄則"」 

      講師 株式会社展示会営業マーケティング 

      代表取締役社長 清永 健一氏 

●参加費：無料 

●定  員：30名程度(申込先着順) 

●申込方法：申込書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上メールでお申込みください 

●主  催：(公財)神奈川産業振興センター 

●後  援：神奈川県、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)横浜貿易情報センター 

●URL ：https://www.kipc.or.jp/topics/seminar-event/31-3-1/ 

●問合わせ：事業部 国際課 

  TEL:045-633-5126 / FAX：045-633-5064 

         E-mail:kokusai@kipc.or.jp 

 

 

┌──┐ 

│ ５ │ ウェビナー（環境関連ビジネス）ベトナム編(10/21 開催） 

└──┼──────────────────────── 

 

☆ベトナム関係ウェブセミナーのお知らせです。 

 

前回第 1回目開催のお知らせをいたしました、近畿経済産業局および Team E-Kansai 主催の「秋の

3 連続 WEBセミナー」。第 2回目はベトナムの環境関連分野と投資環境をテーマに開催します。 

 

●日  時：2020 年 10月 21日（水）14：00～15：40 

●会  場：オンライン ※Zoom 使用   

●参加費：無料 

●定  員：80名 

●主  催：近畿経済産業局、Team E-Kansai 

●内  容： 

1. 「ベトナムの環境関連分野の最新情報と今後の見通し」 

   講師：Nguyen Truong CHINH氏  ベトナム DLC社 代表 

https://www.kipc.or.jp/topics/seminar-event/31-3-1/
tel:045-633-5126
mailto:E-mail:kokusai@kipc.or.jp


     （日本語での講演となります） 

2. 「ベトナム投資環境と今後の見通し」 

   講師：農 大地氏 株式会社みずほ銀行 国際戦略情報部 

3. 質疑応答（セミナー参加申込書で事前に質問を受付） 

 

●詳細・お申し込み：以下の URLをご覧ください。 

 http://team-e-kansai.jp/post_results/20201021_seminar_2of3/ 

 

【お問合せ先】 

   関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム事務局 

   公益財団法人地球環境センター 国際協力課 

    Tel：06-6915-4126  Fax：06-6915-0181 

    E-mail:gec-teamekansai@gec.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

***************************************** 

川崎市 経済労働局 国際経済推進室 

かわさきグリーンイノベーションクラスター 

事務局担当 

松田 朝太郎  

〒210-0007 

川崎市川崎区駅前本町 11-2 

川崎フロンティアビル 10階 

Tel: 044-200-2335 

Fax: 044-200-3920 

E-mail:matsuda-as@city.kawasaki.jp 

URL：https://www.kawasaki-gi.jp/ 

**************************************** 

http://team-e-kansai.jp/post_results/20201021_seminar_2of3/
mailto:E-mail:gec-teamekansai@gec.jp

