
７月１１日（水） 

スマートコミュニティにおける 
保守・施工を軸にした取り組み・協働 
  スターエンジニアリング  (株) 
  企画開発部 高橋 憲久氏 

マンション全戸に標準装備された (日本初） 
蓄電設備（４ｋｗｈ 触媒つきゲルバッテリー）のご紹介 

  (株) デルテック 東京支店 
  課長 依田 大介 氏 

スマートハウスをつなぐ 
       センサネットワーク 
  (株) 村田製作所 モジュール事業本部 
  主任 宮本 博之 氏 

ＩＴと医療の融合で 
   健康で快適な空間を実現 
  大阪市立大学 医学部 
  疲労医学講座教授 梶本 修身 氏 
         （ エコナビスタ (株) 代表取締役 ） 

クラウド サービスで実現する 
  電力見える化ソリューション 
  (株) ユビキタス 営業マーケテイング本部  
  副本部長 長谷川 聡 氏 

スマートコンテンツプロバイダー 
             ～太陽光発電予報～ 
 日本気象 (株) 企画営業部 
 次長 荒二井 勇 氏 

パワーディスクリート製品のご紹介 
 

 ローム (株) ディスクリート 商品戦略部  
 民生家電Ｇ 係長 田原 慎一 氏 

横浜市の新産業振興施策について 
 

  横浜市 経済局 成長戦略推進部 
   環境・ＩＴ担当 課長  早川 恵庸 氏 

横浜スマートコミュニティ 
 ～未来のコミュニティを創る構想と取組みについて～ 

  横浜スマートコミュニティ 
  代表 有馬 仁志 氏 

 横浜スマートコミュニティ 
        実現に向けた取組み 
 (株) PALTEK スマートグリッド事業部 

 主任 江本 純一 氏 （横浜スマートコミュニティ事務局） 

モデルベースによるエネルギー 
システム開発のデモンストレーション 
  (株) スマートエナジー研究所 
  代表取締役社長 中村 創一郎 氏 

スマートソサエティ を目指して 
  長崎県 産業労働部 
  ﾅｶﾞｻｷ･ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ 推進室 
  課長補佐 森田 孝明 氏 

地域の力を活かす 
 コンパクトなスマートコミュニティ を考える 
  福岡スマートハウスコンソーシアム 
  代表 中村 良道 氏 

スマート・コミュニケーションの明日へ 
 

  (株) 耕文社 
  代表取締役社長 長澤 一成 氏 

 
長崎スマートソサエティのご紹介 

スマートハウスにおける 
        インターホンの役割 
  アイホン (株) 技術本部 
  新技術担当部長 北川 和美 氏 

各家庭のライフスタイルに合わせた 
         HEMS用GUIのご提案 
  (株) U’eyes Design 
  代表取締役  鱗原 晴彦 氏 

グローバルスタンダードの 
       パワーコンディショナ 
  エス・エム・エイ・ジャパン (株) 
  テクニカルセールスサポート 吉田 悠介 氏 

各種センサ情報を最適な無線方式で 
ネットワークに接続するスマート な ゲートウェイ 

  (株) ロジカルプロダクト 
  代表取締役社長  辻 卓則 氏 

施設園芸並びに都市開発における 
サスティナビリティ 思想 
  安藤建設 (株) ＬＣＡ部 
  副部長  岩藤 泰男 氏 

横浜スマートコミュニティ の デザイン 
 

  阿部興治建築研究所 
  代表取締役  阿部 興治 氏 

エネルギー自立型災害対応 
 スマートハイブリッド マンション 
 レモンガス (株) 新エネルギー統括本部 
 取締役本部長 柴田 治次 氏 

 スマートハウス から スマートコミュニティ 
 そして、スマートソサエティの実現に向けて 
  福岡スマートハウスコンソーシアム 
  事務局長 那須 隆志 氏 

スマートハウスエネルギーシステム 
              事例のご紹介 
  (株) アバール長崎 営業部 企画課  
  課長 西川 亘 氏 

ＨＥＭＳソリューションのご紹介 
  日本テキサス・インスツルメンツ (株) 
  マーケティング統括部  フォーカスドＥＥ 
  金 仙麗 氏 

エナジー・ハーベスト無線通信スイッチ・セン
サー技術と EnOcean Alliance の取組み 

  EnOcean Alliance 日本支部 
  代表 板垣 一美 氏 

停電発生時にカセットボンベを利用し急速充電 
を実現するリチウムイオン蓄電池ソリューション 

 (株) PALTEK スマートグリッド事業部 
 プロジェクトマネージャー   山井 秀行 氏 

福岡スマートハウスコンソーシアム 
 事務局： dSPACE  Japan 社内 
 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー 
 TEL : 03-5798-5460 
 URL : http://www.smartenergy.co.jp/project.html 

横浜スマートコミュニティ 
 事務局： ＰＡＬＴＥＫ 社内 
 横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル 6F 
 TEL : 045-477-2005 
 URL : http://ysc.paltek.co.jp 

【会期】 2012年 ７月１１日(水)～７月１３日(金) 10:00～17:00 
【会場】 東京ビッグサイト  東６ホール [６Ｈ - ２１４] 

時 間 ７月１２日（木） ７月１３日（金） 

12:00 

福岡スマートハウスコンソーシアム ／ 横浜スマートコミュニティ 
プレゼンテーション・スケジュール 

11:30 

11:00 

16:00 

15:30 

15:00 

14:30 

14:00 

13:30 

13:00 

地域の力を活かす 
 コンパクトなスマートコミュニティ を考える 
  福岡スマートハウスコンソーシアム 
  代表 中村 良道 氏 

次世代宇宙機電源システムの研究 
  宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 
  研究開発本部 電源グループ 
  開発員 岩佐 稔 氏 

スマートグリッドに最適な超長寿命 
     ナトリウムニッケルバッテリー 
  (株) セイシング 
  代表取締役 兒玉 守夫 氏 
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主催：一般社団法人日本能率協会 



横浜スマートコミュニティ 
 事務局： ＰＡＬＴＥＫ 社内 
 横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル 6F 
 TEL : 045-477-2005 
 URL : http://ysc.paltek.co.jp 

福岡スマートハウスコンソーシアム 
 事務局： dSPACE  Japan 社内 
 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー 
 TEL : 03-5798-5460 
 URL : http://www.smartenergy.co.jp/project.html 

福岡スマートハウスコンソーシアム ／ 横浜スマートコミュニティ ブース案内 

【会期】 2012年 ７月１１日(水)～７月１３日(金) 10:00～17:00  【会場】 東京ビッグサイト  東６ホール [６Ｈ - ２１４] 
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・モデルベース開発環境 
・電気予報と連携した 
  系統アシストシステム 

触媒つきソーラー用 
ゲルバッテリー 

ＨＥＭＳ向け 
通信ソリューション 

スマート（ECO)マンション 
風力発電 

ＥＶ充電器 
小型水力発電機 

太陽光発電用インバーター 

燃料電池システム 
小型風力発電装置 

ホームコントロールシステム 

地熱床システム 

スマートコンテンツサービス 
自立防災型スマート 
ハイブリッドマンション 

電力見える化クラウドサービス 

無線LAN搭載電源タップ 

テレビドアホン 

・ZigBeeシステム 
・リチウムイオンバッテリー 
 ＋小型発電機システム 

ホームゲートウェイ 
各種センサ 

ナトリウム・ニッケル・バッテリー 

無線通信ゲートウェイ 

ＨＥＭＳ用ＧＵＩ 

断熱材・吸音材・蓄熱材 

蓄電機能付きスマート 
パワーコンディショナー 
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（１０小間） 
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