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general manager, cci France japon
ニコラ・ボナルデル氏 
在日フランス商工会議所　事務局長

raphael keLLer
minister counsellor for economic Affairs,
embassy of France in japan
ラファエル・ケレール氏
在日フランス大使館　経済公使

15:00 - 15:15  opening remarkS / 開会の辞

16:50 - 16:55  cLoSing remarkS / 総括

17:15  toaSt / 乾杯

18:30  end oF event / イベント終了

SaLon B2B matchmaking

16:40 - 16:50  Q&a / 質疑応答

15:20 - 16:40  preSentation / プレゼンテーション

14:30 doorS open - regiStration on the 5th FLoor / 受付開始 5階

Sato kota
director industrial development dept, 
nagoya chamber of commerce & industry
佐藤航太氏
名古屋商工会議所　産業振興部長

alain correia
president and ceo, thales japan
president, giFaS japan
アラン・コレイア氏
タレスジャパン株式会社　代表取締役社長
フランス航空宇宙工業会 (GIFAS)  日本支局長

Shimao tadashi
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嶋尾 正氏
名古屋商工会議所　会頭
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Sato kota
director industrial development dept, nagoya chamber of commerce & industry
佐藤航太氏 (司会進行)
名古屋商工会議所　産業振興部長

17:00 netWorking cocktaiL and B2B matchmaking at the 2nd FLoor reStaurant / 
          ネットワーキングカクテル・B2Bマッチング2階レストラン

remote

olivier audry
country general delegate, Japan, Safran group / 
Acting representative director, Safran helicopter 
engines japan / sVp, Airlines and oem relations, 
Safran aircraft interiors japan delegate
オリヴィエ・オードリー氏
サフラン社代表、日本担当
サフラン・ヘリコプター・エンジンズ・ジャパン　代表取締役
サフラン・エアクラフト・インテリアズ エアライン& 
OEM関連　日本代表      SVP シニア・バイス・プレジデント

meca aero conSuLting
meca aero コンサルティング 株式会社

FiveS
フィブ

BoLLore LogiSticS japan
ボロレ・ロジスティクス・ジャパン株式会社

Latecoere interconnection 
SyStemS japan kk
ラテコエール・インターコネクション・ 
システムズ・ジャパン株式会社

thaLeS japan
タレスジャパン株式会社

SaFran group
サフラン社

innovative core-technology development of hydrogen aircraft for 
carbon neutrality in global Sky / 航空分野におけるカーボンニュート
ラルに向けた水素航空機のコア技術開発

kinoShita yasuhiro
executive fellow, hydrogen Aircraft 
technology, Aerospace systems company, 
kawasaki heavy industries, Ltd.
木下康裕氏
川崎重工業株式会社　航空宇宙システム
カンパニー　水素航空機担当

digital manufacturing network using powder processes for  
Sustainable Supply chain / サステナブルサプライチェーンの構築を
可能とする粉末プロセスによるデジタル製造ネットワーク

dr. imano Shinya
senior manager, Am technology & business  
department, gtcc business division, energy 
transition & power headquarters, energy systems
mitsubishi heavy industries, Ltd.
今野晋也氏
三菱重工業株式会社
エナジードメイン      エナジートランジション&パワー 
事業本部      GTCC事業部 AM事業室      主幹技師
博士（工学）

Supply chain Low carbon Footprint management - Safran / 
サプライチェーンにおける低カーボンフットプリント管理 ―サフラン

hugues girard
head of supplier performance manager Asia,  
Safran aircraft engines
ユーグ・ジラール氏
サフラン・ヘリコプター・エンジンズ・ジャパン　
サプライヤーパフォーマンスマネージャー アジア統括

Low airspace management and Security by thales / 
タレスによる低高度空域の管理とセキュリティ

Walid BenZarti
director for innovation, research & technology
land and Air systems, global business unit,
thales group
ワリッド・ベンザルティ氏

From ground to Sky: Building a Sustainable air mobility ecosystem 
with hydrogen-powered Startups / 地上から空へ：水素エネルギース
タートアップによる持続可能なエアモビリティのエコシステム構築

Samir BennaFLa 
head of sales Asia-pacific Japan, h3 dynamics 
holdings pte. Ltd.
ベナフラ・サミール氏
H3 Dynamics Holdings Pte. Ltd.   JAPAC営業部長
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