[ ENERGY DESIGN showcase ]

6.27

2018.
wed
13:10-14:40
( 開場 12:40 )

慶應義塾大学三田キャンパス東館

[ ENERGY DESIGN talk ]

6.27wed

2018.

19:30-21:30
( 開場 19:00 )
playroom

[ ENERGY DESIGN think ]

6.28 thur

2018.

13:10-14:40
( 開場 13:00 )

昭和女子大学キャンパス

エネルギーを軸にした、 新しいデザイン運 動が始まります。

エネルギーをデザインすることで社会は変わると私たちは確信

We are convinced that designing energy will change society.

はエネルギーと密接に関係しているからです。私たちが提唱す

world frequently are closely related to energy.The “ENERGY

This is because many important issues which occur in the

しています。なぜならば、世界で頻発している多くの重要課題

DESIGN” advocated by us is not limited to the existing concept

る「エネルギーデザイン」は、発電や省エネ、エコという既成

of power generation, energy saving, and ecology. Instead, We

概念に制限されません。むしろ、概念を超えた視点からエネル

believe that it is time to design energy from a diﬀerent

ギーをデザインすることが必要な時代だと考えています。この

perspective.This symposium is to invite experts from various

シンポジウムではプロダクトから建築、食糧、宇宙開発まで様々

ﬁelds including from products to building, food, and space

な分野の専門家をお招きし、各分野での取り組みや社会的位置

development, share achievements and social positioning in

付けなどを共有し、エネルギーとの関連性を見出し、異分野交

each ﬁeld, and ﬁnd relevance toward energy.Through

流とその協働の可能性を探ることからクリエイティブに未来の

interaction and exploring the possibility of collaboration, we
aim to connect a new vision of future with creation.

新しいビジョンを描くことを目指します。
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[ ENERGY DESIGN showcase ]

[ ENERGY DESIGN talk ]

[ ENERGY DESIGN think ]

エネルギーデザインのショーケース

エネルギーデザインとは何か

エネルギーデザインの意味

6.27wed

2018.

13:10-14:40 開場 12:40
* 参加自由 / 参加費無料

交通アクセス：
「田町駅 (JR 山手線・JR 京浜東北線 )」徒歩 8 分

「赤羽橋駅 ( 都営地下鉄大江戸線 )」徒歩 8 分

301

国道

15
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■海外招聘登壇者

Ekawat Ophartpongsakom(Architect)

Pornthep Chatpinyakoop(KMUTT,Thailand)／Thavida Maneewarn
(KMUTT, Thailand)／Thisana T Dew(Inﬁnite Solar Group, Thailand)
Yupa hanboonsong(KKU, Thailand)
■登壇者

交通アクセス：
「JR 渋谷駅」徒歩 9 分／「恵比寿」
「代官山」

「表参道駅」徒歩 15 分

蘆田暢人 (ENERGYMEET)／オオニシタクヤ (ENERGY

青

明

治

並木橋

通

り

通

山

渋谷駅︵東口︶

都道
三田3丁目

開場 19:00

* 参加費無料 / ワンドリンク付き

「三田駅 ( 都営地下鉄浅草線・都営地下鉄三田線 )」徒歩 7 分

桜田通り

19:30-21:30

playroom (〒150-0011 渋谷区東 1-3-1 カミニート 2 階 )

慶應義塾大学三田キャンパス東館 6 階 G-Lab

慶應義塾大学

6.27wed

2018.

り

六本木通り

渋谷2丁目

6.28 thur

2018.

13:10-14:40 開場 13:00

昭和女子大学キャンパス 8 号館 6 階オーロラホール
* 事前登録制（参加ご希望の方は事前にお問い合わせ下さい）

交通アクセス：
「三軒茶屋駅（東急田園都市線・半蔵門線直通）
」
徒歩 7 分

世

田

谷

通

り

三軒茶屋駅 (南口)
国道246 (玉川通り)

playroom

昭和女子大学

■ファシリテーター
■登壇者

藤澤忠盛 (昭和女子大学 )

オオニシタクヤ (ENERGY MEET, 慶應義塾大学 )／田

井中慎 (4CYCLE)／平嶋知英 (Green Energy Distribution,
Singapore) [五十音順 ]

MEET, 慶應義塾大学 )／志連博彦 (昭和女子大学 )／田井中慎
(4CYCLE)／前川知子 (桑沢デザイン研究所 ) [五十音順 ]

お問い合わせ

TEL : 03-6427-4932
Mail : info@energymeet.org
Address : 〒150-0033 東京都

渋谷区猿楽町2-12相野谷ビル3F

主催 / 株式会社 ENERGY MEET 株式会社 4CYCLE 協力 / 紫牟田伸子事務所 助成 / 国際交流基金アジアセンター アジア・文化創造協働助成

