
 

 
 

(English follows Japanese) 

駐日ベルギー大使館より水素エネルギーセミナーのご案内 

  

平素より大変お世話になっております。このたび、駐日ベルギー大使館、ベルギー王国ワロン地域政府

貿易・外国投資振興庁(AWEX)、ベルギー・フランダース政府貿易投資局(FIT)、ブリュッセル首都圏政

府貿易投資局(hub.brussels)は、水素エネルギーに関するセミナーを開催いたします。本セミナーでは、

日本とベルギー両国の最新動向を紹介するとともに、共同研究開発から投資機会、国際的な水素サプラ

イチェーン構築への協力に至るまで、さまざまなパートナーシップの可能性を紹介いたします。 

 

水素エネルギーセミナー  “水素経済に向けて: ベルギーと日本  パートナーシップの可能性 ” 

 

日時： 2022 年 6 月 2 日(木)        17:00-18:30 (日本時間)  10:00-11:30 (ベルギー時間) 

  

会場/プラットフォーム： 

本イベントは、ハイブリット形式での開催です。大使館もしくはオンラインにてご参加いただけます。 

駐日ベルギー大使館 (東京都千代田区二番町 5-4) 

オンライン (Zoom) 

  

言語: 日本語および英語（同時通訳付） 

  

参加方法:  

・ベルギー大使館にて参加をご希望の場合は、5 月 27 日(金)までに所属先・役職名・氏名を日英併記

にてメールにてお送りください。  

・オンライン(Zoom)で参加をご希望の場合は、こちらからお申し込みください。 

  

発表者、プログラム等その他の詳細は、ウェブサイトをご覧ください。皆様のご参加を心よりお待ちし

ております。 

  

駐日ベルギー大使館 経済・通商部 

Tokyo@diplobel.fed.be 
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You are cordially invited to attend our hydrogen seminar which will be held on Thursday 2 June. The 
Embassy of Belgium in Tokyo, with the support of the regional trade offices Awex, hub.brussels and FIT, is 
organizing this seminar to explore possibilities for further collaboration on hydrogen between Belgium and 
Japan. Speakers from both countries will present the latest developments in each country and highlight 
areas for cooperation, ranging from joint R&D to investment opportunities and working together on building 
an international supply chain. 
  
Hydrogen Seminar 
“Towards a hydrogen economy: What kind of partnership between Belgium and Japan?” 
 
DATE: 
Thursday 2 June 2022 
17:00-18:30 (JST) / 10:00-11:30 (CET) 
  
VENUE / PLATFORM: 
This event will be held in a hybrid style. You can attend at the Embassy or online through the Zoom platform. 
A networking reception will be organized after the seminar for those attending in the Embassy. The 
necessary Covid-precautions will be taken throughout the seminar and the reception.  
 
Embassy of Belgium in Tokyo (5-4 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo)  
or 
Online (Zoom) 
  
LANGUAGE: 
English and Japanese with simultaneous interpretation 
  
HOW TO REGISTER:  

・To attend at the Embassy, please send us an email with your name, title and organization’s 

name before Friday 27 May. 
 

・To attend online (Zoom), please register here. 

  
For further information on the program and speakers, please visit the website of the seminar. We are 
looking forward to welcoming you online or in our Embassy. 
  
 
Economic and Trade Section 
Embassy of Belgium in Tokyo  
Tokyo@diplobel.fed.be 
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