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2023 JSAE/SAE Powertrains, Energy & Lubricants International 

Meeting 

プログラムブック広告・出展募集のご案内 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、公益財団法人自動車技術会では、SAE（米国自動車技術会）との共催で、“2023 

JSAE/SAE Powertrains, Energy and Lubricants International Meeting”を 2023年 8月 29

日（火）から 9月 1日（金）に京都テルサに於いて開催いたします。 

2019年までは” Powertrains, Fuels and Lubricants International Meeting”として開催しており

ましたこの会議は、2050年 CN社会実現を目指し、自動車においても電動化を中心とした取り組みが拡大して

いますが、利用目的、利便性、地域性、経済性など自動車への要求は多様であり、今後も自動車が社会の発

展に大きな貢献をし続けるためには ZEV（BEV，FCEV）の拡大とともに、HEVなどの内燃機関搭載車の

CN化が重要であると考えております。そのためには，パワートレイン技術にとどまらず CN燃料などWtW観点で

のエネルギーのあり方や CASEやMaaSの様な新しい自動車と社会システムとのシナジーを図り、既存と新技術

のバランスを保ちながら 2100年の姿を見据えつつ CN社会への移行を図って行くことが必要不可欠です。

2023年は CN実現に向けた幅広い動向や最新技術を議論する場を目指し、” Powertrains, Energy 

and Lubricants International Meeting”へ改称し、開催テーマを「2050年カーボンニュートラル社会の実

現に向けた技術の挑戦」と設定し開催いたします。 

本会議は、予定発表論文 250編・参加 650名を見込んでおり、国内外のご関係者にとって大変関心の高

い国際会議であることをご理解いただけるかと存じます。技術講演論文の発表以外の特別企画イベントとして

Keynote Speech 4件、Executive Panel Session及び Technical Workshop 3件と展示会を企

画いたします。Keynote Speech (KS)及び Executive Panel Session (EPS)では，CN社会実現につ

いて幅広い視野から考えるきっかけを提供します。 KSでは 2050年カーボンニュートラルに向けて世界の様々な

動向について講演し、EPS においては KS の講演を受けて、自動車に対する社会要求実現のための 4 つの主要

な要素、「電動化」、「内燃機関」、「燃料・潤滑油」、「ゼロインパクトエミッション」に関する 2050年を目指した

技術開発についての議論を行います。さらに、Technical Workshop (TWS)では直面する具体的な課題に

関して集中的に専門的な議論を進め、参加者の理解を深めます。これら広い視点と具体的な予測に基づき、

CN社会実現へ向けた将来の自動車、エネルギーそして社会のあり方を参加者で考える場となります。 

つきましては、本会議の成功に向け、プログラムブック広告・パワートレイン・機器展示を募集いたします。是非こ

の機会をご利用いただき、プログラムブック広告掲載・ご出展のお申込をいただきますようご高配のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

敬具 

 

公益社団法人 自動車技術会 

2023 JSAE/SAE Powertrains, Energy & Lubricants International Meeting 

                         実行委員会委員長 海田 啓司 
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■開催概要 
 

1. 大会名   

2023 JSAE/SAE Powertrains, Energy & Lubricants International Meeting 

 

2. 共催 

公益社団法人自動車技術会／SAE-International （米国 自動車技術会） 

 

3. 実行委員会委員長 

トヨタ自動車 海田啓司 

 

4. 会  期  

2023年 8月 29日（火）～9月 1日（金） 

※現地受付、ウェルカムパーティー：8月 28日（月） 

 

5. 会  場 

京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町 70番地） 

 

6. 大会テーマ 

Technical Challenges for a Carbon Neutral Society by 2050 

2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けた技術の挑戦 

 

7. 会議概要（予定） 

開会式、キーノートスピーチ、エグゼクティブパネルセッション、テクニカルワークショップ、技術講演（一般）、ウェルカム

パーティー、バンケット 等 

 

8. 参加予定人数 

約 650名（発表論文数 250編） 

 

9. 公式サイト 

https://2023pel.jp 

 

10. 事務局・問い合わせ 

事務局代行／株式会社イー・シー 

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 31番 14号 SLACK SHIBUYA 1101 

TEL 03-6459-3210  FAX 03-6740-8311 info@2023pel.jp 

https://2023pel.jp/index.html


 | 3 

 

 

■実行委員会 
委員長 海田 啓司 (トヨタ自動車) 

 

幹事長 柴田 元 (北海道大学) 
 

副幹事長 川那辺 洋 (京都大学) 安岡 正之 (マレリ) 

幹事 飯田 訓正 (慶応義塾大学) 加藤 武士 (本田技術研究所) 

 
木村 修二 (日産自動車) 菅野 秀昭 (ENEOS) 

 
千田 二郎 (同志社大学) 高岡 俊文 (トヨタ自動車) 

 
武田 賢二 (堀場製作所) 高橋 剛（出光興産） 

 
友田 晃利 (SOKEN) 寺地 淳 (日産自動車) 

 
福間 隆雄 (トヨタ自動車) 堀 洋一 (東京理科大学) 

 
松浦 浩海 (本田技術研究所) 松村 恵理子 (同志社大学) 

 
森 雄一 (堀場製作所) 相澤 哲哉 (明治大学) 

委員 秋濱 一弘 (日本大学) 朝井 豪 (ヤンマーホールディングス) 

 
荒井 正志 (スズキ) 荒戸 景太 (いすゞ中央研究所) 

 
飯島 晃良 (日本大学) 飯田 実 (ヤマハ発動機) 

 
伊東 明美 (東京都市大学) 内田 登 (新エィシーイー) 

 
岩下 義博（SwRI） 岡﨑 正夫 (クボタ) 

 
大角 和生 (いすゞ中央研究所) 小熊 光晴 (産業技術総合研究所) 

 
尾形 陽一 (広島大学) 河崎 澄 (滋賀県立大学) 

 
小倉 賢 (東京大学大学院) 河原 伸幸 (岡山大学) 

 
川野 大輔 (大阪産業大学) 窪山 達也 (千葉大学大学院) 

 
北村 高明 (日本自動車研究所) シュレスタ ケダール (Valvoline Pte) 

 
桑原 一成 (大阪工業大学) 佐古 孝弘 (大阪ガス) 

 
酒井 康行 (茨城大学) 座間 淑夫 (群馬大学) 

 
佐藤 進 (東京工業大学) 渋谷 昌彦 (シェル ルブリカンツ ジャパン) 

 
柴田 仁 (デンソー) 鈴木 裕一 (ROKI) 

 
下川 清広 (日野自動車) 大楽 正浩 (インフィニアムジャパン) 

 
田中 光太郎 (茨城大学) 田邊 佳樹 (三菱ふそうトラック・バス) 

 
田渕 雄一郎 (日産自動車) 辻村 拓 (産業技術総合研究所) 

 
中谷 辰爾 (東京大学大学院) 中山 智裕 (SUBARU) 

 
野々山 由晴 (SOKEN) 藤本 英史 (マツダ) 

 
冬頭 孝之 (豊田中央研究所) 堀部 直人 (京都大学) 

 
三上 真人 (山口大学) 三好 明 (広島大学) 

 
森上 修 (九州大学大学院) 森岡 太一 (ダイハツ工業) 

 
森 幸生 (トヨタ自動車) 山岡 士朗 (日立製作所) 

 
山崎 由大 (東京大学大学院) 山下 寛康 (三菱自動車工業) 

 横森 剛 (慶応義塾大学)  
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■プログラム（予定） 
 

 

（Keynote Speech）  

世界の CN動向、エネルギーの多様化と社会システム、脱炭素と LCA の比較、Powertrain の進化など、

2050年カーボンニュートラルに向けて世界の様々な動向についての講演です。 

 

（Executive Panel Session/EPS） 

キーノートスピーチにおける各講演を受けて、自動車に対する社会要求実現のための 4 つの主要な要素，「電動

化」，「内燃機関」，「燃料・潤滑油」，「ゼロインパクトエミッション」に関する 2050年を目指した技術開発につ

いての議論を行います。 

 

（Technical Workshops/TWS） 

直面する具体的な課題に関して集中的に専門的な議論を進め，参加者の理解を深めます。 

 

（Technical Sessions=技術講演）   

セッションテーマとして電動駆動、新型パワートレイン、燃焼、排出ガス、燃料、潤滑油について討論を行う。 

 

  

 

2023年 

8月 28日 

月曜日 

8月 29日 

火曜日 

8月 30日 

水曜日 

8月 31日 

木曜日 

9月 1日 

金曜日 

A 

M 

 開会式   

Executive 

Panel 

Session 

 

Keynote 

Speech 

1-4 

Technical 

Sessions 

Technical 

Sessions 

P 

M 

 
TWS 

1 

Technical 

Sessions 

TWS 

2 

Technical 

Sessions 

TWS  

3 

Technical 

Sessions 登録 

開始 

ウェルカム 

パーティ 
レセプション１ レセプション２ バンケット  
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■広告募集要項 
 

1. プログラムブック広告概要 

発行元:  公益社団法人自動車技術会 

発行部数: 800部（予定） 

発行日:  2023年 8月 28日 

配布先:  会議参加者、関係各社 

体裁： A4版（カラー） 

 

2. 掲載料・申込ページ 

掲載ページ 募集社数 カラー サイズ 料金（消費税 10%込） 

表 2 （表紙の裏面） 1社 

カラー

（CMYK） 

1ページ ¥220,000 

表 2対向 1社 1ページ ¥220,000 

前付け 複数社 
1ページ ¥110,000 

1/2ページ ¥55,000 

後付け 複数社 
1ページ ¥88,000 

1/2ページ ¥44,000 

表 3対向 1社 1ページ ¥165,000 

表 3 （裏表紙の裏面） 1社 1ページ ¥220,000 

表 4 （裏表紙） 1社 1ページ ¥275,000 

 

3. 入稿データ 
 

1ページ： A4サイズ（天地 297×左右 210mm） 

〇ご出稿スペースのサイズに天地左右各３mmの塗り足しをつけてください。 

〇裁ち落としのデザインの場合は、外トンボまで画像や地色を延ばしてください。 

〇画像や文字は、天地 5mm、 左右各 10mm以上内側にレイアウトしてください。 
  

1/2ページ： 天地 128.5×左右 180mm 

〇囲み罫（0.3mm）を付けて、データ作成お願いします。 
  

カラー： CMYK（RGBや特色等は、使用不可です） 
  

データ形式： Illustrator、Photoshop EPS、PDF（画像は 300～350dpi） 

〇PDF以外で入稿の際は、出力見本用 PDF も添付ください。 

〇テキストはアウトライン化し、画像は埋め込みをお願いします。 

〇PDF で入稿の場合は、フォントの埋め込みをお願いします。 
  

校正： 入稿後の色校正はございません。ご希望の場合はお知らせください。 
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4. 申込、入稿、お支払いについて 
え 

申込方法： 以下のフォームよりお申し込みください。 

https://forms.gle/4Q2bjwooV1WvL82z8 
  

申込締切： 2023年 4月 28日（金） 
  

掲載ページ 前付け、後付けページについては、皆様のご意向をお伺いした上で、調整させて頂きま

すので、ご希望に沿えない場合もございますことを、予めご了承くださいませ。 
  

入稿締切日と 

方法： 

2023年 6月 23日（金）までに info@2023pel.jp までお送りください。 

（ファイル転送サービス、メール添付） 
  

お支払いについて： お申込書受領後、事務局から確認メールをお送りしてお申し込み完了となります。

2023 年 4 月以降に自動車技術会より会指定の請求書をご担当者あてに PDF に

て送付いたします。（それ以前に発行を希望される場合はお知らせください）。原紙

ご希望の場合は郵送先とともにお知らせください。 

〇表示価格に消費税 10％が含まれております。今後税率変更がある場合は、ご請

求時の税額にてご請求申し上げます。 

〇振込手数料はご負担ください。 
  

お支払い締切日： ご請求書発行後、１～２か月以内にご請求書に記載の口座までご入金お願いしま

す。 

〇最終ご入金締切は 2023年 7月 31日（月）までとなります。 
  

掲載誌： 制作後 2冊進呈（ご担当者様宛に送付いたします） 
  

キャンセル規定： お支払い後のキャンセルは出来かねますので、予めご了承ください。 
  

申込先・お問合せ： 事務局代行／株式会社イー・シー 

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 31番 14号 SLACK SHIBUYA 1101 

TEL 03-6459-3210  FAX 03-6740-8311 

info@2023pel.jp 

 

  

https://forms.gle/4Q2bjwooV1WvL82z8
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■パワートレイン・機器展示募集要項 
 

1. 展示概要 
 

展示会期と搬入出（予定） 8月 28日（月） 搬入（14時頃～） 

8月 29日（火） 展示（午前 / 午後） 

8月 30日（水） 展示（午前 / 午後） 

8月 31日（木） 展示（午前 / 午後） 

９月 1日（金） 展示（午前） 搬出（午後） 
  

会場： 〇パワートレイン展示 

西館 1階 テルサホール内ステージ両脇、西館 1階 入口ロビー 

〇機器展示 

西館 2階 ロビーホール 

 

2. 小間タイプ・出展料 

タイプ 
出展料 

（消費税 10%込） 
場所 

パワートレイン展示 ¥110,000 
西館 1階テルサホール内ステージ両脇 

西館 1階入口ロビー 

機器展示 ¥220,000 西館 2階 ロビーホール 

 

3. 小間仕様 

タイプ サイズ 出展料に含まれるもの 

パワートレイン展示 

台座のサイズ、総重量、台

座を含む総丈を申込書に

ご記入ください。 

〇スペースのみ 

〇展示物の名称等を記載したプレートをご用意くだ

さい。仕様は自由です。 

機器展示 幅 200cm×奥行 90cm 

〇社名板（幅 80cｍ×高さ 20cm、黒文字 統

一書体） 

〇左右の間仕切り 

〇テーブル 1台、コンセント 1個（100V, 60Hz） 

〇後日、出展マニュアルでオプション備品をお知らせ

します。 

※予定数に達し次第、繰り上げて受付終了します。 

 

 

 

4. 小間イメージ 
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パワートレイン展示 機器展示 

 

 

 

 

5. 出展社特典 

タイプ 特典内容 

パワートレイン展示 
〇バンケット 8/31（木）に 1名様をご招待します。 

〇バンケット 8/31（木）で御社名をご紹介します。 

〇プログラムブック 1部を進呈します。 

〇前刷集（デジタル）1部を進呈します。 

〇大会公式サイト、プログラムブック、前刷集（デジタル）に出展社名を掲載しま

す。 

機器展示 

 

4. 準備スケジュール 

2023年 4月 28日（金） 出展申込期限 

2023年 6月 30日（金） 出展キャンセル期限 

2023年 6月末予定 出展マニュアル（オプション備品リスト付）、展示フロアプラン発行 

2023年 7月 31日（月） オプション備品申込締切、出展料お支払い期限 

2023年 8月 28日（月） 搬入（午後） 

2023 年 8 月 29 日（火）

～9月 1日（金）  

展示 ※最終日即日撤去 

 

 

 

５. 搬出搬入につきまして 
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搬出搬入 〇車両による搬入路は、西洞院通り(一方通行)から右折進入し、東館裏となり

ます。 

〇パワートレインと機器展示の搬入・搬出スケジュールの作成を検討しております。

詳細は出展マニュアルにてお知らせいたします。 
  

宅急便による部材搬入・

搬出について 

搬入については、設営当日（8月 28日）AM中指定でお願いします。 

それ以前の送りつけは、会場スペースの都合上お受けでき兼ねるためご遠慮くださ

い。搬出については、会場から代理で発送いたします。配送費は企業様ご負担と

なりますので、着払い伝票などご用意ください。詳細は後日ご案内する展示マニュ

アルをご覧ください。 

 

6. 申込、入稿、お支払いについて 

申込方法： 以下のフォームよりお申し込みください。 

https://forms.gle/Vi6hf33SHpJj4HNJA 
  

申込締切： 2023年 4月 28日（金） 
  

小間配置： 出展各社の配置は主催者にて勘案の上決定しますのでご了承ください。 
  

お支払いについて： お申込書受領後、事務局から確認メールをお送りしてお申し込み完了となります。

2023 年 4 月以降に自動車技術会より会指定の請求書をご担当者あてに PDF に

て送付いたします。（それ以前に発行を希望される場合はお知らせください）。原紙

ご希望の場合は郵送先とともにお知らせください。 

〇表示価格に消費税 10％が含まれております。今後税率変更がある場合は、ご請

求時の税額にてご請求申し上げます。 

〇振込手数料はご負担ください。 
  

お支払い締切日： ご請求書発行後、１～２か月以内にご請求書に記載の口座までご入金お願いしま

す。 

〇最終ご入金締切は 2023年 7月 31日（月）までとなります。 
  

キャンセル規定： 2023 年 6 月 30 日（金）までにご連絡ください。7 月 1 日（土）以降のお申し

出については返金いたしかねますのでご了承ください。 
  

申込先・お問合せ： 事務局代行／株式会社イー・シー 

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 31番 14号 SLACK SHIBUYA 1101 

TEL 03-6459-3210  FAX 03-6740-8311 

info@2023pel.jp 

 

 

https://forms.gle/Vi6hf33SHpJj4HNJA

