
No. 所属 役職 名前

1 九州経済産業局 局長 谷　　 重男

2 九州経済産業局 国際部長 齊藤　光好

3 九州経済産業局　国際部 国際化調整企画官 角中　正博

4 九州経済産業局　国際部 国際事業課長 小井手博之

5 九州経済産業局　資源エネルギー環境部　 環境対策課長 西　　 孝之

6 九州経済産業局　資源エネルギー環境部　 調査官 田中　幸仁

7 福岡県　商工部　国際経済観光課 課長補佐 石田　賢哉

8 長崎県　物産流通推進本部　 副本部長 石山　雅彦

9 熊本県　商工観光労働部　商工政策課 参事 宮原　尚孝

10 宮崎県　商工観光労働部　商業支援課 主事 福嶋　俊文

11 鹿児島県　観光交流局　かごしまＰＲ課 主査 片野坂昭彦

12 北九州市　産業経済局産業振興部 中小企業・国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ担当部長 窪田　秀樹

13 北九州市　産業経済局産業振興部 国際ビジネス担当課長 岡田　光司

14 北九州市　産業経済局産業振興部 貿易振興課長 井上　智明

15 北九州市　産業経済局産業振興部 貿易振興課 末松　剛

16 福岡市　経済振興局　 国際経済課長 柴田　淳司

17 （財）日韓産業技術協力財団 事業第二部長 三池　壽博

18 JETRO福岡貿易情報ｾﾝﾀｰ 所長 田代　重光

19 JETRO北九州貿易情報ｾﾝﾀｰ 所長 山口　直彦

20 JETRO熊本貿易情報ｾﾝﾀｰ 所長 中村　芳生

21 JETRO大分貿易情報ｾﾝﾀｰ 所長 保科　聡宏

22 北九州商工会議所 まちづくり推進部長 林　　 眞也

23 （社）九州経済連合会 常務理事 坂梨　正雄

24 （社）九州経済連合会　総務企画本部 本部長 平井　彰

25 （社）九州経済連合会　総務企画本部 課長 矢野　佳秀

26 （社）九州機械工業振興会 専務理事 代　　 義雄

27 （財）九州地域産業活性化ｾﾝﾀｰ 常務理事　 田中耕太郎

28 （財）九州地域産業活性化ｾﾝﾀｰ　 調査部長 林　　 良輔

29 （財）九州産業技術ｾﾝﾀｰ 常務理事　 永尾　裕司

30 （財）北九州国際技術協力協会　技術協力部 専門部長 和田　英二

31 （財）北九州国際技術協力協会　技術協力部 調整課長 有田　雄一

32 （財）西日本産業貿易ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 常務理事　 村上　英治

33 （財）西日本産業貿易ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 総務部長 河内　徹也

34 （有）ｱｼﾞｱﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役社長 古森　政基

35 （社）九州ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会 専務理事 岩橋　正人

36 （社）九州ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会 事務局次長 森　　 秀幸

37 （財）北九州産業学術推進機構 専務理事 佐藤　惠和

38 九州観光推進機構 事業副本部長 高橋　誠

39 九州観光推進機構　海外誘致推進部 次長 内藤　政則

40 九州工業大学 産学連携推進ｾﾝﾀｰ長 鹿毛　浩之

41 九州工業大学 リエゾン部門長 佐伯　心髙

42 九州工業大学 准教授 中牟田　晃

43 九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ 国際ビジネス部会長 坂田　昌己

44 北九州国際ITビジネス推進会 会長 庄司　裕一

45 特定非営利活動法人　新ｱｼﾞｱ人材・技術協力機構 理事 藤井　文夫

46 特定非営利活動法人　新ｱｼﾞｱ人材・技術協力機構 理事 多田　仁

　　【代表】

　　【自治団体・経済団体等】

　　【政府機関】
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No. 所属 役職 名前
【団長】

1 知識經濟部 通商協力政策官 洪志仁(HONG Ji-In)

【政府機関】

2 駐福岡大韓民國總領事館 副領事 南宮煥(NAMGUNG Hwan)

3 知識經濟部 亞洲協力課 事務官 裵晟埈(BAE Seong-Jun)

4 知識經濟部 亞洲協力課 主務官 禹惠永(WOO Hye-Young)

【自治団体・経済団体】

5 釜山廣域市 經濟政策課長 金錀溢(KIM Yun-Il)
6 釜山廣域市 通商協力Team 主務官 金大祐(KIM Dae-Woo)
7 光州廣域市 經濟政策課長 鄭善洙(CHUNG Sun-Soo)

8 光州廣域市 經濟政策課 主務官 柳銤秀(RYU Mih-Soo)

9 忠淸北道 通商外交Team長 許敬宰(HUR Kyoung-Jae)

10 忠淸北道 通商外交Team 次長 宋賢淑(SONG Hyun-Suk)

11 (社)韓日經濟協會 專務理事 許南整(HUH Nam-Jung)

12 (社)韓國優良製品振興協會 會長 申德鉉(SHIN Duck-Hyun)

13 韓國光産業振興會 專務理事 柳珍洙(RYU Jin-Soo)

14 KOTRA 韓國貿易Center(福岡) 館長 金鉉泰(KIM Hyun-Tae)

15 KOTRA 韓國貿易Center(福岡) 次長 全相賢(JEON Sang-Hyun)

16 韓國産業技術大學校 敎授 朴相鐵(PARK Sang-Chul)

17 Hanbat大學校 敎授 金善泰(KIM Seon-Tai)

18 (財)韓日産業·技術協力財團 硏究委員 金度勳(KIM Do-Hoon)

19 (社)韓國貿易協會 課長 朴珉永(PARK Min-Young)

20 (社)韓國Technomart Team長 李炳一(LEE Byeong-Yil)
21 (社)韓國Technomart 九州事務所長 今泉宏(IMAIZUMI Hiroshi)

22 (社)韓國Technomart 理事 尹明憲(YOON Myoung Hun)

23 (財)Seoul産業通商振興院 次長 申枓眞(SHIN Doo-Jin)

24 韓國産業團地公團 Eco 事務局 課長 尹晶穆(YOON Jung-Mok)

25 韓國産業團地公團 Eco 事務局 代理 徐逸享(SEO Il-Hyang)

26 韓國産業團地公團 國際協力Team 代理 李아람(YI Aram)
27 (社)韓日經濟協會 理事 柳奉雨(RYU Bong-Woo)
28 (社)韓日經濟協會 部長 趙德卯(CHO Duck-Myo)

29 (社)韓日經濟協會 課長 沈揆榛(SHIM Kyu-Jin)
30 通譯 同時通譯士 金惠媛(KIM Hae-Won)
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