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【革新的“技術経営”分野の扉を開く！】
イノベーションとインスティテューションとの共進化ダイナミズムの解明
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西9号館2Ｆ　ディジタル多目的ホール／本館1Ｆ　Ｈ111



本シンポジウム ＝ SIMOT最終成果報告

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、本年は当COEの最終年度であり、本シンポジウムも最終回を迎えました。SIMOTメンバーそれぞれの5年
間の研究成果、そしてSIMOT全体としての具体的な成果、および教育・国際コラボ体系とその実績を皆様にご報告し、
本COEの約5年間の締め括りといたしたく存じます。
　本シンポジウムでは、インスティテューションを象る3次元それぞれに設定された以下の6つの研究テーマについて、
報告させていただきます。

　研究成果を次元ごとに整理し、また3次元を包含したSIMOT全体としての成果をご報告させていただく予定です。
　ご参加の大学・研究所・企業・政府機関等の皆様におかれては、これらの成果の有用性、発展性などに関し、厳
しく建設的なコメントを賜りたくお願い申し上げます。
　また、SIMOTにおける5年間の国際コラボ、教育活動の全容を学生の発表・報告とともにご報告させていただき
ます。学生によるポスターセッションも開催いたします。
　また、21日*夕にはレセプションをおこないます。
　今次シンポジウムは、週末を含む3日間に亘っておこないます。万障繰り合わせの上、多数のご参加をお待ちして
おります。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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東京工業大学21世紀COEプログラム、「インスティテューショナル技術経営学」（SIMOT）
拠点リーダー　社会理工学研究科 経営工学専攻 教授　渡辺千仭

インスティテューションの3次元

国家戦略
・

社会制度

企業組織・風土
時代
背景

東京工業大学　21世紀COEプログラム

「インスティテューショナル技術経営学｣
“The Science of Institutional Management of Technology: SIMOT”

日本型共進ダイナミズムの解明と世界価値への昇華

Ⅰ. 国家戦略・社会制度

 市場と技術の相互作用のメカニズム

Ⅱ. 企業組織・風土

 a) 日本型技術創造の方法論

 b) 無形資産の在庫マネジメント戦略

 c) 技術の事業化戦略

Ⅲ. 時代背景

 a) 社会的インスティテューションの経営学的分析

 b) 社会的インスティテューションの歴史的示唆

＊前回のお知らせでは、レセプションの日付が22日となっておりましたが、21日の誤りです。大変申し訳ございませんでした。



本シンポジウムの構成

申込み要領
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前回（第4回）国際シンポジウムの模様

東京工業大学２１世紀ＣＯＥプログラム
 「インスティテューショナル技術経営学」(SIMOT)　事務局
吉野　美恵子　Tel 03-5734-2936  Fax 03-5734-2250　yoshino.m.ad@m.titech.ac.jp
http://www.me.titech.ac.jp/coe/

日時： 2009年 2月21日（土） 10:00- （9:30 開場）
  2月22日（日） 10:00- （9:30 開場）
  SIMOTメンバーによる最終報告（日本語での発表: 同時通訳付き）
  2月23日（月） 9:15- （8:45開場）
  教育・国際コラボ成果報告（英語での発表: 同時通訳無し）

■

2月21日（土）22日（日） 2月23日（月）

会場：  21日/22日： 東京工業大学 大岡山キャンパス　西9号館 ディジタル多目的ホール
 23日：  同   本館1Ｆ　Ｈ１１１
 （地図・アクセスは裏表紙にあります）

■

参加費：無料■

ご参加：下記までご連絡ください
 ・先着300名様（23日は100名様）とさせていただきます。
 ・2月6日(金)までにご返答いただければと存じます。
（ウェブでのサインイン、電話、ファックス、E‐メール、いずれでもお受けいたします）

■

教育・国際コラボ成果報告研究報告

国際コラボ実績

教育プログラム実績

教育総括レビュー学生研究成果ポスターセッション

技術事業化
戦略

経営学的視点

歴史的俯瞰

研究総括レビュー

市場・技術相互
メカニズム

日本型技術
創造

無形資産在庫
マネジメント

特任教授等パネル

OB・OGパネル

学生パネルディスカッション



プログラム（1日目）
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2月21日（土）　SIMOTメンバーによる最終報告 （日本語での発表: 同時通訳付き）

10：00 開会・挨拶　渡辺千仭、中原恒雄（SIMOT評価委員長）

10：15 基調講演　ご来臨者の方にご高話をたまわります
  日本式モデルにもっと誇りを持って!

11：00 成果報告（1）   　　　　　
 第Ⅰ軸　市場と技術の相互メカニズム　　　
 （1）渡辺千仭（東工大 経営工学　教授、SIMOT拠点リーダー）
  イノベーションとインスティテューションの共進－日本型技術経営システムの盛衰
 （2）宮崎久美子（東工大 イノベーションマネジメント研究科　教授）
  コンバージエンス技術へのセクター次元のアプローチ
 （3）水野眞治（東工大 経営工学　教授）
  インスティテューションの違いとモデル化
 質疑応答・討論

14：00 成果報告 (2) 
 第Ⅱ軸 - a)日本型技術創造の方法論
 （1） 圓川隆夫 (東工大 経営工学　教授、イノベーションマネジメント研究科長、拠点サブリーダー )
  ニューパラダイムに即した新しい日本型品質管理
 （2）村木正昭（東工大 経営工学　教授)
  地球温暖化に対する日本の対応
 （3）伊藤謙治（東工大 経営工学　教授）
  カストマーの視線に立ったリスクマネジメント
 （4）妹尾大 (東工大 経営工学　准教授）、野村恭彦（SIMOT特任准教授）
  グローバルイノベーション企業のインスティテューショナル経営
 質疑応答・討論

16：15 コーヒーブレイク

16：30 成果報告（3）　
 第Ⅱ軸 - b)無形資産の在庫マネジメント戦略
 （1）田中義敏（東工大 イノベーションマネジメント研究科　准教授）
  休眠特許のインスティテューショナル背景構造
 （2）佐伯とも子（東工大 イノベーションマネジメント研究科　教授）
  知的財産のインスティテューショナル管理
 （3）曹徳弼（SIMOT特任教授、慶応大学教授）
  インスティテューショナルSCM
 質疑応答・討論

18：20 閉会・挨拶　圓川隆夫

18：30      レセプション
 　　同館内コラボレーションルーム
 　　（参加費として2,000円を当日受付にて申し受けます。）

12：50 ランチ

ポスドク・博士課程後期学生によるポスターセッション（21日・22日　多目的ホール前ロビー）

Rémy Magnier-Watanabe, Pablo Ramirez, Quan Sasaki, 小林学, 井上善美, 森山幸司,
申宰浩, Seunghye Hong, 北原知就, Björn Frank, Anantana Tanyanuparb, Albat Gulmire,



プログラム（2日目）
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2月22日（日）SIMOTメンバーによる最終報告 (続き)  （日本語での発表: 同時通訳付き）

10：00 開会・挨拶　肥田野登（東工大 社会理工学研究科長）

10：30 成果報告 (4)
 第Ⅱ軸 ‒ c) 技術の事業化戦略  
 (1) 飯島淳一 (東工大 経営工学　教授)
  IT利活用とインスティテューションとの共進ダイナミズム

 (2) 比嘉邦彦 (東工大 イノベーションマネジメント研究科　教授)
  e-コマースのインスティテューショナル展開

 (3) 梅室博行 (東工大 経営工学　准教授)
  Affectiveな技術、affectiveなマネジメント、affectiveな社会

 質疑応答・討論

12：20 ランチ

13：30 成果報告 (5)
 第Ⅲ軸 - a) 経営学的分析 
 （1）蜂谷豊彦 (東工大 経営工学　准教授)
  日本企業におけるガバナンス構造の変化がもたらすインパクト

 （2）永田京子 (東工大 経営工学　准教授)
  新規株式公開企業等の利益調整構造のインスティテューショナル要因

 （3）鍾淑玲 (東工大 経営工学  准教授）
  国境を越えた小売インスティテューションの経営技術移転

 質疑応答・討論

15：20 コーヒーブレイク

15：40 成果報告 (6)
 第Ⅲ軸 ‒ b)歴史的示唆
 （1）木本忠昭 (東工大 経営工学　教授)
  社会的インスティテューションの制約ゆえの戦後日本の技術発展

 （2）山崎正勝 （東工大 経営工学　教授）
  科学史における制度論的アプローチの挫折

 質疑応答・討論

17：05 総括・挨拶　渡辺千仭

Solves Pujol Ramon, Javier P. Eguez Guevara, 武悦, 柴田洋輔, Teng Min, 和田正法, 
Md. Mamunur Rashid, 栗原岳志, 田中聡, 大橋正則



プログラム（3日目）
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2月23日（月）教育・国際コラボ成果報告 （英語のみの発表・同時通訳無し）

 9：25 開会・挨拶　牟田博光（東工大副学長）

 9：30 招待講演　Finger Matthias （Professor, Management of Network Industries, EPFL）

10：15 SIMOT COEプログラム実施報告

  1　国際コラボレーション[研究活動／教育]

  2　教 育

10：30 学生パネルディスカッションⅠ

  和田正法、Björn Frank、Seunghye Hong、森山幸司、

  Javier P. Eguez Guevara 、Gulmire Abulat

 Chair：Rémy Magnier-Watanabe

12：00 ランチ

13：00 学生パネルディスカッションⅡ

  申宰浩、Tanyanuparb Anantana 、柴田洋輔、

  Ramon Solves Pujol、Teng Min、武悦

 Chair：Sasaki Quan

14：30 SIMOT修了生パネルディスカッション

  大内紀知、汪建、荻久保瑞穂、陳昭蓉、趙偉琳

 Chair：菊池隆（SIMOT特任教授）

15：30 コーヒーブレイク

15：45 教育レヴュー　ディスカッション

16：30 教育プログラム　総括　渡辺千仭

17：15 閉会・挨拶　中原恒雄（SIMOT評価委員長） 、渡辺千仭



講演者のプロフィール（発表順）

－ 7 －

宮崎 久美子（東工大 イノベーションマネジメント研究科 教授）
●オックスフォード大学物理学部卒業、ケンブリッジ大修士・INSEAD MBAを経て、サセックス大学科学技術政策研究所
（SPRU）Ph. D.
●日・英・加の企業経験の後、東京工業大学助教授に就任。工学部教授を経て、2005年より現職
●専門は技術戦略。政府審議会等で積極的に提言（原子力委員会、宇宙開発委員長、NHK放送技術審議会等）

水野 眞治（東工大 経営工学 教授）
●東工大工学部経営工学卒業。　東工大総合理工学研究科システム科学博士課程修了　理学博士
●千葉工業大学助手、東工大助手、文部省統計数理研究所助教授、東工大助教授を経て現職
●専門はオペレーションズ・リサーチ、金融工学、数値的最適化

圓川 隆夫（東工大 経営工学 教授、イノベーションマネジメント研究科長、SIMOT拠点サブリーダー）
●東工大工学部経営工学専攻卒業。工学博士
●東工大助手・助教授を経て現職。その間、運輸政策審議会情報部会長、同大学評議員等を歴任
●専門はSCM・品質管理。現在、国土交通省交通政策審議会、同社会資本整備審議会、財務省関税審議会の委員等を兼務

村木 正昭（東工大 経営工学 教授）
●東工大工学部化学工業卒業。　東工大理工学研究科化学工学修士課程修了　工学博士
●富士写真フィルム株式会社、東工大助手、東工大助教授を経て現職
●専門はプロセス管理、環境管理

伊藤 謙治（東工大 経営工学 教授）
●東工大工学部経営工学科卒業。工学博士
●日立製作所での企業経験の後、東工大助手、東工大助教授を経て現職
●専門は人間工学

中原 恒雄（中原総合研究所 代表取締役）
●東京大学工学部電気工学科卒業。同大学より工学博士号取得
●元住友電機工業株式会社副会長。日本工学アカデミー会長、技術同友会代表幹事、研究・技術計画学会元会長、独立行政法人科学技術振興
機構運営委員、独立行政法人産業技術総合研究所特別顧問、Member of IEEE Foundation Board of Directorなど多くの要職を兼任

●「インスティテューショナル技術経営学研究センター」外部評価委員長

基調講演：ご来臨者の方にご高話をたまわります

「日本式モデルにもっと誇りをもって!」

渡辺 千仭（東工大 経営工学 教授、SIMOT拠点リーダー）
●東京大学工学部都市工学科卒業。東京大学より博士（学術）
●通産省工業技術院技術審議官、国際応用システム分析研究所（IIASA）技術顧問、前東工大評議員
●専門は技術経済システム論。著書、共著に「技術革新の計量分析」、「技術経済論」など



講演者のプロフィール（発表順）
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妹尾 大（東工大 経営工学 准教授）
●一橋大学社会学部卒業。一橋大学商学研究科　商学博士
●北陸先端科学技術大学院大学助手を経て、現職
●専門は経営組織論、経営戦略論、ナレッジマネジメント

田中 義敏（東工大 イノベーションマネジメント研究科 准教授）
●東京工業大学工学部卒業。同大学院原子核工学専攻修士課程修了
●特許庁審査官、科学技術庁専門職、日本テトラパック（株）部長、同統括部長等を経て現職
●専門は企業経営と知的財産活動

佐伯 とも子（東工大 イノベーションマネジメント研究科 教授）
●大阪大学薬学研究科応用薬学修士課程修了。薬学博士
●特許庁医療審査長、ファンケル知財部知財部長を経て、2002年東工大社会理工学研究科教授に就任。2005年より現職
●専門は知的財産権

曹 徳弼（慶應義塾大学 管理工学 教授、SIMOT特任教授）
●長春地質学院、清華大学大学院卒業。東工大工学経営工学専攻　工学博士
●東工大助手、オリンパス光学（株）行政部、東工大助教授を経て現職
●専門は在庫管理、イノベーションマネジメント、サプライチェーンマネジメント

肥田野 登（東工大 社会理工学研究科長）
●東工大社会工学科、アジア工科大学大学院人間居住学専攻修士、東工大工学博士
●ロンドン大学経済学部客員研究員、ケンブリッジ大学土地経済学部客員研究員、東工大社会工学教授を経て現職 
●専門は環境経済学、不動産経済学、生態社会システムデザイン

飯島 淳一（東工大 経営工学 教授）
●東工大工学部制御工学卒業。東工大大学院総合理工学研究科　工学博士
●東工大助手・助教授を経て現職。東工大評議員
●専門は情報システム学。前経営情報学会会長、現在同学会アドバイザリーボード議長

比嘉 邦彦（東工大 イノベーションマネジメント研究科 教授）
●米国州立アリゾナ大学経営情報システム専攻卒業　Ph.D.
●州立ジョージア工科大学（米）助教授、香港科学技術大学助教授を経て、東工大社会理工・理財工学研究センター教授の後、
現職

●専門は技術情報基盤。日本テレワーク学会の代表幹事の他、テレワーク関係省庁の各種委員会の委員および委員長を歴任

梅室 博行 （東工大 経営工学 准教授）
●東工大工学部制御工学科卒業。東工大理工学研究科制御工学専攻修士課程修了　工学博士
●株式会社野村総合研究所研究員、東工大助手、東工大講師を経て現職
●専門は人間工学、アフェクティブテクノロジー、ジェロンテクノロジー



講演者のプロフィール（発表順）
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蜂谷 豊彦（東工大 経営工学 准教授）
●一橋大学経済学部卒業。一橋大学大学院商学研究科博士課程終了。学術博士
●東工大助手、青山学院大学経営学部助教授を経て現職
●専門は企業財務、ガバナンス、経営学、会計情報論

永田 京子 （東工大 経営工学 准教授）
●一橋大学社会学部卒業。一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。商学博士
●東工大講師を経て現職
●専門は会計情報論、企業評価

鍾 淑玲（東工大 経営工学 准教授）
●台湾・東海大学経済学部卒業。京都大学経済学科研究科修士課程、立命館大学経営学研究科博士課程終了。経営学博士
●国際教養大学国際教養学部講師を経て現職
●専門は商学（マーケティング、物流）。日本流通学会第十回流通学会賞（2006）、日本国際観光学会太田記念国際観光懸賞
論文優秀賞受賞

木本 忠昭（東工大 経営工学 教授）
●九州工業大学工学部電気工学科卒業。ベルクアカデミー・フライベルク大学院工業経営学研究科技術史博士課程修了　
D.Phil.

●芝浦工業大学助手、広島大学助手、広島大学助教授、東工大助教授を経て現職
●専門は技術史、技術論、工学史

山崎 正勝（東工大 経営工学 教授）
●東工大理工学部物理学卒業、東工大理工学研究科理学博士
●三重大学教育学部助教授、東工大工学部教授を経て現職
●専門は科学史。産経児童出版文化省（1996）を受賞

牟田 博光（東工大 理事・副学長）
●東京大学 教育学博士 
●国立教育研究所研究員、東工大工学部助教授、教授を経て現職
●専門はODA評価、教育開発、教育計画、教育工学

Finger Mattias（Professor and Dean of Continuing Education at the Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne）
●Received his Ph. D. in Education in 1986 and his Ph. D. in Political Science in 1988, both from the University of Geneva. 
●Assistant Professor at Syracuse University, Associate Professor at Columbia University, Full Professor at the Swiss Graduate School of 
Public Administration in Lausanne 

●Ｔransformation of network industries in the postal, telecommunications, railways,  electricity, air transport, and water sectors.
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内外最先端研究資源を糾合した世界に通用するリーダー輩出教育
構 造

社会科学系の専門研究者および内外ビジネス最先端の実務経験者による特任教授グループ

SIMOT特任教授

菊池 隆
（SIMOT 専任教授）

ブランド論、無形資産論
サービスマネジメント論

保々 雅世
（日本オラクル 執行役員）

消費者ニーズと企業戦略
の共進化

鮫島 正洋
（弁護士・弁理士）

新legalサービスの展開、
特許訴訟・ライセンス交渉

安達 俊行
（NEC パーソナルプロダクツ 執行役員）

生産管理、開発管理
SCM、CRM

平野 雅章
（早稲田大 教授）

国際経営、組織論

Peter Mertens
（シーメンス技術本部長）

技術開発マネジメント
国際研究開発戦略

山田 太郎
（ネクステック 社長）

技術経営
ベンチャー企業経営論

Pekka Neittaanmäki
（ユバスキュラ大学 教授）

イノベーション戦略
イノベーション政策

名　前　（役　職） 専　門

安田 洋史
（東芝、提携・戦略部長）

ベンチャー起業、新規事業開発、
企業競争戦略

Roland Kircher
（シーメンス技術本部長）

技術開発・マネジメントの
国際比較

増田 達夫
（エス・オー・シー 特別顧問）

国際地政学
国際比較政治

小林 信一
（筑波大 教授）

科学技術政策
高等教育政策

野村 恭彦
（富士ゼロックス マネジャー）

ナレッジマネジメント
イノベーション論

皆川 達哉
（NEC P.P.）

CRMコンセプト
大型プロジェクトマネジメント

潮田 邦夫
（日本コムシス 専務）

ナレッジマネジメント
人材育成、オフィス設計

名　前　（役　職） 専　門

藤 祐司
（SIMOT専任）

技術経済

黒川 晋
（米国ドレクセル大学教授）
〈2008年逝去〉

国際経営戦略

特任雇用

先端研究者
招聘

研究者派遣

研修

インターン

イノベーションマネジメント研究科（MOT大学院）

MOTリーダーMOT
教育機関

日本型技術経営の
強みの本質を
内外に伝播

革新的
学術発展への

貢献

MOT教育の
実質化

国
内
先
端
資
源
・
海
外
先
端
拠
点
へ
の
共
進
的
飛
躍

産　官

アカデミア

国際実践リーダー

先端研究者

インスティテューショナル技術経営学研究センター

学内学際資源（比較文化・比較制度・文化社会学 等）

21世紀COE「インスティテューショナル技術経営学」

講　義

研　修
（3ヶ月）

実践研鑽

研　究

座学（インスティテューショナル技術経営第一・第二）

コロキアム

インターンシップ

海外研修

RA

国際会議企画・発表

若手研究者支援

ポスドク

スーパードクター
トラック

国内先端資源
（ビジネス最先端の実務経験者）

海外先端拠点
（先端学術研究拠点）

東芝
マイクロソフト
NEC
富士ゼロックス
弁護士・弁理士
石油公団・IEA局長（経験者）
筑波大学・早稲田大学

シーメンス
米ドレクセル大学
米ペッパーダイン大学
IIASA（国際応用システム分析研究所）
IAMOT（国際MOT学会）
モスクワ大学・ロシア科学アカデミー
清華大学・インド国際経営技術大学
大連理工大学
豪州理工学アカデミー
欧州（IMD、インシアード、ヘルシンキ工大、
ユバスキュラ大学、マドリッド自治大学、他）

高
度
教
育

人
材
の
供
給

教
育
実
習

・技術経営専攻
・イノベーション専攻
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SIMOT教育、インターン・海外研修、競争的研究支援の有機的リンクの構築による世界に通用する人材の
3タイプ（MOTリーダー、国際実践リーダー、先端研究者）の輩出

平成20年度　SIMOT Doctoral Candidates

森山 幸司 *
（日本）

技術経済

Seunghye Hong
（韓国）

技術経営

Björn Frank
（ドイツ）

生産管理／品質管理

Gulmire Ablat
（中国）

生産管理／品質管理

Javier P. Eguez Guevara 
（エクアドル）

人間工学

柴田 洋輔
（日本）

知的財産管理

和田 正法 *
（日本）

科学史／技術史

栗原 岳志
（日本）

科学史／技術史

大橋 正則
（日本）

科学史／技術史

名　前　（Nationality） 専　門

申 宰浩
（韓国）

技術経済

北原 知就
（日本）

数理分析

Anantana Tanyanuparb
（タイ）

生産管理／品質管理

Solves Pujol Ramon
（スペイン）

人間工学

武　悦
（中国）

知識経営

Teng Min
（中国）

経営管理

Md. Mamunur Rashid
（バングラディシュ）

科学史／技術史

田中 聡
（日本）

科学史／技術史

名　前　（Nationality） 専　門

世界各国から受け入れた最先端研究者による世界全域の情報に根ざした研究体制の構築

平成20年度　SIMOT Post Doctoral Fellow

Rémy 
Magnier-Watanabe
（フランス）

知識管理／知識経営

Quan Sasaki Tu
（米国）

人間工学

井上 善美
（韓国）

マーケティング

名　前　（Nationality） 専　門

Pablo Ramirez
（アルゼンチン）

経営管理システム

小林 学
（日本）

技術史

吉田 賢哉
（日本）

ICT経営戦略

名　前　（Nationality） 専　門

＊スーパードクター
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駅

正
門

大岡山
キャンパス

SIMOT拠点
〒152－8552 東京都目黒区大岡山2-12-1 W9-51
国立大学法人東京工業大学　
社会理工学研究科 経営工学専攻内
西9号館　208B号室
電話　03-5734-2936　FAX　03-5734-2250
メール　yoshino.m.ad@m.titech.ac.jp
URL　http://www.me.titech.ac.jp/coe/

【アクセス至便】
■都営三田線および南北線が東急目黒線と
　相互乗り入れしており、大岡山駅まで直通
■東急東横線からは自由が丘駅で
　東急大井町線に乗換え大岡山駅へ
■東急田園都市線からは二子玉川駅で
　東急大井町線に乗換え大岡山駅へ
■東急池上線からは旗の台駅で
　東急大井町線に乗換え大岡山駅へ

正門から見た西9号館

田町
キャンパス
Tamachi Campus

大岡山
キャンパス
O-okayama
Campus

すずかけ台
（旧長津田）
キャンパス
Suzukakedai

(former Nagatsuta)
Campus

Tokyo International Airport
(Haneda)

羽田空港

JR Keihin-Tohoku Line
京浜東北線

Oimachi
大井町

Shinagawa
品川

Tamachi
田町

Tokyo
東京

Meguro
目黒

Shibuya
渋谷

JR Soubu
Narita Line

総武成田線

モノレール

Tokyu Meguro
Line

東急目黒線

JR Tokaido Shinkansen Line
新幹線

 Eidan
Namboku Line

営団南北線

JR Yamanote Line
山手線

Toei Mita Line
都営三田線

Tokyu Den'entoshi Line
東急田園都市線

JR Yokohama Line
横浜線

Suitengumae
水天宮前

New Tokyo
International Airport

(Narita)

成田空港
Ueno
上野

Komagome
駒込

Sugamo
巣鴨

O-okayama
大岡山

Futago-tamagawa
二子玉川

Nagatsuta
長津田

Suzukakedai
すずかけ台

Hamamatsucho
浜松町

Jiyugaoka
自由が丘Tokyu Oimachi Line

東急大井町線

Tokyu Toyoko Line
東急東横線

Den'en chofu
田園調布

Musashi kosugi
武蔵小杉

Tamagawa
多摩川

Shin-yokohama
新横浜

Kikuna
菊名

Yokohama
横浜

Kamata
蒲田

Keikyu-Kamata
京急蒲田

Higashi-Kanagawa
東神奈川Sakuragicho

桜木町

【会場】
21日/22日：東京工業大学　大岡山キャンパス 西9号館2F  ディジタル多目的ホール
23日：　　　　　　　　　同 本館1Ｆ  Ｈ１１１　　
いずれの会場も、東急大井町線・目黒線大岡山駅からドアツウドアで3分
（大手町から３０分、内幸町から２５分、目黒から１０分）

本館（正門左手）
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