第 45 回石油・天然ガス開発基礎講座開催のご案内
当連盟では､石油･天然ガス開発業務及び関連業務に携わっている方や油ガス田開発ビジネスに関心
をお持ちの方を対象に、第 45 回石油･天然ガス開発基礎講座を開催します。
本講座では、探鉱開発技術やファイナンス、石油契約からエネルギー業界を取り巻く政治・経済情勢
の分析、更には開発政策まで、最前線の講師陣を招き、講義を行います。
皆さまのご参加をお待ち申し上げます。
なお、定員 180 名に達した場合、締切り前でも募集を中止させていただきますのでご了承ください。
記
1.

開催期日：

2018 年 5 月 29 日（火）～5 月 31 日（木）【３日間】

2.

会

富士ソフトアキバプラザ 5 階

場：

アキバホール

東京都千代田区神田練塀町 3 JR 秋葉原駅

徒歩 2 分

http://www.fsi.co.jp/akibaplaza/map.html
3.

講座内容：

スケジュール表を参照ください。
なお、都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

4.

受 講 料：

60,000 円（3 日間受講、テキスト代、昼食費、懇親会費を含む）
【割引】貴社、団体で同時に 5 名以上の申込の場合 ：55,000 円
貴社、団体で同時に 10 名以上の申込の場合：50,000 円
なお、講座毎の代理受講も可能ですが、代表者名でお申し込み下さい。

5.

申込方法：

受講申込書に必要事項を記入し、FAX またはメールにて申し込みください。

6.

支払方法：

請求書を送付しますので銀行振込にてお支払い下さい。
〈振込先〉
三菱東京ＵＦＪ銀行新丸の内支店普通 3805781 石油鉱業連盟

7.

申込締切日：

2018 年 4 月 27 日（金）

8.

キャンセルに

お申込後のキャンセルにつきましては、5 月 21 日まで無料で承ります。そ

ついて：

れ以降は、下記のキャンセル料金が発生いたします。予めご了承ください。
5 月 22 日～24 日・・・・・・・・受講料の 20%
5 月 25 日～29 日（当日）・・・・ 受講料の全額

9.

問合せ先：

石油鉱業連盟企画調査 2 部

中本

〒100－0004 東京都千代田区大手町 1－3－2 経団連会館 17 階
TEL：03（3214）1701
FAX：03（3214）1703
E-mail：kisokouza@sekkoren.jp
付属資料
付属資料
・第 45 回石油・天然ガス開発基礎講座スケジュール
・第 45 回石油・天然ガス開発基礎講座受講申込書

日 時：2018年5月29日（火）～5月31日（木）
場 所：富士ソフトアキバプラザ・アキバホール（秋葉原）
主 催：石油鉱業連盟

第４5回石油・天然ガス開発基礎講座スケジュール
2018年5月29日（火）

第１日

9時00分

受付開始

9時20分－9時30分

開講挨拶、講座の概要説明
石油鉱業連盟 企画調査２部 部長 長谷川 茂吉

9時30分－10時40分

「石油・天然ガス鉱床の成立と探鉱」
石油資源開発(株) 技術本部評価技術部 探鉱技術グループ長 加藤 新 氏
（休

憩）

10時50分－12時00分

「物理探鉱の基本原理」

12時00分－13時00分

（昼

13時00分－14時10分

「掘削概論｣

(株)地球科学総合研究所 技術企画・ＩＴ部 部長 西木 司 氏
食）

石油資源開発(株) 技術本部開発技術部 坑井技術グループ長 菅野 俊 氏
（休
14時20分－15時30分

憩）

「開発・生産」 －原油回収と貯留層挙動予測－
日本オイルエンジニアリング(株) 取締役 開発技術部 部長 松本 行弘 氏
（休

憩）

15時40分－16時50分

「LNG液化プラント － 多様化への対応」
日揮（株） プロセステクノロジー本部 技術理事 チーフエンジニア（LNG） 角谷 謙 氏

17時00分－19時00分

＜懇親会＞受講者、講師、当連盟とのネットワーク構築交流会
【会場】富士ソフトアキバプラザ・レセプションホール

2018年5月30日（水）

第２日

9時30分－10時40分

｢石油･天然ガスの資源評価スタディ（2018）｣
(独)石油天然ガス･金属鉱物資源機構 調査部 研究員 工学博士 本村 眞澄 氏
（休

憩）

10時50分－12時00分

「ＨＳＥマネジメントシステム」

12時00分－13時00分

（昼

13時00分－14時10分

「原油・天然ガス開発ビジネスとファイナンス」

国際石油開発帝石（株） HSEユニット HSEシステムグループ マネージャー 菱山 雅司 氏
食）

国際石油開発帝石（株） 財務・経理本部 財務ユニット 財務グループマネージャー 矢吹 博英 氏
（休
14時20分－15時30分

憩）

「天然ガスとＬＮＧの開発」
国際石油開発帝石(株) 技術本部 技術基盤ユニット シニアコーディネーター 堀江 忠司 氏
（休

憩）

15時40分－16時50分

「石油・天然ガス政策の取組」
経済産業省 資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油･天然ガス課 課長補佐 廣田 大輔 氏

2018年5月31日（木）

第３日

9時30分－10時40分

「石油・天然ガス開発の会計」
PwCあらた有限責任監査法人 公認会計士 手塚 大輔 氏
PwCあらた有限責任監査法人 公認会計士 熊田 崇史 氏
PwCあらた有限責任監査法人 公認会計士 矢野 真基 氏
（休

憩）

10時50分－12時00分

「米国、ロシア、サウジ ビッグ３の歴史と未来」

12時00分－13時00分

（昼

13時00分－14時10分

「世界経済、原油・天然ガス開発」

和光大学 経済経営学部 教授 大学院研究科委員長 経済学博士 岩間 剛一 氏
食）

和光大学 経済経営学部 教授 大学院研究科委員長 経済学博士 岩間 剛一 氏
（休
14時20分－15時30分

憩）

「石油天然ガス契約及びLNG売買契約」
西村あさひ法律事務所 弁護士 紺野 博靖 氏
西村あさひ法律事務所 弁護士 大槻 由昭 氏
西村あさひ法律事務所 弁護士 勝部 純 氏
（休

憩）

15時40分－16時50分

「エネルギーと国際政治」

16時50分－17時00分

放送大学 教授 高橋 和夫 氏
閉会挨拶
石油鉱業連盟 企画調査２部 部長 長谷川 茂吉

E-mail kisokouza@sekkoren.jp または FAX 03-3214-1703
申込先： 石油鉱業連盟 企画調査2部

第45回石油・天然ガス開発基礎講座 受講申込書
【講座開催期日】
2018年年5月29日（火）～5月31日（木） ＜3日間＞
【会
場】
富士ソフトアキバプラザ5階 アキバホール
【懇親会参加確認】
5月29日の講義終了後、富士ソフトアキバプラザ内で受講者、講師、当連盟とのネットワーク構築の懇親会を開催します。
別途費用はかかりませんが、参加人数を把握するため、参加の有無の回答にご協力ください。

貴社名
郵便番号

所在地

ご住所
受講者氏名
ふりがな
所属部署・役職

ご受講者

ご連絡先

TEL
E-mail

E-mail
懇親会への参加有無
（ドロップダウンリストから選
択してください）

事務ご担当

事務ご担当者氏名
所属部課

※お申込のとりまとめ、事
務手続き等をされている方
をご記入下さい。

請求書送付先

ご連絡先

TEL
E-mail

ご担当者氏名
所属部課

※上記と異なる場合、ご記
入下さい。

ご連絡先

TEL
E-mail

その他特記事項
＊ご記入頂いた個人情報は、適正に管理するとともに本講座の準備・運営のためを目的に使用致します。

申込締切日：2018年4月27日（金）

