
 
 

人工光型植物工場における電気料金の節減法セミナー 

2013 年 9 月 24 日版 

主催： (社)生産者のための人工光型植物工場協議会(以下、協議会) 

共催： NPO 植物工場研究会､(財)社会開発研究センター､大阪府大植物工場開発センター 

日時： 2013 年 12 月 9 日(月)13 時～16 時 20 分(16 時 30 分から 18 時 15 分まで交流会) 

場所： 千葉大学環境健康フィールド科学センター内 植物工場研修棟 A 棟 1 階研修室 

〒277-0882 千葉県柏市 6-2-1 (つくばエクスプレス線・柏の葉キャンパス駅西口から徒歩 7 分) 

協議会 website  http://plantfactory.web.fc2.com/ 

 

開催趣旨：人工光型植物工場に容易に導入可能で、生産コスト低減や生産性向上に効果的な照明技術・

環境制御技術を解説し、各講演の後に十分な質疑応答時間を設ける。その後に総合質疑応答を行い、電

気料金節減法を身に付ける。希望者には午前中に見学会を行う。 

 

セミナー参加費： 

１)協議会の会員：会員種別によらず、1 名は無料。団体会員は 2 人目から 5,000 円/人 

２)共催団体の会員だが、協議会の非会員：2 万円(注) 

３)協議会の非会員で共催団体も非会員：4 万円(注) 

(注)参加申込み時に「入会申込書」を提出し、理事会において社員の資格取得が承認された場合は、

「１)協議会の会員」扱いとし、セミナー参加費は 1 名のみ無料。年会費(10 月以降の入会は半額)

は会員種別により異なる(詳しくは、3 ページの「入会申込書」を参照)。 

 

セミナー参加の申込み： 次ページの「参加申込書」に必要事項を記入してください(先着 100 名限り)。 

協議会への入会申込み： 3 ページの「入会申込書」に必要事項を記入してください。 

申込締切： 11 月 15 日(金) 

申込方法： 協議会事務局にメールまたは Fax にてお送りください。 

支払方法： 当日、受付にてお支払いください(釣銭のないようご用意ください)。 

 

見学会(オプション)： 10:30～12:00 

 千葉大学柏の葉キャンパス内の人工光型と太陽光型の植物工場の見学と解説 

見学会参加費： 2,000 円(500 円のお弁当とお茶を含む) 

 

セミナープログラム 

13:00  あいさつおよび趣旨説明  髙辻正基 会長 

13:05    アンケート集計結果報告 稲田信二 理事 

13:10  電気料金メニューと電力負荷平準化による電気料金低減法について 東京電力(株) 

13:50  電気代に関するよくある誤解  髙辻正基 会長 

14:30  電力消費量の内訳とその節減法 古在豊樹 理事長 

15:10      休憩 

15:25  総合質疑応答 (コーディネーター：丸尾達 理事) 

     コメンテーター：村瀬治比古、後藤英司、稲田信二、中村謙治の各理事 

16:15  閉会挨拶 古在豊樹 理事長 

16:30～18:15  交流会(ららぽーと柏の葉 3 階 中華紅虎)(参加費：3,000 円) 



一般社団法人生産者のための人工光型植物工場協議会 

 

 

 

 

 

 

2013 年 12 月 9 日(月)13:00～16:20 

 

参加申込書 
申込締切：11 月 15 日(金) 

 

1. ふりがな 

お名前 
   

 
 
 
 

2. 所属先    
 
 
 

３．TEL    
 
 

４．FAX    
 
 

５．E－MAIL    
 
 

６. 申込種別 

 

※いずれか 

1 つに○ 

協議会の 

会員 

（   ）団体会員 A 

（   ）団体会員 B 

（   ）個人会員 A 

（   ）個人会員 B 

（   ）賛助団体会員 A 

（   ）賛助団体会員 B 

（   ）賛助個人会員 

1 名は無料 

団体会員は 2 人目 

から 5,000 円/人 

 

 

協議会の 

非会員 

（   ）NPO 植物工場研究会の会員 20,000 円
 
 

 （   ）(財)社会開発研究センターの会員 20,000 円
 
 

 （   ）大阪府大植物工場開発センターの会員 20,000 円
 
 

 （   ）いずれにも非会員 40,000 円
 
 

７．協議会入会希望 

(非会員の場合) 
（   ）有     （   ）無 

※有の場合は、3 ペ

ージの入会申込書を

提出してください 

 
 

８．見学会 10:30～12:00 （   ）参加    （   ）不参加 2,000 円
 
 

９．交流会 16:30～18:15 （   ）参加    （   ）不参加 3,000 円
 
 

事務局 

記入欄 
   

 
 
 
 

 

 

申 込 先 

 

FAX：04－7137－8312 

FAX：04－7137－8114 

E-Mail: plantfactory55@gmail.com 



年会費(口数)(注1)

Ⅰ
ﾌﾘｶﾞﾅ

Ⅱ
ﾌﾘｶﾞﾅ a) (財)社会開発研究センター

b) NPO植物工場研究会
c) 大阪府立大学企業コンソーシアム

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

Ⅲ

【事務局記入欄】　会員番号：　　　　　　　　　　　入会日：　　　　　年　　　月　　　日　　2013/6/18版

「一般社団法人生産者のための人工光型植物工場協議会」入会申込書

特定企業グループ(注1)の会員であるが、人工光型植物工場で野菜等の生
産・販売を行っていない企業・団体

特定企業グループ(注1)の会員ではなく、また人工光型植物工場で野菜等の
生産・販売を行っていない企業・団体

特定企業グループ(注1)の会員で、人工光型植物工場で野菜等を生産・販売
している企業・団体

特定企業グループ(注1)の会員ではないが、人工光型植物工場で野菜等の生
産・販売している企業・団体

団体会員A､B に属するが､申込責任者ではなく、本協議会事務局からの通
知等の直接的受理を希望する個人

2

1

1万円　(1口)

3万円　(3口)

6

「一般社団法人生産者のための人工光型植物工場協議会」の設立の趣旨及び活動方針に賛同し、下記の通り入会の
申し込みをいたします。

記

団体会員B(総会社員)

団体会員A(総会社員)

会員種別
※申込種別を○で囲んでください。

人工光型植物工場で野菜等の生産・販売を行っていないが、趣旨に賛同す
る個人

※個人会員B、及び賛助会員は、総会での議決権はありません

会員区分

賛助団体会員B

賛助団体会員A

個人会員B

個人会員A(総会社員) 人工光型植物工場で野菜等を生産・販売している個人事業主

4

備考　※下表(注1)、(注2)もご覧ください

5

3

1万円　(1口)

3万円　(3口)

1万円　(1口)

1万円　(1口)

申込者

団体会員A・B、賛助団体会員A・B　申込責任者氏名及び連絡先　*本件に関する決裁権限を有する方

団体名

団体会員B、賛助

会員団体Bの場
合、右欄に○

賛助個人会員

〒住所

tel

申込者

(注2)特定企業グループ：(財)社会開発研究センター、NPO植物工場研究会および大阪府立大学企業コンソーシアム

〒

2) 連絡担当者　*社員総会通知、ｲﾍﾞﾝﾄ通知等の連絡先が、1) 申込責任者と異なる場合に記入してください

担当者 ㊞

住所

tel e-mail

〒

(注1)年会費は1口1万円とし、団体会員Aおよび賛助団体会員Aの年会費は3口以上とする。

特定企業グループに新たになることを希望する団体(会員10社以上)は、その定款および役員・会員リストを添え
て本協議会事務局に申請し、審査を受ける。

7 2万円　(2口)

個人会員A・B、賛助個人会員　申込者氏名及び連絡先

㊞

㊞

fax

fax e-mail

申込日：　　　　年　　　月　　　日

申込方法：　申込書に必要事項をご記入・押印の上、郵送、FAXまたはEメールで下記宛に送付してください。

　　　　　　(団体会員、個人会員、賛助会員を問わず、1名につき1枚ご提出をお願いいたします。)
<申込書送付先>
　住所：〒277-0882　千葉県柏市柏の葉6-2-1　(千葉大学環境健康フィールド科学センター内)
　　　　一般社団法人生産者のための人工光型植物工場協議会事務局　宛
　TEL：04-7137-8114, 8312　FAX：04-7137-8114　Email：plantfactory55@gmail.com
※会費の納入については、社員の資格の取得が理事会により承認された後ご連絡いたします。
※申込書に記載された情報は、申込者の事前の同意なく第三者へ開示することはありません。

所属先
(任意)

部署
役職

部署
役職

外部公表用に作成する会員名簿への記載の可否 (個人会員は個人名、団体会員は団体名のみ記載)：　　可　　　不可
※どちらかを○で囲んでください

住所

tel fax e-mail



本協議会は、人工光型植物工場で野菜等の生産・販売を行っている企業・団体が中心になり、
2013年5月に設立されました。
人工光型植物工場の共通の課題である、電気料金の値上げや、生産物の流通の課題などにつ
いて議論し、公官庁への働きかけや消費者へのアピールを行っていく場として皆様と一緒に
取組んでいく所存です。
人工光型植物工場での生産・販売を行っている事業者の方はもとより、植物工場の普及・拡
大にご賛同・ご支援いただける、法人・個人・団体の皆様のご入会も歓迎いたします。大にご賛同 ご支援いただける、法人 個人 団体の皆様のご入会も歓迎いたします。

事業内容
①野菜等の生産物の需給調整に関する会員間の情報交換、会員への情報提供、会員からの要望の

取りまとめ。
②人工光型植物工場で生産された野菜等に関する消費者への広報とブランド化。
③品質表示の規格化および関係省庁への要望の取りまとめ。
④研修、セミナーなどの主催よび共催。
⑤分科会活動⑤分科会活動。
⑥①～⑤に付帯または関連する事業。

会員特典
①本協議会が主催する工場野菜研修、情報交換会、勉強会などへの参加費割引。
②関係省庁・関係公益団体との意見交換・陳情・申し入れへの参加。
③会員間の交流。

役員（2013.8.31時点）
（会長）高辻正基、（理事長）古在豊樹、（副理事長）村瀬治比古
（理事）丸尾達、後藤英司、清水浩、稲田信二、中村謙治
（監事）太田雅美

会員：54（2013.8.31時点）
団体会員Ａ，Ｂ（計３1社）
(有)ア バンファ ム (有)安曇野三郷ハイテクファ ム (有)安全野菜工場 (株)ぐしけん (財)社会開発研究セ(有)アーバンファーム, (有)安曇野三郷ハイテクファーム, (有)安全野菜工場, (株)ぐしけん, (財)社会開発研究セ
ンター, (有)新日邦, (株)スプレッド, (株)創カム, (有)東京ドリーム, 農事組合法人ハイテック羽生, (株)みらい, 
(株)みらくるグリーン, (株)野菜工房, (有)夢野菜おおざいファーム, 会津富士加工(株), (株)阿蘇ファームランド, 
(株)アルミス, エスペックミック(株), 大阪府立大学, 関西鉄工(株), キユーピー(株), 旭信興産(株), 三協フロンテ
ア(株), NPO植物工場研究会, (株)新庄屋, スマイルリーフスピカ(株), (株)成電工業, (株)大気社, 日本蓄電器工
業(株), (株)和郷

(順不同)
賛助団体会員 Ａ，Ｂ（計１6社）
ウシオライティング(株), 信州大学先進植物工場研究教育センター, (株)ミヤザワ, (株)IMA, (株)朝日工業社(２

2013/9/19版

件), 野村ｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ(株), 昭和電工(株), (株)新昭和, (株)千葉銀行, 凸版印刷(株), (社)日本能率協
会, サンアロー(株),  八洲電機(株),シーシーエス(株), (株)大林組

(順不同)
個人会員（7人）
＊名称非公開事業者、個人会員名は記載しておりません。


