中国の地球気候変動への取り組みにおける主要国としての責任及び前向きな姿勢を示し、他国と提携
してグリーン、低炭素で持続可能な道を促進するために、「2022上海国際カーボンニュートラル技術・製
品・成果博覧会（以下「CNE 2022」という）は、2022年6月15日～18日に、国家会展センター（上海）で
開催されます。上海で開催される最初のカーボンニュートラル博覧会として、非常に意義があると思われ
ます。
承認機関：
► 上海市人民政府
協賛機関：
► 上海市発展改革委員会
► 上海市経済情報化委員会
► 上海市商務委員会
► 上海市教育委員会
► 上海市科学技術委員会
► 上海市生態環境局
► 上海市住宅都市農村建設管理委員会
► 上海市交通委員会
► 上海市農業農村委員会
► 上海市地方金融監督管理局
► 上海市緑化市容管理局
主催機関：
► 上海市国際貿易促進委員会
運営機関：
► 上海市国際展覧(グループ)有限会社
► 上海市節能協会

CNE 2022の準備をより良く促進し、カーボンニュートラルに取り組む企業に当該エキスポに関する情報
をより多く提供するために、EYは主催者と共に2022年3月4日（金）において、オンラインシンポジウム-EY
セッションのウェビナーを無料でご招待致します。
皆様からのご参加を心よりお待ちしております。

周優妹 Rebecca Zhou
Managing Partner, EY China Central
日付

2022年3月4日（金）

時間

14:00-15:00

方式

ウェビナー(Webinar)

言語

英文

当日のアジェンダ
時間
14:00-14:05

内容

講演者

開会のご挨拶

劉国華 (Lawrence Lau)
EYグレーターチャイナ
気候変動と持続可能性サービスリーダー

14:05-14:15

14:15-14:30

CNE 2022の概要の
ご紹介

顧春霆 (Chunting Gu)

CNE 2022の準備に
関するアップデート

王蕾 (Lei Wang)

上海市国際貿易促進委員会 副会長

上海市国際貿易促進委員会
上海国際展覧有限公司 社長

14:30-14:40

14:40-15:00

カーボンニュートラル
に関する最新情報

李菁 (Judy Li)

Q&A

オンラインゲスト

EYグレーターチャイナ
気候変動と持続可能性サービス 金融サービスリーダー

対象者
中国内外企業の経営管理層並びに環境、社会、コーポレートガバナンス及び企業の社会的責任
部署の関係者

申込方法
申込書にご記入の上、メールにて送信をお願い致します。なお、申込を頂いたお客様宛に、正式な
お知らせ及びセミナーに参加するためのリンクをメールにてご送付致します。

申込書
会社名：
氏名（Mr/Ms）：

役職：

住所：

電話番号（Office）：

携帯番号：

Fax：

Email:

申込締切：2022年3月1日（火）
お問い合わせ：+86 21 2228 3953
連絡先：EYコア事業部 Ms.諸 （中国語・英語対応可）
EY金融サービス部 Ms.高 （日本語対応可）

iris-yj.zhu@cn.ey.com

或いは

amy-g.gao@cn.ey.com
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