２０１１年度の「会報」一覧
発月
1月号

標題
新年のご挨拶
経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
欧州夢想
統計表
統計表
統計表
資料
資料

2月号

羅針盤
経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
欧州夢想
統計表

3月号

会頭就任のご挨拶
経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
欧州夢想
統計表
統計表

4月号

ご挨拶

5月号

ご挨拶

タイトル・執筆者・出典
「２０１１年」 デュッセルドルフ日本商工会議所・会頭 三菱東京ＵＦＪ銀行 ドイツ総支配
人兼デュッセルドルフ支店長 川島時夫
「２０１１年のユーロ圏経済展望～国際機関の予測を踏まえて～」 日本銀行フランクフ
ルト事務所所長 大澤裕次
「ホテルビジネスの経営形態について」 情報流通サービス部会・副部会長 ホテル・
ニッコー・デュッセルドルフ Director of Sales & Marketing ASIA 福井朋也
「欧州委員会、一部の加盟国のみによるＥＵ特許の枠組創設に向けて提案を提出（Ｅ
Ｕ） 」
「会いたいような、避けたいような・・・」 デュッセルドルフ日本商工会議所・副会頭
FUJIFILM Europe GmbH 社長 岡田淳二
ドイツ経済動向（F.A.Z.: 30.12.2010）
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2010年12月号より）
主要経済圏（国）及びドイツの主な経済指標と予測（DIW/ドイツ経済研究所
税務委員会主催セミナー「ドイツ売上税(VAT)の基礎」（02.12.2010）配布資料
法務委員会主催セミナー「駐在員にとって必要な法律知識」（03.12.2010）配布資料
「ドイツ経済絶好調の秘密は？」 熊谷徹
「好景気に沸くドイツ経済」
「日本の活路を考える～“輸出立国”ドイツを参考に～」 商社部会 独国三菱商事会社
社長 松井俊一（デュッセルドルフ日本クラブ・会長）
「世界の政治・経済日程：2011年2～4月（欧州）」
「欧州自転車事情」 デュッセルドルフ日本商工会議所・監事 欧州三井住友海上火災
保険 ドイツ支店長 吉田工
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年2月号より）
「新たな飛躍に向けて」 デュッセルドルフ日本商工会議所・会頭 新日本製鐵 欧州
事務所長 大前浩三
「２０１０年の自動車産業：ドイツ自動車工業会（ＶＤＡ）の分析」
「グローバル時代をリードする製品、モノづくりを支える技術」 機械金属建設部会 カ
ワサキ・ロボティクス（川崎重工）/Kawasaki Robotics GmbH 社長 岩瀬正順
「環境・エネルギー分野の中小企業が東京に集結－EU環境展参加企業に聞く－
「私のドイツ時空の旅」 デュッセルドルフ日本商工会議所・会頭 三菱東京ＵＦＪ銀行
ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長 川島時夫
ドイツ経済動向（F.A.Z.: 01.03.2011）
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年2月号より）

「ＮＲＷ州と日本の更なる関係深化に向けて」 NRW州経済・エネルギー・建設・住宅・交
通省 ハリー・K・フォイクッベルガー（Harry K. Voigtsberger）大臣
経済トピックス
「ユーロ危機の行方：奮闘するトリシェ欧州中央銀行総裁」
業界レポート
「デジタルカメラに新しいジャンル」 精密機器部会・部会長 Nikon GmbH社長 中山正
ジェトロ欧州情報
「成功をもたらす４つの要因－欧州の新ビジネスモデルを探る(1)－（EU、ユーロ圏）」
スポット情報(WEB版) 「労使交渉：化学業界で高率決着」
欧州夢想
「ドイツ再び」 デュッセルドルフ日本商工会議所・副会頭 ドイツ・トヨタ社長 保田俊朗
統計表
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年3月号より）
資料
法務委員会主催セミナー「ドイツ製造物責任」（18.03.2011）配布資料

経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
スポット情報
欧州夢想
統計表
統計表
資 料
資 料

デュッセルドルフ日本商工会議所

「デュッセルドルフ日本商工会議所会員の皆様へ」 デュッセルドルフ商工会議所 会
頭 Prof. Dr. ウーリッヒ・レーナー（Ulrich Lehner）
「ＥＵのエネルギー消費と北アフリカおよび中東の混乱が及ぼす影響」 三菱東京ＵＦＪ
銀行 BTMU Economic Focus London
「欧州環境規制とe-mobility」 自動車関連部会 Yazaki Europe Ltd. シニアアドバイ
ザー 出口直
「欧州連合司法裁判所、共同体商標裁判所による侵害に対する禁止行為の決定がEU
全域において有効であると判示（EU）」
「労使交渉：化学で高率、建設で高めの決着」
「海外の建築プロジェクトから学ぶ」 機械金属建設部会・副部会長 ヨーロッパ竹中社
長 関谷哲也
ドイツ経済動向（F.A.Z.: 28.04.2011）
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年4月号より）
在欧各日本商工会議所の会員数（2011年4月1日現在）
税務委員会主催セミナー「税務調査における各勘定項目別の課税のポイント及び対策
とドキュメンテーション」（06.05.2011）配布資料

6月号

羅針盤
経済トピックス

「Ｗ杯、女子サッカーのスプリングボードになるか」 吉田恵子
「ドイツ初の緑の党所属州首相クレチュマン氏が抱負を語る－バーデン・ヴュルテンベ
ルク州新首相「静かなる革命を目指して－」
業界レポート
「欧州太陽光発電業界の動向」 電子電機部会・副部会長 欧州三菱電機 ドイツ支店
長 宮下耕治
ジェトロ欧州情報
「世界の政治・経済日程（2011年6～8月）（欧州）」
スポット情報(WEB版) 「労使交渉：卸・貿易業で決着」
欧州夢想
「ベルリン日本大使館－知られざる話－」 ベルリン日独センター文化部長 生田千秋
統計表
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年5月号より）
資 料
法務委員会主催セミナー「労働法：解雇とワークカウンシル」（デュッセルドルフ
13.05.2011、ミュンヘン 06.06.2011）配布資料
資 料
法務委員会主催セミナー「販売店/供給契約とEU競争法および欧州における販売店保
護のルール」（10.06.2011）配布資料

7月号

羅針盤
経済トピックス
業界レポート
欧州夢想
統計表
統計表
統計表
資 料
資 料

8月号

羅針盤
経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
欧州夢想
統計表

9月号

羅針盤
経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
欧州夢想
統計表
統計表
資 料

10月号 羅針盤
経済トピックス
業界レポート
ジェトロ欧州情報
欧州夢想
統計表
資 料

「ＥＨＥＣ騒動と食の安全」 熊谷徹
「欧州統合の脅威となった通貨ユーロ」
「在欧の輸入事業者にインパクトをもたらす高懸念物質（SVHC）の届出制度とその他
REACH法上の今後の課題」 化学品部会 三井化学株式会社 レシポンシブル･ケア部
「ヨーロッパはおもしろい」 デュッセルドルフ日本商工会議所・副会頭 日立ヨーロッパ
CPO 野村 修平
ドイツ経済動向（F.A.Z.: 30.06.2011）
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年6月号より）
主要経済圏（国）及びドイツの主な経済指標と予測（DIW/ドイツ経済研究所 :
税務委員会主催セミナー「経営課題解決のためのプロジェクトマネジメント」
（17.06.2011）配布資料
税務委員会主催セミナー「所得税・賃金税の基礎知識－個人所得の課税、雇用者の
義務－」（01.07.2011）配布資料
「中国・ドイツ蜜月の時代？」 熊谷徹
「脱原発とエネルギー転換の行方：社会的合意への道は平坦ではない－ある業界ロビ
イストと反風力発電活動家―」
「欧州の減塩キャンペーンと食品業界の取り組み」 物資部会 キッコーマン・ヨーロッパ
R&Dマネージャー 下条亮
「欧州のスマートグリッド戦略（欧州）」
「我がデュッセルドルフ滞在：カルチャーショック？」 商社部会・部会長 ドイツ住友商事
会社社長 曽根智義
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年7月号より）
「ドイツ鉄道（ＤＢ）はなせ遅れるのか」 吉田恵子
「欧州におけるパッケージ型インフラ海外展開」 国際協力銀行（JBIC） フランクフルト
首席駐在員 熊谷芳浩
「トルコ物流事情について」 運輸部会・部会長 ドイツ日本通運(有） 欧州地域総括 石
井吉明
「ルーマニアのビジネス環境－基礎情報－」
「労使交渉：卸・貿易業、小売、印刷、保険で決着」
「ローマの休日」 精密機器部会・部会長 Nikon GmbH社長 中山正
ドイツ経済動向（F.A.Z.: 02.09.2011）
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年8月号より）
法務委員会主催セミナー「ドイツビジネス（M&A、特許侵害）に関する裁判手続きの実
務」（09.09.2011）配布資料
「差別禁止法とビジネス界のコスト」 熊谷徹
「欧州よ、目を覚ませ！－シュレーダー前ドイツ首相の欧州合衆国構想－」
「再保険 その機能と目的」 金融保険部会 欧州三井住友海上・ドイツ支店長
山崎悟郎（デュッセルドルフ日本商工会議所・監事）
「世界の政治・経済日程（2011年10～12月）（欧州）」
「なつかしのドイツで想うこと」 運輸部会・副部会長 日本航空 ドイツ、北欧・中欧地区
営業総括 西川和久
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年9月号より）
法務委員会主催セミナー「ドイツ知的財産法入門」（07.10.2011）配布資料

11・12月 羅針盤
合併号 経済トピックス
業界レポート

「ＥＵ構造改革・時間との競争」 熊谷 徹
「ドイツのバイオエネルギー：その奨励政策・プロジェクト・市場」 栂野 ルミ
「企業活動の要、データセンター」 情報・流通・サービス部会 副部会長
KDDI Deutschland GmbH Managing Director 中桐 功一朗
ジェトロ欧州情報
「欧州主要国におけるG20首脳会議の評価と対応（2011年11月11日時点）」
スポット情報(WEB版) 「労使交渉：２０１２年の予定と鉄鋼業界における決着内容」
欧州夢想
「きまじめなプロイセンの私」 電子電機部会 副部会長 欧州三菱電機 ドイツ支店長
宮下 耕治
統計表
ドイツ経済動向（F.A.Z.: 26.10.2011）
統計表
ユーロ経済圏動向（ドイツ連銀月報2011年11月号より）
資 料
法務委員会主催セミナー「ドイツにおけるM&A法務」（28.10.2011）配布資料
資 料
法務委員会主催セミナー「駐在員にとって必要な法律知識」（18.11.2011デュッセルドル
フ、19.10.2011ハンブルク）配布資料

＊この他に、｢新入会員の自己紹介｣「事務局からのお知らせ｣「事務局業務報告｣｢求職者情報｣「総会理事会議事録」
「各機関からのお知らせ」などを掲載
＊一部（統計表･資料、事務局業務報告、求職者情報ほか）はWEB版（オンライン配信あり)にのみ掲載
デュッセルドルフ日本商工会議所

