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高砂電気工業株式会社（名古屋市緑区、代表取締役：浅井直也、以下：高砂電気工業）は、
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各機関に
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日時：

演題：

space experiments
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トを中心に～）

講師：

場所：高砂電気工業（株）

名古屋市緑区鳴海町杜若

※参加は無料です。

※英語での講演になります。通訳はつきません。

※講師の都合により急遽予定が変更される場合がありますが、ご容赦ください。
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上げます。

【助成事業について

 

プレスリリース

NASA 科学者による講演のお知らせ
 

概要 

高砂電気工業株式会社（名古屋市緑区、代表取締役：浅井直也、以下：高砂電気工業）は、

で」をモットーに、再生医療関連機器

を開発、提供する

ペースや重量が厳しく

各機関にも種々の実験用デバイスを納入して

は、超小型シリンジポンプについて

合を進め、ようやく

の来日に際し、当社にお越しいただけることになりました。

するご講演をお願い

ければと考え、ここに

今回講演の詳細

日時：2018 年

演題：Future plans for space experiments by NASA Glenn 

space experiments

NASA Glenn Research Center

トを中心に～）

講師：Dr. Padetha Tin

場所：高砂電気工業（株）

名古屋市緑区鳴海町杜若

※参加は無料です。

※英語での講演になります。通訳はつきません。

※講師の都合により急遽予定が変更される場合がありますが、ご容赦ください。

OASIS Project

また高砂電気工業は、今般

人工衛星搭載用

上げます。この事業は神奈川県茅ヶ崎市の（株）由紀精密殿との共同事業です。

助成事業について

本件に関するお問い合わせ

プレスリリース

あの

宇宙用から医療用まで特殊なバルブを創る。
 流体制御のコンシェルジュ。

科学者による講演のお知らせ

高砂電気工業株式会社（名古屋市緑区、代表取締役：浅井直也、以下：高砂電気工業）は、

で」をモットーに、再生医療関連機器

、提供するグローバルニッチカンパニーです。

が厳しく制限

種々の実験用デバイスを納入して

は、超小型シリンジポンプについて

合を進め、ようやく 2015

の来日に際し、当社にお越しいただけることになりました。

講演をお願いしておりますが、

ければと考え、ここにご案内申し上げます。

今回講演の詳細 

年 7 月 20 日（金）午前

Future plans for space experiments by NASA Glenn 

space experiments - Discussion related to the OASIS Project 

NASA Glenn Research Center

トを中心に～） 

Dr. Padetha Tin 

場所：高砂電気工業（株）

名古屋市緑区鳴海町杜若

※参加は無料です。予約制ですので、

※英語での講演になります。通訳はつきません。

※講師の都合により急遽予定が変更される場合がありますが、ご容赦ください。

OASIS Project の詳細】

高砂電気工業は、今般

衛星搭載用の推進システム（

この事業は神奈川県茅ヶ崎市の（株）由紀精密殿との共同事業です。

助成事業について】http://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100170.html

本件に関するお問い合わせ 

プレスリリース 報道関係者各位

あの NASA

宇宙用から医療用まで特殊なバルブを創る。
流体制御のコンシェルジュ。

科学者による講演のお知らせ

高砂電気工業株式会社（名古屋市緑区、代表取締役：浅井直也、以下：高砂電気工業）は、
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制限される宇宙機器に
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2015 年、宇宙ステーションでの実験成功に

の来日に際し、当社にお越しいただけることになりました。

しておりますが、

ご案内申し上げます。

日（金）午前 10

Future plans for space experiments by NASA Glenn 

Discussion related to the OASIS Project 

NASA Glenn Research Center の今後の宇宙実験計画と、期待される実験デバイス

 （NASA Glenn Research Center

場所：高砂電気工業（株） 3 号館 4

名古屋市緑区鳴海町杜若 66 http://www.takasago

予約制ですので、

※英語での講演になります。通訳はつきません。

※講師の都合により急遽予定が変更される場合がありますが、ご容赦ください。

の詳細】https://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/sopo/ihho/psrp/msg/oasis/

高砂電気工業は、今般 NEDO が募集した宇宙用部品・コンポーネント開発助成

の推進システム（スラスター

この事業は神奈川県茅ヶ崎市の（株）由紀精密殿との共同事業です。

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100170.html
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宇宙用から医療用まで特殊なバルブを創る。
流体制御のコンシェルジュ。 

科学者による講演のお知らせ

高砂電気工業株式会社（名古屋市緑区、代表取締役：浅井直也、以下：高砂電気工業）は、

で」をモットーに、再生医療関連機器や人工衛星などの先端技術分野に、

グローバルニッチカンパニーです。

される宇宙機器にもしばしば採用されています。

種々の実験用デバイスを納入していますが
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年、宇宙ステーションでの実験成功に
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しておりますが、宇宙研究やマイクログラビティに関心をお持ちの皆様に

ご案内申し上げます。 

10 時から（

Future plans for space experiments by NASA Glenn 

Discussion related to the OASIS Project 

の今後の宇宙実験計画と、期待される実験デバイス

NASA Glenn Research Center

4 階食堂 
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予約制ですので、聴講ご希望の方は事前に下記までご連絡ください。

※英語での講演になります。通訳はつきません。

※講師の都合により急遽予定が変更される場合がありますが、ご容赦ください。

https://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/sopo/ihho/psrp/msg/oasis/
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Future plans for space experiments by NASA Glenn 
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の今後の宇宙実験計画と、期待される実験デバイス

NASA Glenn Research Center、

http://www.takasago-elec.co.jp/img/company/map.pdf

ご希望の方は事前に下記までご連絡ください。

※英語での講演になります。通訳はつきません。 

※講師の都合により急遽予定が変更される場合がありますが、ご容赦ください。

https://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/sopo/ihho/psrp/msg/oasis/
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http://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100170.html
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Future plans for space experiments by NASA Glenn Research Center, and the devices needed for 

Discussion related to the OASIS Project – 

の今後の宇宙実験計画と、期待される実験デバイス

、Project Scientist
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