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オランダ スタンダードの設立 
法制、統合、認定 

 

2020 年 4 月 17 日(金) 

■Morning Program 午前の部 
時間 会場 プログラム（原文） プログラム（和訳） 

09:00 - 10:00 Smoking room Registration 登録 

10:00 - 10:30 Smoking room Reception レセプション 

10:30 - 10:35 Grand ballroom Frank Vrolijks, President of the 

Association for Consulting 

Chemical Laboratories (VRS ) 

フランク・メリー氏 

化学試験所コンサルタント協会（VRS） 

会長  

10:35 - 11:00 Grand ballroom Rob van Lint, Inspector General of 

Netherlands Food and Consumer 

Product Safety Authority (NVWA) 

ロブ・ヴァン・リント氏 

オ ラ ン ダ 食 品 消 費 者 製 品 安 全 庁

(NVWA) 検査官 

11:00 - 11:30  Pause and Networking  休憩・懇談 

11:30 - 11:55 Grand ballroom Roeland Nieuweboer, Chairman of 

the board of directors of the 

Dutch Accreditation Council (RVA) 

ローランド・ニーウェボー氏 

オランダ国認定機関 理事長 

12:00 - 13:30  Lunch  昼食 

 

■Afternoon Program 午後の部 
時間 会場 プログラム（原文） プログラム（和訳） 

13:35 - 14:00 Grand ballroom The future of laboratories 

education. 

•Patrick Pijnenburg - director of 

the faculty science & Technology 

Leiden university. 

●講演ﾀｲﾄﾙ：「試験所教育のこれから」 

●講演者：パトリック・パイネンバーグ氏

ライデン大学科学技術学部ディレクター 

14:00 - 14:25 Grand ballroom Independent fact finding. The 

future of independent laboratory 

data in a cyber safe society 

•Luc Scholtis, President of union 

Internationale des Laboratoires 

Indépendants (UILI). 

●講演ﾀｲﾄﾙ：「独立要素を求めて。情

報安全社会における独立系試験所のこ

れから」 

●講演者：ルーク・ショルティス氏 

国際民間試験所連合(UILI)会長 

14:25 - 14:50 Grand ballroom View of the Tic sector from the 

perspective of acquisitions 

•Arjen Kostelijk - Partner Oaklins 

●講演ﾀｲﾄﾙ：「買収の観点から見た TIC

（試験･検査･認証）分野の見通し」 

● 講 演 者 ： ア ル ジ ェ ン ・ グ レ ー ト 氏

Oaklins 社パートナー 

14:50 - 15:15 Grand ballroom Forum discussion: Commercial 

developments in the laboratory 

market. Lead by frank Vrolijks 

• Paul Hesselink - Managing 

Director KIWA 

• Frederic Dupont - Managing 

director Eurofins 

•Arjen Kostelijk - Partner Oaklins 

●ディスカッション：「試験所市場の商業

的発展」 

●進行役：フランク・メリー氏 

 

・ポール・ヘセリンク氏（KIWA 社取締役） 

・フレデリック・デュポン氏（EUROFIN 取締

役） 

・アルジェン・グレート氏（Oaklins 社パート

ナー） 

15:15 - 15:30 Grand ballroom Wrap up - frank Vrolijks 閉会 

15:30 - 16:30 Smoking room network reception 懇談会 
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■Evening Program 夕方の部 
時間 会場 プログラム（原文） プログラム（和訳） 

19:00 - 19:30 Grand ballroom Reception and drinks レセプション ドリンク 

19:30 - 22:00 Grand ballroom Gala Dinner for members, spouses 

and guests at the Grand Ballroom 

of SS Rotterdam 

SS ロッテルダム内「Grand Ballroom」に

於いて、会員・同伴者・ゲストとのガラデ

ィナー 

 


