平成２５年１０月７日
株式会社岩手銀行

いわぎん「中国・ASEAN 進出セミナー」開催について
株式会社岩手銀行（頭取

高橋真裕）では、地域のお客様の海外展開支援の一環として、当行主催に

よる「いわぎん中国・ASEAN 進出セミナー」を開催することといたしました。
セミナーは三部構成となっており、第一部がアジア全域を対象とした講演、第二部にお客様に関心の
高い中国、インドネシア、ベトナム、タイの 4 カ国への海外進出時のポイントや現地事情について、分
科会形式で各国の進出サポートの専門家がわかりやすく解説する内容となっております。また、第三部
は事前に申し込みをした企業と専門家の個別相談を実施いたします。
以

上

＜セミナーの概要＞
１．開催日時：平成 25 年 11 月 6 日（水）13：00～17：00（受付：12：30～）
２．共
催：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
３．後
援：岩手県、いわて海外展開支援コンソーシアム、三井住友海上火災保険株式会社
４．会
場：岩手銀行本店９階
５．対
象：ASEAN 諸国または中国への進出（輸出、企業進出等）を構想している企業（製造業、
メーカー等業種は問わず）20 社 30 名程度。会場の都合により申し込みは先着順と
します。参加費は無料。
６．参加方法：最寄りの岩手銀行本支店にお問い合わせ願います。
７．セミナーの構成
（１）「第一部 全体セミナー」
アジア主要国のマクロ投資環境 （人口、経済成長率、所得水準、労務コストなど）を、
グラフを用いて視覚的に説明する。アジア進出のチェックポイントとして「現地視察の疑
似体験」をコンセプトに、現地写真を数多く使用して、進出のチェックポイントを分かり
やすく説明します。
（２）「第二部 4 カ国に分かれての分科会（中国、タイ、ベトナム、インドネシア）」
海外有望事業展開先国として上位にあげられる中国、インドネシア、ベトナム、タイの
4 カ国について、各国進出留意点と現地事業運営の基本事項を進出サポート専門家が講義
します。講義内容は「進出検討のための留意点」
「進出後の運営実務留意点」
「各国の消費
市場の動向」等となります。
（３）「第三部 個別相談会」
事前に申し込んだ企業についてサポート専門家との個別相談をセッティングします。

本件に関するお問い合わせ先
岩手銀行地域サポート部：武藤、吉田

総合企画部 広報ＣＳＲ室／〒020-8688

電話０１９－６２４－７０１５

岩手県盛岡市中央通１－２－３

TEL.019-623-1111(代表)

゛

岩手銀行主催

『Ｉ－Ｎａｖｉ リニューアル記念』

いわぎん「中国・ASEAN 進出セミナー」のご案内
共催：三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱
岩手銀行では「いわぎん『中国・ASEAN 進出セミナー』」を開催いたします。
海外進出に取り組む企業にとって、安価で豊富な労働力や、巨大消費市場を擁する ASEAN 諸国および中国の投
資・ビジネス環境の動向には目が離せません。
本セミナーでは、海外進出を検討する企業の皆様にアジアへの海外進出時のポイントや現地事情について、各国
の進出サポートの専門家がわかりやすく解説させていただきます。対象となる国は有望事業展開先国として関心の
高い中国、インドネシア、ベトナム、タイの４カ国です。是非本セミナーを海外進出に関する情報収集の機会としてご
活用くださいますよう、ご案内申し上げます。

日時

平成２５年１１月６日（水）

会場

岩手銀行本店

後援

いわて海外展開支援コンソーシアム・岩手県
（予定）三井住友海上火災保険株式会社

申込
方法

裏面の「参加申込書」でお申込み下さい
なり次第〆切
申込み期限：平成 25 年 10 月 18 日（金）
※お車でお越しの方は付近の民間駐車場をご利用ください。

９階

（開場・受付１２：３０より）
セミナー
参加費

無料
定員３０名に

プロ
グラム

13:00～13:05
13:05～13:10
13:10～14:20
14:20～14:30
14:30～15:45

15:45～17:00

その他

１３：００～１７：００

〇
〇
〇
〇

開会挨拶
セミナープログラム説明
第一部 全体基調講演 【講師】川上 龍雄氏
「成長するアジア主要国の概観」「アジア進出のチェックポイント」
休憩
第二部 分科会
「進出検討のための留意点」「進出後の運営実務留意点」「各国の
消費市場の動向」等
【講師】
中 国 講 師：村岡 健司氏（日中経済貿易センター コンサ
ルグループ本部長）
イ ン ド ネ シ ア 講 師：アルベルトゥス・プラセティオ・ヘル・ヌグロホ氏
（株式会社インドネシア総合研究所 社長）
ベ ト ナ ム 講 師：会川 精司氏（株式会社会川アジアビジネス研
究所 代表）
タ イ 講
師：佐藤 大輔 氏 （アジア・ダイナミック・コミュニ
ケーションズ株式会社 代表取締役）
第三部 個別相談会 （事前申込み制）

第二部、第三部はお申込み状況等により開催されない国があります。
会場の都合により、お申し込み時点で定員になり次第締め切らせていただきます。
個別相談はご相談内容を講師と協議し、後日時間等のご連絡を差し上げます。申込件数
や相談内容によっては個別相談できない場合がありますのでご了承願います。
１社何名様でも参加できます。

お問い合わせ先

株式会社岩手銀行 地域サポート部 武藤、吉田
電話：019-623-1111（代表）
e-mail: ibk-ps@iwatebank.co.jp

岩手銀行 地域サポート部 行

いわぎん「中国・ASEAN 進出セミナー」参加申込書
申込書送付先／FAX：019-622-1266
日
会

時
場

申込〆切

11 月 6 日（水）13 時 00 分～17 時 00 分
岩手銀行 本店 9 階

10 月 18 日（金）

（受付 12 時 30 分～）

「個人情報の取扱い等について」に同意のうえ、「中国・ASEAN 進出入門セミナー」への参加を申し込みます。
＊太枠線の項目を必ずご記入ください。
フリガナ

貴社名
氏名

フリガナ

所属・役職

ご参加者

ご担当者様
連絡先

TEL:

FAX:

E-mail アドレス：

所在地
業種・事業内容
参加希望

参加を希望される場合は、□に✔を入れた上、希望するコマを選び、参加人数を記
入してください

□
□

第一部に参加を希望する
第二部（分科会）に参加を希望する
時間
14：30～15：45
（講演 1 時間＋
質疑応答 15 分）

□

(A)中国
参加人数

(B)ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
参加人数
人

(C)ﾍﾞﾄﾅﾑ
参加人数

人

(D)タイ
参加人数

人

人

第三部（個別相談会）に参加を希望する
第三部の参加希望される場合は、希望するコマを選び、以下にご相談内容を記
入してください
時間
(A)中国
(B)ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
(C)ﾍﾞﾄﾅﾑ
15：55～16：25
15：30～17：00
ご相談内容（個別の商品等の相談は対象となりません）：

問い合わせ先

(D)タイ

株式会社岩手銀行 地域サポート部 武藤、吉田
電話：019-623-1111（代表）
e-mail: ibk-ps@iwatebank.co.jp

【個人情報の取り扱い等について】
1.

ご記入いただいた氏名、住所、電話番号、その他の個人情報は、株式会社岩手銀行の「個人情報保護方針」「個人情報の取り扱いについて」
（http://www.iwatebank.co.jp）に従って適切に取り扱います。
2. お預かりした個人情報は、当社において、本セミナーの運営及び本セミナーに関するご連絡の目的に限って利用し、厳重に管理いたします。
3. ご記入頂きました個人情報は、主催者である当行および共催者である「三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社」に提供する場合がご
ざいます。前記の場合及び法令等に基づく場合を除き、お預かりした個人情報をご本人の同意なく第三者に提供することはございません。
4. お預かりした個人情報は、業務委託により当行以外の第三者に預託する場合がございます。そうした場合には、十分な個人情報保護の水準を
備えるものを選定し、契約によって個人情報の保護水準を守るよう定め、個人情報を適切に取り扱います。
5. お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは利用目的の通知のご請求、または個人情報に関する苦情のお申し出、その他の問い
合わせにつきましては、下記までご連絡ください。
【個人情報に関するご連絡先】
株式会社岩手銀行 お客様相談センター
電話：フリーダイヤル 0120-064626（受付時間：平日 9：00～17：00）

