ベトナムビジネスの最新情報

2021年業界別ベトナム最新概況と現地工業団地セミナー
ベトナム現地でサービスを提供している工業団地デベロッパー様と企業様をお招きし､2日間にわたり最新情報をお伝えします｡ぜひ､
奮ってご参加下さい。

2021年業界別ベトナム最新概況と現地工業団地セミナー 概要

開催日時

１日目:
2021年12 月 9日(木)
日本時間
13:00-15:25
ベトナム時間 11:00-13:25

2日目:
2021年12 月 10日(金)
日本時間
13:00-15:45
ベトナム時間 11:00-13:45

開催場所

オンラインセミナー(ZOOMウェビナー)

主催

SUFEX TRADING CO., LTD.

後援

KDDI VIETNAM CORPORATION

視聴応募方法
① 弊社ウェブサイトの「セミナー」ページ
https://sufextrading.com/seminar/ よりお申込ください｡

視聴参加費 無料

② media@sufextradingvn.com 宛に企業名､ 名前､ Eメールアドレスを
記載の上､ お申し込み下さい｡ 後日セミナーのURLをご連絡させていた
だきます｡ なお､Eメールでのお申し込みの際､件名に ｢2021年業界別ベ
トナム最新概況と現地工業団地セミナー参加希望｣と記載して下さい｡

■タイムテーブル ※開催時間にご注意下さい｡※後日両日ともにオンデマンド配信予定
2021年12月9日 (木)
時間

企業名 /登壇者名

登壇テーマ

登壇企業紹介

日本
越南

13:00 − 13:05
11:00 − 11:05

SUFEX TRADING
宮本 昌

開会のご挨拶

ベトナムで工業団地代理店事業､レンタカー事業､進出ポー
タルサイト運営､工業団地情報誌発行｡進出検討の際は弊社
にお任せ下さい｡

日本
越南

13:05 − 13:20
11:05 − 11:20

東京海上日動火災保険
佐藤 遥

ベトナムの最新保険
事情

ジャパンクオリティーをモットーに､1996年に外資系保
険会社として初めて現地法人を設立して以来､1,500社以
上の日系企業様のリスクマネジメントのお手伝いをして
おります｡ 進出企業様の成長に寄与する保険プログラム
をご提案致します｡

日本
越南

13:25 − 13:45
11:25 − 11:45

DEEP C工業団地
武井 世志人

ハイフォン市の投資
環境とDEEP C工業団
地

DEEP C工業団地は15社の日系企業が活躍するベトナム
でも最大級の工業団地です｡ 開発と運営はベルギーの港
湾開発会社が行ない､入居企業には経済特区の税優遇が
与えられます｡ 投資の検討から事業の運営まで､日本人
スタッフが丁寧にサポート致します｡

日本
越南

13:50 − 14:05
11:50 − 12:05

鹿島建設株式会社
金子 佳憲

鹿島グループのベト
ナムでの事業展開

鹿島グループは1960年にベトナムに進出､土木インフラ
や空港､最先端の生産・物流施設や商業施設の建設の他､
自社不動産開発にも取り組んでおり､グローバルに事業
展開されるお客様のご要望に総合力でお応え致します｡

日本
越南

14:10 − 14:30
12:10 − 12:30

Ecoland工業団地
河室 淳

EcoLand I/P新工業団
地開発事業に於ける
事業内容について

EcoLand I/P新工業団地開発事業､ベトナム北部フンエン
省に位置するベトナム市場稀に見る最高のロケーション
に開発される国家プロジェクト内に､次世代型新工業団
地として､安定したインフラ整備そしてデジタル化を推
進し､セキュリティ､メンテナンス及び自然環境への配慮､
裾野産業の活性化を推進します｡

日本
越南

14:30 − 14:40
12:30 − 12:40

日本
越南

14:40 − 14:55
12:40 − 12:55

シーエムプラス
塚田 進

ベトナム建設プロジェ
クト成功のためのヒ
ント

2013年ベトナム法人創立以来､製造企業様のベトナム進出
計画から工場完成まで支援するコンサルテーションサー
ビスを提供しています｡ 本セミナーではベトナムでのプ
ロジェクト遂行に関するヒントをご提供致します｡

日本
越南

15:00 − 15:20
13:00 − 13:20

PHU MY3 特別工業団地
齊藤 芙美

南部バリアブンタウ
省 フーミー 3 特別
工業団地

バリアブンタウ省では､その ｢4 つの魅力｣ を活かし電炉
製鉄・鉄鋼､石化基礎品など重化学・素材産業が集積し
ており､国際水深港を起点に南部独自のサプライチェー
ンを構築しています｡ 国際水準のインフラ整備､安定的
なユーティリティ供給により当団地は様々な業界のお客
様に選ばれています｡

日本
越南

15:20 − 15:25
13:20 − 13:25

SUFEX TRADING
宮本 昌

閉会のご挨拶

休憩/再開

2021年12月10日 (金)
時間

企業名 /登壇者名

登壇テーマ

登壇企業紹介

日本
越南

13:00 − 13:05
11:00 − 11:05

SUFEX TRADING
宮本 昌

開会のご挨拶

ベトナムで工業団地代理店事業､レンタカー事業､進出ポー
タルサイト運営､工業団地情報誌発行｡進出検討の際は弊社
にお任せ下さい｡

日本
越南

13:05 − 13:20
11:05 − 11:20

ALSOK Vietnam
枇杷 愛浩

ベトナムにおける
リスク管理

ベトナムの製造現場におけるリスク管理から駐在員向け
生活安全に至るまで､ALSOKがこれまで10年以上にわた
り培ったベトナム事業でのノウハウをもとに事例と対策
をご案内致します｡

日本
越南

13:25 − 13:45
11:25 − 11:45

AMATA工業団地

投資先としてのベト
ナムの優位性

アマタグループはASEAN北部を投資対象としており､そ
の中でもベトナムでの拡張案件が最大､現在南部ドンナ
イ省のみならず北部クアンニン省への拡張を進め､海外
からの製造業へのあらゆるニーズに対応できる投資環境
を整備しております｡

日本
越南

13:50 − 14:05
11:50 − 12:05

山九株式会社
廣田 弘毅

物流･輸出入の観点か
ら見た製造業のベト
ナム進出のポイント
〜コロナ禍でのベト
ナム物流事情〜

当社は1995年の事務所設立から ｢物流｣・｢機工｣・｢構内
操業｣ のサービスを展開しています｡ ベトナム特有の輸
出入規制等､物流・貿易・税関事務について､ベトナム進
出26年の経験と実績を基にご提案をさせて頂きます｡

日本
越南

14:10 − 14:25
12:10 − 12:25

Viglacera CORP ‒ JSC
(動画映像配信)

魅力的な投資先̶
ヴィグラセラ工業団地

ヴィグラセラは､20年間以上の経験を持つベトナムトッ
プの工業団地デベロッパーで､ベトナムに11ヵ所の工業
団地､キューバに1ヵ所の経済区を開発し､国内外から
300以上の企業を誘致しました｡ 良好な立地条件と近代
的に整備されたインフラ網のおかげで､当工業団地は投
資家に多様な選択 肢をもたらし､各企業のニーズにお応
え致します。

日本
越南

14:25 − 14:35
12:25 − 12:35

日本
越南

14:35 − 14:50
12:35 − 12:50

日揮グローバル株式会社
我妻 徹

日揮の海外進出支援と
産業・脱炭素ソリュー
ション

日揮は総合エンジニアリング会社としての知見と技術力
を活かし､お客様の海外進出のトータルサポート､工場全
体の最適化､低・脱炭素化ニーズへの対応等､経済性と環
境性を両立したソリューションをご提供致します｡

日本
越南

14:55 − 15:15
12:55 − 13:15

LONG DUC工業団地
仁平 成美

南部ドンナイ省の製
造業プラットフォーム
ロンドウック工業団
地

当社は2013年に開業､新空港建設で更なる経済発展が期
待される南部ドンナイ省において､安心・安定のインフ
ラサービスと､常駐する日本人を中心としたきめ細かい
サポートサービスで､製造業の皆様が操業に専念できる
｢場｣ を提供して参ります。

日本
越南

15:20 − 15:40
13:20 − 13:40

KDDIベトナム
角田 尊和

工場における IT イン
フラ / システムにつ
いて

KDDI ベトナムは 2000 年設立以来､ハノイ､ホーチミン
を中心に日系企業様のオフィス､工場､倉庫等のITインフ
ラ､システムのご提供､サポートをしております｡ お客様
の業務/業態とスケジュールを踏まえて万全なIT環境を
トータルコーディネートさせて頂きます｡

日本
越南

15:40 − 15:45
13:40 − 13:45

SUFEX TRADING
宮本 昌

閉会のご挨拶

休憩/再開

※都合により上記内容は変更される場合がございますので､予めご了承下さい｡

当セミナーに関するご質問・お問い合わせは以下まで
Sufex Trading Co., Ltd. (サフェックストレーディング)
Floor 6, No. 17 D2, Shophouse Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC
Tel: +84-(0)28-3911-7771
Email: media@sufextradingvn.com

