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ちゅうごく地域
－

自動車関連企業交流会ｉｎタイ

１１月１９日（月）～１１月２２日（木）

－

中国地域の自動車部品サプライヤー等の海外展開を支援するため、中国地域の関係支援機関及び地域金融機
関が連携して、自動車関連企業交流会をタイにおいて開催します。
タイの自動車生産は、2011 年は洪水の影響から 145.8 万台（前年比 11％減）となったものの、2012 年は 210
万台の生産台数に達すると予測されるなど、好調な生産を維持しています。
一方、国内の自動車メーカーは海外調達比率や現地生産比率を高める動きがあり、地域の自動車部品サプラ
イヤ－等の中小企業にとって、伸びゆく海外需要を自社にいかに取り込んでいくのかが課題となっています。
このたび、中国経済産業局・中小企業基盤整備機構中国本部・ジェトロ広島・中国地域ニュービジネス協議
会では、ＡＳＥＡＮの中心に位置するタイにおいてビジネスミーティング＆交流会の開催や現地企業訪問など
を実施し、海外展開の支援を行うことといたしました。
また、今回の事業に関連して１０月上旬にタイの自動車部品サプライヤーを広島に招いたマッチングセミナ
ー及び、本事業に参加される企業の方を対象とした海外展開の事業準備セミナーを開催いたします。
現地マーケット情報を収集し、タイへ販路開拓の足がかりを作る絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。

【交流会概要】
１．日
程：2012 年 11 月 19 日（月）～22 日（木）
11/20 ビジネスミーティング＆交流会
11/21 企業訪問
11/22 タイ工業省訪問、METALEX2012 見学（※工作機器・金属加工技術関連の見本市）

２．実施場所：タイ バンコク周辺
３．主
催：中国経済産業局、(独)中小企業基盤整備機構中国本部、
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター、
（社）中国地域ニュービジネス協議会
共
催：タイ工業省工業振興局、
（公財）鳥取県産業振興機構、
（公財）しまね産業振興財団、
（公財）岡山県産業振興財団、（公財）ひろしま産業振興機構、
（公財）やまぐち産業振興財団
協
賛：広島銀行
山陰合同銀行
４．定
員：約 15 社・団体（原則として、中国地域に本社・事業所を有していること）
申込一次締切：2012 年 9 月 7 日（金）
５．ポイント：
・これから海外展開をご検討される皆様には、タイの最新情報の入手、現地企業の生声、タイ政府やジェト
ロの支援内容について把握いただくよい機会となります。
・広島市と米子市（予定）で海外展開の事前準備セミナーを開催し、中小企業基盤整備機構の専門家が個別
の相談に応じます。
・現地企業への訪問、METALEX2012（※）の見学により、販路開拓へのヒントが得られます。
（※）METALEX2012 とは、バンコク国際貿易展示場（BITEC）で行われるアセアン最大規模の工作機器・金属
加工技術関連の見本市です。

平成２４年度
ちゅうごく地域

自動車関連企業交流会ｉｎタイ
【募集要項】

【募集期間】
平成２４年８月２２日（水）～ 平成２４年９月７日（金）
［１７時まで］
10:00～12:00、13:30～17:00／月曜～金曜（祝日を除く）
【参加申込の提出先】
中国経済産業局参事官（産学官連携・産業クラスター担当）

ＦＡＸ：０８２－２２４－５６４５
E-mail: cgk-jisedai@meti.go.jp
【問い合わせ先】
中国経済産業局国際課（担当：山村）
TEL: 082-224-5659
中国経済産業局参事官（産学官連携・産業クラスター担当）（担当：船田、間田）
TEL: 082-224-5760
E-mail: cgk-jisedai@meti.go.jp

主
共

協

催：中国経済産業局、(独)中小企業基盤整備機構中国本部、
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター、
（社）中国地域ニュービジネス協議会
催：タイ工業省工業振興局
（公財）鳥取県産業振興機構、
（公財）しまね産業振興財団、
（公財）岡山県産業振興財団、
（公財）ひろしま産業振興機構、
（公財）やまぐち産業振興財団
賛：広島銀行
山陰合同銀行

１．事業の目的
国内の需要停滞、アジア新興国の市場拡大、取引先の海外移転が進む中、製造業・卸売業を中心に中小企業
でも海外展開が拡大傾向にあります。他方、中小企業が海外展開するには乗り越えなければならない障害や国
内とは異なる特有の課題・リスクに対応する必要があり、中国地域の関係支援機関及び地域金融機関が連携し
て、中小企業海外展開支援会議を立ち上げて支援施策を展開しているところです。
このたび、中国経済産業局・中小企業基盤整備機構中国本部・ジェトロ広島・中国地域ニュービジネス協議
会では、中国地域の自動車部品サプライヤ－など自動車関連企業を対象として、好調な自動車生産を維持する
タイにおいて、タイ工業省、ジェトロバンコク事務所の協力によりビジネスミーティング＆交流会の開催や現
地企業訪問などを通じ、参加者にタイの「今」を知る機会を提供する交流事業を開催することといたしました。
また、今回の事業では事前準備を兼ねたセミナーを開催し、中小企業基盤整備機構の専門家が個別の相談に
応じます。

２．交流会日程等
○日
程：2012 年 11 月 19 日（月）～22 日（木）
○実施場所：タイ バンコク周辺
○定
員：約 15 社・団体（原則として、中国地域に本社・事業所を有していること）

３．ポイント
○これから海外展開をご検討される皆様には、タイの最新情報の入手、現地企業の生声、タイ政府
やジェトロの支援内容について把握いただくよい機会となります。
○中小機構の専門家が参加者の海外展開についての相談に応じます。
○現地企業への訪問、METALEX2012（※）の見学により、販路開拓へのヒントが得られます。
（※）METALEX2012 とは、バンコク国際貿易展示場（BITEC）で行われるアセアン最大規模の工作機
器・金属加工技術関連の見本市です。

４．スケジュール（予定）：※変更の可能性があります。予めご了承ください。
日程

1 日目

11 月 19 日（月）

都市

バンコク

プログラム
19:00～

午前

参加者による結団式（ﾊﾞﾝｺｸ市内）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催（JETRO BKK（ﾊﾞﾝｺｸ事務所））
最新情報ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ、現地企業経営者によるｾﾐﾅｰ、

2 日目

11 月 20 日（火）

バンコク

3 日目

11 月 21 日（水）

バンコク

4 日目

11 月 22 日（木）

－

JETRO BKK ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ見学
午後

企業訪問（１社／現地企業や進出日系部品メーカーを予定）

夕方

現地進出の日系企業等との交流会（ﾊﾞﾝｺｸ市内）

終日

企業訪問（２～３社／現地企業や進出日系部品メーカー予定）

(訪問先については、ﾀｲ工業省と JETRO BKK で調整）
タイ工業省訪問、METALEX2012 見学

*各事業の集合場所は、参加者に別途連絡いたします。
*企業訪問先は、現地企業 Tier1 クラスや現地進出日系部品メーカーを予定、参加者には事前に連絡いたします。

*ﾀｲ工業省において、BOI（投資委員会）による各種ｻｰﾋﾞｽの説明も予定されています。

５．費

用：無料（但し、現地集合、現地解散となります／諸雑費５０００円程度を現地で徴収いたします）

日本～タイ間の航空券、現地宿泊先、共通日程以外の交通手段等はお客様ご自身で手配の上、関連経費をご負担いただ
きますようお願いします。食事代等の経費もお客様負担となります。詳しくは以下をご参照ください。

○主催者負担

セミナーや企業視察等を実施する経費（会場費、共通日程（11/20～11/22）に伴
う交通費、通訳費、交流会費、現地資料印刷費、METALEX2012 入場料）

○参加者各自負担

日本国内空港⇔バンコク空港の航空券代（燃油サーチャージ、空港税・出入国税、
保安料、航空保険料含む）、宿泊費用、移動（共通日程以外）に伴う交通費、食
事代、結団式懇親会費、その他、上記「主催者負担」に定める以外の経費

６．注意事項
■保険等：
予定しているスケジュール期間内及びその前後を通じて発生した傷病，事故，盗難等のいかなる損害についても，主催者は一切の責
任を負いかねます。不測の事態に備え，参加者御自身の責任により旅行保険等に個々に御加入いただきますようお願いします。

■事業の中止等：
以下の場合，主催者は参加申込み受領後であっても，当スケジュールの一部又は全部を変更または中止することがあります。
(1) 天災，交通機関の乱れ，現地の政情その他主催者の責任に帰する事のできない事由により商談会又は関連事業の一部又は全部を
中止せざるを得ない場合，参加者がお支払いいただいた航空券代等のキャンセル料その他の経費・損害を主催者が補填することはい
たしません。
(2) お申込みいただいた内容が本事業の趣旨にそぐわないと考えられる場合は，内容確認のうえ参加をお断りする場合がございます。

■審査：
応募者多数の場合には、これまでの輸出実績等をもとに選考させていただきます。参加の確定は、９月１４日までに主催者よりお申
込者に対して、直接ご連絡いたします。

■参加企業の概要シート：
参加申込みをいただいた後、参加企業の概要シート（企業概要及び主要製品名、主要取引先、自社の特徴・アピールポイント）をお
送りいたしますのでご協力をお願いします。

■商品の持込み：
・交流会や企業訪問時に使用する商品がある場合は、参加者の責任の下、ハンドキャリー又は現地へ郵送等していただくことになりま
す（主催者では商品の輸送はいたしません）
。なお、安全保障貿易管理の規制対象品目については、事前に許可を取得しないと郵送・
ハンドキャリーともに持ち込み不可ですので、ご注意ください。

７．お申し込み方法：
上記ご了解の上、「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、
2012 年 9 月 7 日（金）17：00 までに，以下の受付窓口宛にメールまたは FAX にてお申し込み下さい。

中国経済産業局参事官（産学官連携・産業クラスター担当）
ＦＡＸ：０８２－２２４－５６４５
E-mail: cgk-jisedai@meti.go.jp

８．問い合わせ先：
中国経済産業局国際課（担当：山村）
TEL: 082-224-5659
中国経済産業局参事官（産学官連携・産業クラスター担当）（担当：船田、間田）
TEL: 082-224-5760 E-mail: cgk-jisedai@meti.go.jp

＜ 申込一次締切：2012 年 9 月 7 日（金）＞

中国経済産業局宛
「ちゅうごく地域 自動車関連企業交流会ｉｎタイ」参加申込書
会社（団体）名
氏

名

住

所

連

絡

役職：
（〒

-

）

TEL:

FAX:

携帯電話：

E-mail:

先

(本申込書受領後、企業概要及び主要製品名、主要取引先、自社の特徴・アピールポイントの記入表を別途ご
連絡させていただきますので、ご協力を宜しくお願いいたします)

○区分：
※区分は、
（部品

企業区分など

／電子部品・機器／金型・治工具／素材・材料／システム・ソフトウエア／

鍛造・鋳造／設備・装置／表面処理／環境保護／その他（

）
）から選んで記載してください

○資本金：

人

円、従業員数

○タイへの輸出経験（間接輸出含む）
：

○タイでの生産拠点：
○参加される方は：

有

/

有

/ 無

無

日本から参加

／

タイ国内から参加

／

その他の国から参加

その他ミッション
に対するご要望等

※

必ずしもご希望に添えないことがございますので，予めご了承ください。

ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本「ちゅうごく地域 自動車関連企業交流会ｉｎタイ」の運営に利用します。

