
 
 

平成２９年９月１５日 

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 

          

ものづくり企業を対象とする「タイ・メコン地域 進出支援セミナー」の開催について 

 
株式会社七十七銀行（頭取 氏家 照彦）では、地方創生に関する取組強化の一環として、

ものづくり企業の成長支援および仙台空港の利活用の促進を目的に、仙台国際空港株式 

会社（代表取締役 岩井 卓也）、豊田通商株式会社（取締役社長 加留部 淳）等と連携し、

「タイ・メコン地域 進出支援セミナー」を開催いたしますので、下記のとおりお知らせ  

いたします。 

当行では、今後も、ものづくり企業等のお取引先の受注拡大に向けて、積極的な取組み

を行ってまいります。 

 

記 

 
１．名  称  「タイ・メコン地域 進出支援セミナー」 

         ～現役タイ駐在員にきく、タイ・メコンものづくりビジネス最前線～ 

２．日  時  平成２９年１０月１２日（木）１４：３０～１９：３０ 

３．会  場  仙台空港 有料待合室１（Ａ－Ｃ）(空港ターミナルビル３Ｆ) 

４．主  催  仙台国際空港株式会社、豊田通商株式会社 

５．共  催  当 行 

６．後  援  宮城県、一般社団法人東北経済連合会、仙台商工会議所 

７．内  容  詳細は別紙チラシをご参照ください。 

タイの政治経済動向とタイプラス１の可能性～「ＡＳＥＡＮ共同体」に

おけるタイの行方を展望する テーマ１ 

講師：株式会社第一生命経済研究所 

「タイ投資恩典」を享受できる注目産業について 
テーマ２ 

講師：タイ投資委員会 

タイ進出 実体験談 
テーマ３ 

講師：Exedy Friction Material Co.,Ltd. 

タイ・メコン地域への「進出支援」について 
テーマ４ 

講師：豊田通商タイランド 

海外進出を支える「テクノパーク」のご活用事例 
テーマ５ 

講師：豊田通商株式会社 

七十七銀行の海外ビジネス支援体制について 
テーマ６ 

講師：七十七銀行 市場国際部 アジアビジネス支援室 

仙台国際空港発 アシアナ航空のビジネスご活用事例 
テーマ７ 

講師：アシアナ航空 東北支店 

    ※セミナー終了後、事前申込者を対象に親睦会を実施いたします。 

－１－ 

 



８．参加費用  無 料 

９．定  員  ８０名程度（定員に達し次第、申込締切とさせていただきます。） 

10．申込方法  別紙チラシの参加申込書に必要事項を記載のうえ、事務局あてにファックスまた

は電子メールにて、お申込を行ってください。 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－２（終）－ 



　仙台国際空港、七十七銀行及び豊田通商は、タイ国製造業・自動車産業に精通した駐在員及び

エコノミストを招聘し、タイ・メコン地域への進出支援セミナー及び懇親会を開催いたします。

　本セミナーでは、タイ国最前線での実体験を基にした生の情報と進出支援サービスをご紹介予定です。

ご関心の向きにはこの機会にぜひご参加頂きたくお願いします。

 　日時：　 2017年10月12日 (木)　　14：30～19：30　（受付開始 14：00）

 　場所： 仙台空港 有料待合室１（Ａ－Ｃ）  (空港ターミナルビル3F 東側飲食店エリア奥)

 ※ 当日受付は有料待合室入口で実施します。 名刺を1枚ご用意の上、受付をお願い申し上げます。

 　主催： 仙台国際空港株式会社 / 豊田通商株式会社

 　共催： 株式会社七十七銀行

 　後援： 宮城県 / 一般社団法人東北経済連合会 / 仙台商工会議所

分

　会場：　　仙台空港内レストラン　寿松庵　空港店

  セミナー講師との親睦会を開催させて頂きます。

　タイ国での事業最前線のセミナー講師との意見交換の場として、是非ご参加下さい。

第一生命経済研究所

16：45－17：00 15  海外進出を支える 『テクノパーク』 のご活用事例
豊田通商 株式会社

テクノパーク事業室室長 舩野博之

15：45－16：00

30  タイ進出 実体験談

 タイ・メコン地域への『進出支援』について

30
Mr.Pariyes

15

16：00－16：30

 『タイ投資恩典』を享受できる 注目産業について
タイ投資委員会

豊田通商 株式会社

執行役員　前田滋樹

”現役タイ駐在員にきく、タイ・メコンものづくりビジネス最前線”  開催通知書

 セミナー プログラム　　14：30～17：30　（受付開始 14：00）

時間 プログラム内容 担当

（タイ・メコン地域 進出支援セミナー）　　　

14：45－15：15 30
 「タイの政治経済動向とタイプラス１の可能性 ～

    『ASEAN共同体』におけるタイの行方を展望する」

14：30－14：35 5  開会のご挨拶

 仙台国際空港発 アシアナ航空 のビジネスご活用事例
アシアナ航空 東北支店

部長 岡内享

14：35－14：40
会長 Dr. CHET CHAOVISIDHA

14：40－14：45

 休憩 -

5  全体進行説明

5  ご挨拶
豊田通商 タイランド

セミナー事務局

　主席エコノミスト 西濵徹

15：15－15：45

15

16：30－16：45

17：00－17：10 10

豊田通商 タイランド

株式会社 七十七銀行
アジアビジネス支援室室長　渋谷哲也

上級副社長　反尾敏幸

 七十七銀行の海外ビジネス支援体制について

Exedy Friction Material Co.,Ltd.

社長 後藤智詔

17：25－17：30 5  タイ・メコン地域進出に関するアンケート セミナー事務局

　親睦会（立食形式） 　　17：40～19：30

17：10－17：25 15



定員： 先着80名 （定員に達し次第、締め切らせていただきます）
申込締切：　 2017年10月4日 (水) 17：00
申込方法： 申込書に必要事項をご記入の上、以下メールアドレス又はFAXへお申込み下さい。

e-mail: thaifrontline@pp.toyota-tsusho.com
FAX:     052-584-8280
※ご不明点、御問合せも同様にメール又はFAXにてご連絡ください。

第一生命経済研究所　主席エコノミスト 西濵徹 氏

　01年3月 一橋大学経済学部卒。
　01年4月 国際協力銀行（JBIC）入行。
　　同行で、ODA部門(現国際協力機構)の予算折衝や資金管理、

　　アジア向け円借款の案件形成・審査・監理、アジア・東欧・アフリカ地域のソブリンリスク審査業務を担当。

　08年1月 第一生命経済研究所入社。
　11年4月主任エコノミストを経て15年4月より現職。
　　担当は、アジアをはじめとする新興国のマクロ経済及び政治情勢分析。

　※著書 「ASEANは日本経済をどう変えるのか」（NHK出版新書）

タイ投資委員会( Thailand Board of Investment)

 タイ投資委員会（BOI）とは、投資政策の策定、投資案件の認可や恩典の付与を担うタイ工業省傘下の投資誘致機関。

 東京、大阪にもオフィスを設置し、セミナー等を通じて投資家への情報提供や対タイ投資相談を積極的に実施。 

EXEDY Friction Material Co.,Ltd 会社概要

 クラッチ、トルクコンバータ部品の専門メーカーとして60年以上の歴史があり、25ヶ国に工場や営業拠点、
 関連会社44社、連結従業員数18,000人を超えるグローバル企業。
 Exedy Friction Materialはタイのアマタナコン工業団地(バンコクから南東に1時間)に位置しており、
 稼動開始の97年よりExedyグループ、AISINグループへ摩擦材を中心に製造・供給。
 09年にR&D部門をタイ拠点に移し、開発から営業まで一貫して業務開始。
 17年にタイ＋１にてカンボジアポイペト(バンコクから東に3時間半)へ一部工程を移管し製造を開始。 

　会場までのアクセスマップ 

　お申込み　（参加無料）

　講師略歴

＜会場内マップ＞ 仙台空港 有料待合室１

会場

②東側飲食店エリアの奥へ移動

①ターミナルビル３Fエレベータから右手へ移動

① ②

＜シャトルバス運行マップと運行時間＞ ※無料

仙

台

駅

仙台

空港

往路:仙台駅 13:30発

復路:空港19:45 分発

※駅乗車場所は、ご希望者様へ

別途ご案内申し上げます。



　　参加には事前申し込みが必要です。

　　以下の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、メールにてお申込みください。

　　先着８０名様とさせていただき、定員になり次第、締め切らせて頂きます。

　　また、同一の会社・団体から3名以上のお申込みの場合、調整をお願いさせていただく

　　場合がございますのでご了承ください。

行き 帰り

　※仙台駅からの送迎バスご利用のご希望者様へは、駅乗車場所をご案内申し上げます。

　　　お申込み後に、乗車希望に変更となりました場合、事務局までご連絡下さい。

　

e-mail送付先：　thaifrontline@pp.toyota-tsusho.com
FAX送付先:     　 052-584-8280

　　　　　本セミナーへのお申込みに必要な個人情報は、参加者の決定、参加者への連絡及び

　　　　　本セミナーの円滑な運営のためのみ利用させて頂き、その他の目的で利用する事はありません。

【参加お申込書】
”現役タイ駐在員にきく、タイ・メコンものづくりビジネス最前線” 

（タイ・メコン地域 進出支援セミナー）　　　

お申込み必要事項

会社名・団体名

所属部署

＜セミナーに関するお問い合わせ・お申込み先＞

タイ・メコン地域 進出支援セミナー　事務局

連絡先・TEL

連絡先・E-mail

参加者情報

役職 参加者氏名
親睦会参加

（○/×）

送迎バス利用（○/×）※


	９月１５日　①進出支援セミナー
	９月１５日　②進出支援セミナー

