
２０１８年９月７日 
株式会社七十七銀行 

 

「タイ日系企業交流会」の開催について 
 

株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、２０１８年１０月２５日（木）にタイ

王国バンコク都において、ビジネス交流会を開催いたしますので、下記のとおりお知らせ

します。 

本交流会は、地域金融機関７行および日本政策金融公庫の合同により開催するもので、

タイにおいてビジネスを展開する各行のお取引先に対し、現地のビジネス動向に関する 

最新情報および参加企業間の交流機会をご提供することを目的としております。 

当行では、今後もお取引先の海外ビジネスに関する幅広いご要望にお応えできるよう、

様々な情報提供等に努めてまいります。 
 

記 
 

１．名 称  タイ日系企業交流会 

２．開 催 日 時  ２０１８年１０月２５日（木）１４:３０～１８:００（現地時間） 

３．会 場  バンコック銀行シーロム本店 ３０階、２９階 

４．共 催  七十七銀行、阿波銀行、名古屋銀行、南都銀行、北國銀行、 

山形銀行、山梨中央銀行、日本政策金融公庫 

５．後   援  日本貿易振興機構バンコク事務所、バンコック銀行 

６．内 容  第１部 講演会 １４:３０～１６:５０ 

         テーマ：タイ自動車産業の現状と更なる発展に向けた期待（仮） 

         講 師：Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 

             President & CEO 一寸木 守一 氏 

         テーマ：タイにおける事業展開の変遷と人材育成 

         講 師：Panasonic (Thailand) Co., Ltd. 

         Deputy Managing Director 伊藤 周一 氏 

         テーマ：支援制度紹介 

         講 師：日本貿易振興機構バンコク事務所 担当者 

 第２部 情報交換会（立食形式） １７:００～１８:００ 

７．参 加 費 用  １人あたり１，０００タイバーツ（当日会場にてお支払いただきます） 

８．定   員  ２００名程度（先着順） 

９．申 込 方 法  お取引のある七十七銀行本支店にお申込ください。 

10．申 込 期 限  ２０１８年１０月１１日（木） 

以 上 

 



（別 紙） 

 

 

 

 

 

 七十七銀行では、タイビジネスに取り組まれているお取引先を対象とした「タイ日系企業交流会」

を地域金融機関および日本政策金融公庫と合同で開催いたします。 

本交流会では、タイにおいて事業を展開する大手企業の経営者等を講師にお招きし、現地における

ビジネスの動向について最新情報をご提供するほか、参加企業同士の交流の場として情報交換会を 

開催いたします。複数の金融機関合同による開催のため、当行お取引先に限らず、様々な地域の企業

と情報交換等ができる絶好の機会でもありますので、是非ともご参加いただきたく、下記のとおり  

ご案内申し上げます。 

 

記 

１．日 時： 2018年10月25日（木） 14：30～18：00  

注．時間は現地時間 

 ２．会 場： バンコック銀行シーロム本店 30階、29階 

住所：333 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 

 

 ３．内 容： 第 1 部：講演会 14:30～16:50 （於：バンコック銀行シーロム本店 30 階） 

演 題：タイ自動車産業の現状と更なる発展に向けた期待（仮） 

講 師：Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.    

President & CEO 一寸木 守一 氏 

注．略歴は裏面を参照してください。 

演 題：タイにおける事業展開の変遷と人材育成 

講 師：Panasonic (Thailand) Co., Ltd. 

Deputy Managing Director 伊藤 周一 氏 

注．略歴は裏面を参照してください。 

演 題：支援制度紹介 

講 師：日本貿易振興機構バンコク事務所 担当者 

第 2部：情報交換会 17:00～18:00 （於：バンコック銀行シーロム本店 29 階） 

注．情報交換会は立食形式となります。 

 ４．共  催： 七十七銀行、阿波銀行、名古屋銀行、南都銀行、北國銀行、山形銀行、 

       山梨中央銀行、日本政策金融公庫 

  ５．後 援： 日本貿易振興機構バンコク事務所、バンコック銀行 

６．募集人数： 200名程度。なお、定員になり次第締切りとさせていただきます。 

 ７．参 加 費： お一人様1,000タイバーツ（当日会場にてお支払いただきます） 

         注．第1部の講演会のみご参加される場合は無料となります。 

 

 ８．申込方法： お取引のある七十七銀行本支店にお申込ください。 

 

 ９．申込期限： 2018 年 10 月 11 日(木）   

 

 10．お問合せ先： 七十七銀行 市場国際部 アジアビジネス支援室 

         電話：022-211-9880（担当：中田） 

－１－ 

「「タタイイ日日系系企企業業交交流流会会」」開開催催ののごご案案内内  



 

11．講師略歴： 

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 

President & CEO 一寸木 守一 氏 

 

1979 年  三菱商事(株) 入社 

 1984 年  Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 出向 販売部次長兼商品企画部次長 

 1990 年  三菱商事(株) 自動車本部 課長（マレーシア担当） 

 1994 年  Perusahaan Otomobil Nasional Bhd. 出向 社長アドバイザー 

1997 年  Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 出向 副社長 

2002 年  三菱商事(株) いすゞ事業本部 部長（2005 年～本部長） 

2006 年  Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 社長 

2009 年  三菱商事(株) 執行役員 いすゞ事業本部長 

2013 年  三菱自動車工業(株) 常務執行役員 第二海外営業統括部門長 

2015 年～ Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. President & CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

Panasonic (Thailand) Co., Ltd.  

Deputy Managing Director 伊藤 周一 氏 

 

1985 年  松下電器貿易(株) 入社 

 1993 年  ナショナルタイ(株) 

 1998 年  松下電器産業(株) アジア大洋州本部 

 2004 年～ Panasonic (Thailand) Co., Ltd. 

 2009 年～ Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.（兼任） 

 

 2004 年～ タイ国日本人会理事（2012 年～2014 年、2018 年～ 副会長） 

 2005 年～ 泰日協会学校理事 

 2005 年～2012 年 盤谷日本人商工会議所理事（2005 年、2010 年 電気部会長） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２（終）－ 
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