
２０１９年４月１９日 

株式会社七十七銀行 

 

「ベトナムビジネスフォーラムin仙台」の開催について 

 

株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、お取引先に対する海外ビジネス支援

の一環として、「ベトナムビジネスフォーラム in 仙台」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。 

本フォーラムは、当行の業務提携先である「ベトナム日本人材開発インスティチュー

ト」（以下、「VJCC」という。）が運営する経営塾で、日本式経営を学ぶベトナムの経営

者約 30 名の来日に合わせて開催するものです。 

当行は、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、

様々な情報提供に努めてまいります。 

 

記 

 

１．名 称  ベトナムビジネスフォーラム in 仙台 

２．開 催 日 時  2019 年 6 月 28 日（金） 13:30～16:00 

３．会 場  仙台国際センター 会議棟 3階「白橿
しらかし

」 （仙台市青葉区青葉山） 

４．主 催  独立行政法人国際協力機構（JICA）東北センター 

５．共   催  当行、独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部、VJCC 

６．後   援  東北経済産業局、ジェトロ青森、ジェトロ秋田、ジェトロ盛岡、ジ

ェトロ仙台、ジェトロ山形、ジェトロ福島、東北六県商工会議所連

合会、宮城県議会日越交流友好議員連盟、宮城県日越交流協会（いず

れも予定） 

７．そ の 他  内容、申込方法等につきましては、別紙をご参照ください。 

以 上 
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ベトナムビジネスフォーラムin仙台
～セミナー＆ベトナム企業PR展示会～

日 時：2019年6月28日（金） 13：30 ～16：00 （受付13：00～）

会 場：仙台国際センター 会議棟３階「白橿」
（住所：宮城県仙台市青葉区青葉山）

定 員：60名 ※事前予約制（申込方法は裏面をご参照ください）

申込締切日：2019年6月7日（金）
主催 ：

 

独立行政法人

 

国際協力機構（JICA）東北センター

共催 ：

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構

 

東北本部、株式会社七十七銀行、
ベトナム日本人材開発インスティチュート（VJCC）

後援 ：

 

東北経済産業局、JETRO青森、JETRO秋田、JETRO盛岡、JETRO仙台、JETRO山形、JETRO福島、
東北六県商工会議所連合会、宮城県議会日越交流友好議員連盟、宮城県日越交流協会

 

（予定）

参加費:  無料

～JICA×VJCC経営塾キャラバンその③～

プログラム内容
セミナー 13：30～14：40 ①

 

ＶＪＣＣによる日本企業向けサービスのご紹介
② セミナー

「ベトナムへのビジネス展開に向けた取組みと今後の計画」
講師：株式会社エスイー

 

営業本部

 

営業部長

 

竹家

 

宏治氏

ＰＲ展示会 14：45～16：00 ①

 

ＰＲ展示会参加ベトナム企業の紹介
②

 

ベトナム企業のポスター展示による企業ＰＲ
（製造業、建設業、建設資材、不動産業等）

【セミナー講演企業紹介】

 

株式会社エスイー（本社：東京都、橋梁・環境防災関連エンジニアリングメーカー）
ベトナム進出に向けて、2014年にJICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業（※）を活用し、道路法面の災害対策

 

に有効な「グランドアンカー工法」の現地での活用可能性を調査。その後、有用性実証にも取り組んでいる。

（※JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業

 

：

 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html）

人口約9,000万人を擁するベトナムは、経済成長に伴う自国企業の成長が著し

 

く、日本企業の提携先としても注目を集めています。今回、日本・ベトナム両国の

 

協力により設立されたベトナム日本人材開発インスティチュート（ＶＪＣＣ）のプロ

 

グラムで、日本式経営を学んでいるベトナム企業28社が来仙します。
それに合わせて、ベトナムでの事業展開に取り組んでいる日本企業によるセミ

 

ナーと共に、来仙したベトナム企業が企業紹介ポスターを使って自社を紹介する

 

「PR展示会」を実施します。
ベトナム企業と仙台で直接情報交換できる貴重な機会を、ぜひご活用ください。

※ＰＲ展示会の際に、ベトナム企業との個別面談ブースを用意いたします。（詳細は裏面をご覧ください）

しら

 

かし

（別

 

紙）
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以下に必要事項をご記入いただき、EmailもしくはFAXにてお申込みください。

申込方法

法人名：

所在地：

電話番号： メールアドレス：

役職名： お名前（漢字）：

お名前（ローマ字）：

役職名： お名前（漢字）：

お名前（ローマ字）：

個別面談希望：

 

□※ご希望の方はチェック（レ点）をご記入ください。後日、詳細情報をご案内します。

お問い合わせ・お申込先：JICA東北

 

市民参加協力課

 

担当：上野

Email：Uwano.Midori@jica.go.jp
TEL : 022-223-4772  FAX：022-227-3090

ベトナム企業との個別面談ブース（日越通訳付き）

ＰＲ展示会の際にベトナム企業との個別面談ブースを用意いたします。

参加ベトナム企業（28社）一覧は、添付資料をご覧ください。

「ベトナム企業詳細情報」は以下のウェブサイトよりご覧いただけます。
https://www.jica.go.jp/tohoku/event/2019/ku57pq00000kqbn9.html
（右記QRコードからもご覧いただけます。）

個別面談を希望される方は、申込書の「個別面談希望」にチェック（レ点）をご記入くださ
い。後日、「個別面談申込フォーム」をご案内いたします。

詳細につきましては、個別面談をご希望される方に別途ご連絡いたします。

会場案内図

会場 ：
仙台国際センター

 

会議棟３階

 

「白橿」

（宮城県仙台市青葉区青葉山）

アクセス ：

 

仙台市営地下鉄東西線
国際センター駅

 

徒歩1分

※お車でお越しの方は、国際センター・地下駐車場

 

または、せんだい青葉山交流広場をご利用いただ

 

けます。なお、駐車料金は自己負担となりますので、

 

ご了承ください。

しら

 

かし

－２－
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＜参加ベトナム企業一覧

 

1/2＞

番号 社名 取扱商品等

1
ACA VietNam Development & 

 

Investment JSC 工場向けの鉄骨構造の製造と組立、鉄細工製品

2
Doan Ket Commercial & Packaging 

 

Production Co., Ltd 梱包パッケージ、包装紙

3 Lien Son Thang Long JSC コンテナ･アセンブリーハウスの販売、レンタル

4
Ngai Cau Building & Commercial 

 

Investment Co., Ltd 鉄鋼部品等の製造、機械の製造、設置

5 Bao Bi Cao Cap Vietnam JSC 菓子やワイン、化粧品向けの化粧箱

6 Lam Son Production & Trading JSC 焼成粘土による建築資材の生産と販売

7 Goldensea Interior Co., Ltd インテリアコンサルティング、設計、施工

8 Hanoi Plastic Bag Manufacturing JSC プラスチックバッグ、レジ袋の製造

9 Pacific Plastic JSC 日本向けレジ袋の製造

10 Saki Production Trading Service JSC 建築資材（足場やコンクリート型枠）の設置

11
Thien An Sanitary & Kitchen Fittings 

 

Co., Ltd 衛生用品と台所用品の製造販売、設置

12 GAMA VietNam JSC エレベーターやエスカレーターの供給、設置、保守

13
Han Sam Manufacturing & Trade Co., 

 

Ltd ステンレス製衛生設備の製造加工

14
Phuong Thanh Transport 

 

Construction & Investment JSC 道路や橋梁等、交通インフラや産業インフラの建設

15 VietNhat Advanced Steel JSC/VJC 鉄スクラップやビレット等の建設用鉄鋼材の製造加工、

 

販売
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＜参加ベトナム企業一覧

 

2/2＞

番号 社名 取扱商品等

16
FECON Underground Construction 

 

JSC (FECON FCU) 都市地下工事

17 Innovative Shield Vietnam ESD包装の製造

18
Quoc

 

Thang

 

Hanoi Trading & 

 

Construction Co., Ltd 防水性、耐熱性、耐腐食性素材の供給

19 Thanh Linh Co., Ltd 道路や路面の標識、ガードレールの製造と設置

20 Viet Duc

 

Limited Company 大規模プロジェクト向けの生コンクリートの生産と販売

21 Japanese SMEs

 

Development JSC ビルや住宅の賃貸および商業地や工業地、住宅地の

 

建設にかかる投資

22 Minh Tan Tien

 

Co., Ltd 配管や電気システムの設置

23 Royal Manufacture & Investment JSC タイル製造販売

24
Loi

 

Loc Exploitation of Natural 

 

Resources Limited Liability Company 建築資材の生産、各種機械の供給

25
Tuong

 

Van Wood Processing One 

 

Member Co., Ltd 木製家具の製造

26 Eurowindow

 

JSC ドア等の建築資材の製造

27 Royal Ceramic Tiles Co., Ltd タイル等の建築資材の製造販売

28
Son An Urban Development Joint 

 

Stock Investment Company 不動産業、ワイン等の製造業

「ベトナム企業詳細情報」は以下のウェブサイトよりご覧いただけます。
https://www.jica.go.jp/tohoku/event/2019/ku57pq00000kqbn9.html
（右記QRコードからもご覧いただけます。）

※企業名の中の「JSC」は、「Joint

 

Stock

 

Company」の略称です。

－４(終)－
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