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ベトナム南部地域オンライン視察会
CHINA+1 として注目されるベトナムへの情報収集と課題整理に！
〔お問合せ〕大阪商工会議所 国際部（孫、中村、南）
ＴＥＬ：０６-６９４４-６４００
大阪商工会議所は、９月１３日（火）、１４日（水）にベトナム南部地域（ビンズン省、ドンナイ
省）の５つの工業団地とレンタル工場をオンラインで見学する視察会を開催する。当日は現地から
の説明と入居企業へのインタビューを通して、生の情報を提供する。また、９月１６日（金）には
フォローアップとしてベトナムビジネス特別相談会を実施する。
サプライチェーンの多元化・強靭化や国内での人手不足などを背景にアセアン進出への関心が高ま
っており、CHINA+1 として注目されるベトナムを視察先として選定した。コロナ禍や円安・物価
上昇に伴い、海外出張が依然として難しい今、オンラインにて気軽に視察できる機会を提供する。
＜開催概要＞
■日
時 2022 年 9 月 13 日（火）14：00～17：00（ビンズン省編）
2022 年 9 月 14 日（水）14：00～17：00（ドンナイ省編）
2022 年 9 月 16 日（金）13：30～17：30（ベトナムビジネス特別相談会）
■形
式 オンライン（Zoom ウェビナー）
■主
催 大阪商工会議所
■協
力 ジェトロ・ホーチミン事務所、ホーチミン日本商工会議所
Sojitz Vietnam Company Ltd.、Daiwa House Vietnam Co., Ltd.、
BW Industrial Development JSC、BECAMEX IDC CORP.、BECAMEX TOKYU CO.,LTD.
■費
用 無料（出展料含む）
■定
員 100 名程度（在阪企業の方を優先）
■プログラム（予定）
DAY１ 9/13（火）ビンズン省編 14：00-17：00
14：00-14：15
開会挨拶 ●大阪商工会議所 国際ビジネス委員長 冨田稔（丸紅㈱大阪支社長）
●ビンズン省人民委員会 副委員長（予定）
14：15-14：45
現地経済状況に関するブリーフィング
●ジェトロ・ホーチミン事務所 所長 松本暢之氏
14：45-15：05
ビンズン新都市の紹介 ●べカメックス東急 平田周二氏
15：05-16：05
ミーフック工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●ベカメックス IDC 社 植松完二氏
企業インタビュー： FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
16：05-16：45
バウバン工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●BW インダストリアル社 針田和明氏
企業インタビュー：Genepa Vietnam Co.,Ltd
16：45-17：00
意見交換会
裏面に続く

DAY２ 9/14（水）ドンナイ省編 14：00-17：00
14：00-14：30
現地での日本企業への支援策のご紹介
●ホーチミン日本商工会議所 事務所長 小浜光氏
14：30-14：40
挨拶
●ドンナイ省工業団地管理局（予定）
14：40-15：00
ダウジャイ工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●BW インダストリアル社 針田和明氏
15：00-15：55
ロンドゥック工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●双日ベトナム 石井博之氏
企業インタビュー：調整中
15：55-16：45
ロンドゥックレンタル工場オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●ダイワハウスベトナム 平山太一氏
企業インタビュー：ICHIOKA SEIKA VIETNAM Co., LTD
OHMI KAKO VIETNAM Co., LTD
16：45-17：00
意見交換会
■追加プログラム（予定）
ブリーフィング 特別動画視聴可能 9/6（火）～16（金）
視察先各地域での人材供給状況や各地の特徴などを紹介の動画が視聴可能（申込者限定）
レンタル工場の周辺で人が取れるのか(ワーカー、エンジニア等)
テーマ「ベトナム人材状況の特徴紹介」
講師：夢真ビーネックスグループ ASEAN 事業推進室 今関竜太氏
フォローアップ ベトナムビジネス特別相談会開催 9/16（金）13：30-17：30
ベトナム事情に精通した人事、労務関係のサポーターが相談に応じる。
（1 社につき 50 分）
以上
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主催：大阪商工会議所

現地訪問前の情報収集と課題整理に！

ベトナム南部地域

オンライン視察会
この度、ベトナム南部地域の工業団地をオンラインにて視察することになりました。
視察では、2日間でホーチミン市に隣接しているビンズン省、ドンナイ省にある計
５つの工業団地とレンタル工場をオンラインで繋ぎます。当日は現地からの説明と入
居企業へのインタビューを通して、生の情報を把握いただけるほか、フォローアップ
として、ベトナムビジネス特別相談会も設けています。
円安、物価高、WITHコロナに対応する手軽な情報収集ツールとなりますので、ベ
トナム進出を目指す方はもちろんのこと、CHINA+1の筆頭として注目されるベトナ
ムの今を知りたい方、現地出張前の皆様、どうぞお気軽にお申込みください！
サプライチェーンの
見直しに

自宅から
気軽に参加可能

円安・物価上昇に伴う
出張経費削減に

CHINA+1筆頭である
ベトナムへの視察

自社工場の
人手不足解消に

+1
オンライン視察、進出日本企業インタビュー

DAY１

9/13（火）ビンズン省編

※内容は随時更新し、予告なく変更されます

視察工業団地：ミーフック工業団地、バウバン工業団地
☞ビンズン省の魅力

 ベトナム最大の経済の中心地、ホーチミン市の北に隣接。
 国際空港や港まで30-40キロ。ホーチミン市のダウンタウンまで30キロ。
 べカメックス・ビンズオン東急による新都市開発プロジェクトが進行中。

DAY２

9/14（水）ドンナイ省編

視察工業団地：ロンドゥック工業団地、ダウジャイ工業団地
☞ドンナイ省の魅力

 2015年に南北高速道路「ホーチミン・ロンタン」間が全面開通。
 ホーチミン中心部から約40km、車で約50分の距離に位置。
 2025年には約14km圏内に、ロンタン新国際空港が開港予定。
ブリーフィング

9/６（火）～16（金）
視察先各地域での人材供給状況や各
地の特徴などを紹介の動画視聴可能
テーマ「ベトナム人材状況の特徴紹介」
講師：夢真ビーネックスグループASEAN事業推進室
今関竜太氏

※参加申込を頂いた方に視聴URLをお送りします。

フォローアップ

9/16（金）13：30-17：30
ベトナムビジネス特別相談会開催

ベトナム事情に精通した人事、労務関係のサポー
ターが相談に応じます。

🏭🏭







ベトナム南部地域

オンライン視察会概要

開催方法：オンラインによる実施（Zoomウェビナーを使用）
定員：100名程度（在阪企業の方を優先します）
対象：ベトナムでのビジネスを検討している中小企業等
参加費：無料
主催：大阪商工会議所
協力：ジェトロ・ホーチミン事務所、ホーチミン日本商工会議所

Sojitz Vietnam Company Ltd.、Daiwa House Vietnam Co., Ltd. 、
BW Industrial Development JSC、BECAMEX IDC CORP.、BECAMEX TOKYU CO.,LTD.

DAY１

9/13（火）ビンズン省編 14：00-17：00

14：00-14：15
14：15-14：45
14：45-15：05

15：05-16：05
16：05-16：45
16：45-17：00

DAY２

14：30-14：40
14：40-15：00
15：00-15：50
15：55-16：45

16：45-17：00

お問合せ

●大阪商工会議所 国際ビジネス委員長 冨田稔
●ビンズン省人民委員会 副委員長（予定）
現地経済状況に関するブリーフィング
●ジェトロ・ホーチミン事務所 所長 松本暢之氏
ビンズン新都市の紹介
●べカメックス東急 平田周二氏
ミーフック工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●ベカメックスIDC社 植松完二氏
企業インタビュー：FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
バウバン工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●BWインダストリアル社 針田和明氏
企業インタビュー：Genepa Vietnam Co.,Ltd
意見交換会

9/14（水）ドンナイ省編 14：00-17：00

14：00-14：30

詳細・
申込み

開会挨拶

現地での日本企業への支援策のご紹介
●ホーチミン日本商工会議所 事務所長 小浜光 氏
挨拶 ●ドンナイ省工業団地管理局（予定）
ダウジャイ工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●BWインダストリアル社 針田和明氏
ロンドゥック工業団地オンライン視察
工業団地基本情報説明 ●双日ベトナム 石井博之氏
企業インタビュー：調整中
ロンドゥック レンタル工場 オンライン視察
レンタル工場基本情報説明 ●ダイワハウスベトナム 平山太一氏
企業インタビュー：ICHIOKA SEIKA VIETNAM Co., LTD
OHMI KAKO VIETNAM Co., LTD
意見交換会

大商ホームページよりお申込み下さい。※右記QRコードよりもアクセス可能です

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202207/D11220825014.html
※開催が近づきましたらアクセス情報が記載された参加票をお送りします。
※諸事情により、予告なくセミナーを延期・中止する場合があります。
※本事業は大阪府の小規模事業経営支援事業補助金を活用しています。当日はアンケートへのご協力をお願い致します。
※申込多数の場合は大阪府下中小企業の方を優先します。

大阪商工会議所 国際部 担当：中村・南
TEL: 06-6944-6400 FAX: 06-6944-6293 E-mail: intl@osaka.cci.or.jp

▲お申込みQRコード

