
  平成 28 年 11 月 2 日 

－1－ 

 

 

 

 

～ ベトナムでのビジネス拡大を応援 ～ 

ハノイで“ものづくり商談会”を開催します！ 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）では、ベトナム社会主義共和国 首都ハノイにおいて、当行

ほか日本国内の地方銀行および地方自治体等１４団体の共催で、平成２９年２月２３日

（木）・２４日（金）の２日間、「Factory Network Asia Group（ＦＮＡグループ）」、「NC Network 

Group」主催のもと、ビジネスマッチング商談会「ＦＢＣ ハノイ ２０１７ ものづくり商談会」

を開催いたします。 

 中国、タイで商談会の実績を持つＦＮＡグループがベトナムで初めて開催する当商談会で

は、製造業及び製造関連企業のベトナムでの部品調達や販路拡大をサポートするため、ベト

ナム地元企業や在ベトナム日系企業、他の出展企業との商談の場を提供いたします。 

当行では、今後もさまざまなお客様のニーズにお応えできるよう、アジア地域における 

サポート体制を一層充実させてまいります。 

記 

開催概要 

名  称 「ＦＢＣ  ハノイ ２０１７ ものづくり商談会」 

開催日時 平成２９年２月２３日（木）、２４日（金）９：００ ～１７：００ 

開催会場 
National Exhibition Construction Center Hanoi 

（01 Do Duc Duc, Nam Tu Liem Dist, Hanoi,Vietnam） 

出展対象企業 

【製造業】ベトナムでの部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業 

※B to B で部品・製品を製造・加工している企業が対象となります。 

金属製品、自動車・鉄道・船舶製品、鉄鋼業、非鉄金属、一般機械器具、電気機械器具、 

情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具、化学工業、プラスチック・  

ゴム製品、石油・石炭製品 等 

【ソリューション出展】製造業企業にサービス、製品を提供する非製造業企業 

商社、ＩＴ（ソフト開発）、人材、 物流 等 

※全体で１２０社程度、当行からは５社程度を予定 
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主  催 
Factory Network Asia Group  

NC Network Group  

共  催 

（予 定） 

日本国内の地方銀行、自治体など合計１４団体（下線は連名共催） 

京都銀行、愛知銀行、大垣共立銀行、群馬銀行・群馬県、滋賀銀行・滋賀県、七十七銀行、

清水銀行、十六銀行、中国銀行、名古屋銀行、福井県・福井銀行、福島県・東邦銀行、    

三重銀行・三重県・四日市市、めぶきフィナンシャルグループ（常陽銀行、足利銀行）・   

茨城県・栃木県 

※その他数団体が共催予定 

協  賛 
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 

（BIDV銀行） 

後  援 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

特  徴 

（１）出展各社が登録する調達・販売案件を基に、Web 上で商談の事前申込と   

マッチングを行うことにより、計画的、効率的な商談を行うことが可能です。 

（２）調達目的の製造業企業約２０社が参加する JETROハノイ事務所主催のイベ

ント「JETRO部品・加工産業販路拡大商談会」と同時開催し、FBCハノイ

の出展社は優先的に商談の申し込みを行うことが可能で、大手企業に対して

販売申込ができるチャンスを作ります。 

（３）商工省、商工局等ベトナム政府機関と協力し、ベトナムローカル企業の参加を

後押しいたします。 

出展申込方法 

京都銀行の各支店に備え付けの出展申込書に必要事項をご記入の上、「Factory 

Network Asia Group」または「NC Network Group」宛て、E-mail にて直接

お申し込みください。 

出展申込期限 

平成２８年１２月２３日（金） 

※定員（全体１２０ブース程度、うち当行分５ブース程度）になり次第、期限前で

も募集を締め切らせていただきます。 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

 

 

 

 

 証券国際部 アジアデスク TEL：（日本）  075-361-2274    FAX：075-343-1276 

 バンコク駐在員事務所   TEL：（ﾊﾞﾝｺｸ）+66-2116-3040    FAX：+66-2116-3045 
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＜ご 参 考＞ 

１．中国等で実施した当行のお取引先向けサポート（平成２５年度～） 

平成２５年 ６月  第５回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２５年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１３」 

平成２５年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（無錫、大連、北京、上海） 

平成２５年 ９月 「日中ものづくり商談会＠上海 ２０１３」 

平成２５年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２５年１１月 「ＦＢＣ 広東 ２０１３（日中ものづくり商談会＠広東）」 

平成２５年１１月 「２０１３ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２６年 ２月 「上海ビジネス交流会 ２０１４」 

平成２６年 ６月  第６回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２６年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１４」 

平成２６年 ６月 「ものづくり商談会＠バンコク ２０１４」 

平成２６年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（北京、天津、大連、上海、武漢） 

平成２６年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１４（日中ものづくり商談会）」 

平成２６年 ９月 「青島・地方銀行合同企業交流会」 

平成２６年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２６年１１月 「ＦＢＣ 広東 ２０１４（日中ものづくり商談会）」 

平成２６年１１月 「２０１４ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２６年１２月 「地銀合同セミナー・交流会＠広州」 

平成２７年 １月 「上海ビジネス交流会 ２０１５」 

平成２７年 ３月 「バンコクビジネス交流会」 

平成２７年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１５」 

平成２７年 ６月  第７回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２７年 ６月 第２回「Mfair バンコク ２０１５ ものづくり商談会」 

平成２７年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（北京、大連、蘇州、上海、重慶） 

平成２７年 ８月 「青島・地方銀行合同企業交流会２０１５」 

平成２７年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１５ ものづくり商談会」 

平成２７年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２７年１１月 「２０１５ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２７年１２月 「地銀合同ビジネス商談会＠広州 ２０１５」 

平成２８年 ２月 「第２回 バンコクビジネス交流会」 

平成２８年 ２月 「上海ビジネス交流会 ２０１６」 

平成２８年 ６月 第８回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２８年 ６月 「２０１６ 大連・地方銀行合同企業交流会」 

平成２８年 ６月 第３回「Mfair バンコク ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（青島、大連、上海） 

平成２８年 ９月 「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」 

平成２８年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年１１月（予定） 「２０１６ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２８年１１月（予定） 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２８年１２月（予定） 「地銀合同セミナー・交流会＠広州 ２０１６」 

平成２９年 ２月（予定） 「ＦＢＣ ハノイ ２０１７ ものづくり商談会」 

平成２９年 ５月（予定） 「タイ日系企業ビジネス交流会」 

平成２９年 ６月（予定） 第４回「Mfair バンコク ２０１７ ものづくり商談会」 

２．当行の海外拠点 

（１）香港駐在員事務所  （平成 元年１１月開設） 
（２）上海駐在員事務所  （平成１６年１２月開設） 
（３）大連駐在員事務所  （平成２４年 ７月開設） 
（４）バンコク駐在員事務所（平成２５年 ９月開設） 

以 上 


