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～ ベトナムでのビジネスを積極サポート ～ 

「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」を開催！ 

  京都銀行（頭取 土井 伸宏）では、平成２８年９月９日（金）にベトナム ホーチミン市に

おいて、当行が昨年８月から業務提携しているベトナム投資開発銀行（ＢＩＤＶ）と、同行に

出向者を派遣している１０行庫が共同で「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」を開催しま

すのでお知らせいたします。 

今回のセミナーでは、ベトナムに進出されているお客様、ベトナムでのビジネス展開を検

討されているお客様を対象に、現地で注目度の高いトピックスやビジネス開拓に有益な情報

を紹介するとともに、参加企業間の情報交換の場も提供いたします。 

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 

名   称 ベトナム ビジネスセミナー＆交流会 

開催日時 平成２８年９月９日（金）１５：３０  ～１９：００（１５：００ 受付開始） 

開催会場 

LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON（ロッテ レジェンド ホテル サイゴン） 

２階ボールルーム 

（2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam） 

内  容 

【第１部】セミナー ＜１５：３０～１７：２５＞ 

 ・ＢＩＤＶジャパンデスクについて 

 ・「ベトナムの若者の暮らし向き、貯蓄や消費動向を探る 

                   ～最新の日経・アジア１１ヵ国若者調査の結果から～」 

    講 師：日経グループアジア本社（日本経済新聞社グループ会社） 

調査・人材教育部門  General Manager  香本 真江 氏 

 ・「人事労務、および外国人の就労に関する最新の注意事項」 

    講 師：AIC Vietnam Co.,Ltd. President  斉藤 雄久 氏 

【第２部】交流会 ＜１７：３０～１９：００＞ 
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主    催  ベトナム投資開発銀行（ＢＩＤＶ） 

共  催 
京都銀行、岡崎信用金庫、岐阜信用金庫、十六銀行、信金中央金庫、 

千葉銀行、南都銀行、広島銀行、北國銀行、横浜銀行 

対    象 
ベトナムに進出されているお取引先 

ベトナムでのビジネス展開を検討されているお取引先 

定    員 
全体で２００名 
※当行からは２０名程度を予定。 

参加費用 
無  料 
 ※会場までの交通費、宿泊費等は参加企業のご負担となります。 

申込方法 
お取引店にてお申し込みいただくか、各支店に備え付けの参加申込書に必要 
事項をご記入の上、京都銀行 証券国際部 アジアデスク宛てお申し込み下さい。 

申込期限 
平成２８年８月２６日（金） 
※定員になり次第、期限前でもお申し込みを締め切らせていただきます。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

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

平成２５年 ３月 「上海ビジネス交流会 ２０１３」 

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 「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 「Mfair バンコク ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年 ７月（予定） 「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（予定） 「ベトナムビジネスセミナー＆交流会」 

平成２８年 ９月（予定） 「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」 
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２．当行の海外進出支援体制 

（１）駐在員事務所 

 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） 

（２）海外の業務提携・協力先 

 業務提携・協力先 提携・協力時期 提携内容 

① 中国工商銀行（中国） 平成１７年 ８月 
スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
人民元建決済 等 

② 中国銀行（中国） 平成１７年 ８月 
スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
人民元建決済 等 

③ カシコン銀行（タイ） 平成１７年１２月 

スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
ジャパンデスクのサポート 
トレーニー派遣 等 

④ 
バンクネガラインドネシア 

（インドネシア） 
平成２４年 ４月 

スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
ジャパンデスクのサポート 
トレーニー派遣 等 

⑤ 
インドステイト銀行 

（インド） 
平成２５年 ２月 

現地金融サービス 
経済・投資環境情報提供 
セミナーの開催 等 

⑥ 
メトロポリタン銀行 

（フィリピン） 
平成２５年 ７月 

現地金融サービス 
経済・投資環境情報提供 
セミナーの開催 等 

⑦ 
中國信託ホールディングス 

（台湾） 
平成２５年 ９月 

スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
ジャパンデスクのサポート 
トレーニー派遣 等 

⑧ 
エグジムバンク 

（ベトナム） 
平成２６年 ８月 

スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
ジャパンデスクのサポート 
トレーニー派遣 等 

⑨ 
ベトナム投資開発銀行 

（ベトナム） 
平成２７年 ８月 

スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
ジャパンデスクのサポート 
トレーニー派遣 等 

⑩ 

アグアスカリエンテス州政府、 

ハリスコ州政府 

（メキシコ合衆国） 

平成２８年 ２月 

経済・投資環境情報の提供 

ジャパンデスクを活用した中堅・ 
中小企業の進出支援 等 

⑪ 東亜銀行（香港） 平成２８年 ３月 
スタンドバイL/C 
現地金融サービス 
ジャパンデスクのサポート 等 

以 上 


