平成 30 年 3 月 12 日

～ 中国でのビジネス拡大を応援します ～

中国・上海“ものづくり商談会”を開催！
京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、平成３０年１１月１９日（月）から２１日（水）の３日間、
中国上海において、日本国内地方銀行および日本国内の自治体等２４団体の共催で、ビジネ
スマッチング商談会「ＦＢＣ 上海 ２０１８ ものづくり商談会 in 未来工業展覧会」
（FBC：
Factorynetwork Business Conference）を開催しますのでお知らせいたします。
当商談会は、日中製造業のビジネス拡大と交流を目的として開催するもので、昨年の商談
会では、全体で４６２社、当行からは２３社に出展いただきました。本年も引き続き、ファ
クトリーネットワークチャイナ主催のもと、当行としては上海で１３回目となる商談会を
開催し、中国地元企業や在中国日系企業との商談の場を提供いたします。
なお、当商談会は、「上海国際工作機械展（EASTPO）
」との同時開催イベントで、世界
各国の製造業関係者など多くの来場が見込まれています。

記

名

称

開催日時

開催会場

ＦＢＣ 上海 ２０１８ ものづくり商談会 in 未来工業展覧会
平成３０年１１月１９日（月）
、２０日（火）
、２１日（水） ９：００ ～１７：００
（※最終日は１６：００まで）

上海新国際博覧中心 N４館（上海市浦東新区龍陽路２３４５号）
※上海国際工作機械展（EASTPO）と同時開催

製造業企業および製造業向けにサービス・製品を提供する非製造業企業
出展対象企業

自動車製品、環境省エネ、ロボット、自動化設備、工作機械、機械器具、電気電子、
精密機械、部品加工、医療設備、材料、工場消耗品などの製造業企業、またそれらに
関わる商社、IT、人材、物流、保険、コンサルティング、自治体、オフィス用品など
※全体で６００社を予定

主

催

ファクトリーネットワークチャイナ
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本件についてのお問合せは京都銀行 経営企画部 広報調査室までご連絡ください

電話番号
Ｆ Ａ Ｘ

075-361-2292
075-361-4581

日本国内の地方銀行、自治体など合計２４団体（下線は連名共催）

共

催

（予 定）

京都銀行、OKB大垣共立銀行、大阪府・大阪市、
（公財）大田区産業振興協会、
九州フィナンシャルグループ（肥後銀行・鹿児島銀行）
、
（公財）京都産業２１上海代表処、
山陰合同銀行、七十七銀行・
（公社）宮城県国際経済振興協会、十六銀行、中国銀行、
東邦銀行・福島県、
（公財）長野県中小企業振興センター、名古屋銀行、南都銀行、
西日本シティ銀行・福岡県・北九州市、百五銀行、百十四銀行、広島銀行、仏山市
南海区経済和科技促進局、福井銀行・福井県、北陸銀行、三重銀行・第三銀行、
山梨中央銀行・
（公財）やまなし産業支援機構、横浜銀行

合計２３団体

後

援

在上海日本国総領事館、日本貿易振興機構（JETRO）上海事務所、日刊工業新聞社、
上海日本商工クラブ、NPO 法人 JAAA 自動化推進協会、株式会社 NC ネットワーク、
上海市中小企業発展服務中心、中国国際貿易促進委員会江蘇省分会、オランダ
Jaarbeurs、フランス ROCHEXPO、韓国機械産業振興会 KOAMI、中国機械工業
聨合会、中国国際貿易促進委員会電子情報業界分会、台湾区工具機及び付属品工業
同業公会 TMBA、上海機械工程学会、上海市国際服務貿易行業協会、上海市金型技術
協会、中国五交化智能装備分会、上海出口商品企業協会、上海市電子商務行業協会、
上海市海外経済技術促進会、上海市環境省エネルギー服務業協会、上海市資源総合
利用協会

・WEB サイト上で事前に商談を組む事が出来る独自の「マッチングシステム」の
導入により、当日は計画的、効率的な商談が行えます。
特

徴

・商談会会期中にバイヤー個別マッチング会や交流会を開催し、数多くの企業との
商談の場を提供します。
・製造業向けのカンファレンス（テーマ別セミナー・説明会）を開催し、販売促進や
経営に関することなど、様々な情報を提供します。

出展申込方法

出展申込期限

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、「ファクトリ
ーネットワークチャイナ」宛て、FAX またはＥ-mail にて直接お申し込みください。
平成３０年７月３１日（火）
※定数（全体で６００社）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。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
国際営業部アジアデスク TEL：（日本）075-361-2274
FAX：（日本）075-343-1276
上海駐在員事務所
TEL：（中国）86-21-6841-0575 FAX：（中国）86-21-6841-1771
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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２７年度～）
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
平成２８年 ２月
平成２８年 ６月
平成２８年 ６月

第２回「バンコクビジネス交流会」
「上海ビジネス交流会 ２０１６」
第８回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」
「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

「２０１６ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」

平成２８年１１月

「上海ビジネス交流会 実務セミナー」

平成２８年１２月

「地銀合同セミナー・交流会＠広州 ２０１６」

平成２９年 ２月

「上海ビジネス交流会 ２０１７」

平成２９年 ２月

第１回「ＦＢＣ ハノイ ２０１７ ものづくり商談会」

平成２９年 ３月

第３回「バンコクビジネス交流会」

平成２９年 ５月

「タイ日系企業ビジネス交流会」

平成２９年 ６月

第９回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」

平成２９年 ６月

第４回「Mfair バンコク ２０１７ ものづくり商談会」

平成２９年 ７月

「中国主要都市ビジネスセミナー」
（上海、蘇州、大連）

平成２９年 ７月

「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」

平成２９年 ９月

「２０１７ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」

平成２９年 ９月

「ＦＢＣ 上海 ２０１７ ものづくり商談会」

平成２９年１２月

「上海ビジネス交流会 実務セミナー」

平成２９年１２月

「地銀合同セミナー・交流会＠深圳２０１７」

平成３０年 ３月
平成３０年 ３月

第２回「ＦＢＣ ハノイ ２０１８ ものづくり商談会」
「上海ビジネス交流会 ２０１８」

平成３０年 ５月（予定） 「タイ日系企業ビジネス交流会」
平成３０年 ６月（予定） 第５回「Mfair バンコク ２０１８ ものづくり商談会」
平成３０年１１月（予定） 「ＦＢＣ 上海 ２０１８ ものづくり商談会 in 未来工業展覧会」
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
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