
■ 見本市概容
Green Building & Retrofits 
Expo Asia 2017

定員: 最大6社 *原則訪問団参加企業より選定

目的: 現地建設企業への
技術・製品などの売り込み

会場: IMPACT Arena, Exhibition 
and Convention Center

参考: http://bmam-gbr.com/

① 海外進出戦略セミナー
お申込は
WEBで

場所/日程 申込締切日 定員 会場 アクセス

東京 第1回

6/12(月)
6/8(木)

70名
エムワイ貸会議室 四谷三丁目
東京都新宿区四谷3-12 丸正総本店ビル6階 RoomD・E
電話番号: 0120-311-104

• 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅
1番出口 徒歩1分

東京 第2回

7/11(火)
7/7(金)

福岡
6/20(火)

6/16(金) 30名
東福第二ビル
福岡市博多区博多駅東2-9 1階 会議室
電話番号: 092-452-5111

• 地下鉄 博多駅 徒歩9分
• JR 博多駅 徒歩9分

広島
6/21(水)

6/19(月) 30名
国土交通省 中国地方整備局 建政部
広島市中区上八丁堀2-15  (広島合同庁舎ではありません)
電話番号: 082-221-9231

• 広島電鉄 立町電停 徒歩5分

仙台
6/27(火)

6/23(金) 30名
国土交通省 東北地方整備局
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟2階
共用第二会議室 電話番号: 022-225-2171

• 地下鉄南北線 勾当台公園駅
北2番出口 徒歩4分

大阪
7/4(火)

6/30(金) 30名
国土交通省 近畿地方整備局
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 第1別館
3階 304会議室 電話番号: 06-6942-1141

• 地下鉄谷町線 天満橋駅 3番出口
徒歩3分

名古屋
7/5(水)

7/3(月) 30名
愛知建設業会館
名古屋市中区栄3-28-21 5階 講習室
電話番号: 052-242-4191

• 地下鉄名城線 矢場町駅 4出口
徒歩2分

■ プログラム・講師 (予定)

■ 基調講演講師・進出企業紹介 (予定) *会場毎に異なります

②③④ タイ・ミャンマー・インドネシア訪問団

日程 訪問先

1日目
• 建設関係団体
• 日系金融機関
• 日系法律事務所等訪問

2日目

見本市に
出展する方

見本市に
出展しない方

• 見本市
出展
準備

• 日本政府
関係機関等
訪問

3日目

• 見本市
出展

• 見本市視察
• 帰国

4日目

5日目

日程 訪問先

1日目
• 投資企業管理局
• 日系金融機関
• 日系法律事務所等訪問

2日目

• 日本政府関係機関
• ミャンマー建設業協会と
共催するビジネスマッチング
への参加

3日目
• 日系企業向け

工業団地等訪問

4日目

• 展示会 「Myanmar Build 
& Decor」視察等

• 教育関係機関(技能実習
訓練校等)等訪問

日程 訪問先 場所

1日目
• 建設関係団体
• 日系金融機関
• 日系法律事務所等訪問

ジ
ャ
カ
ル
タ2日目

• 日本政府関係機関
• 日系企業向け工業団地

等訪問

3日目
• バンドン工科大学にて
日本・インドネシア建設技術
セミナー(仮称)への参加 バ

ン
ド
ン

4日目

• 大学周辺研究開発
機関等訪問

• 現地建設会社の
建設現場等視察

5日目 • 日系建設会社等訪問
ジ
ャ
カ

ル
タ

海外建設実務セミナー

時間 プログラム 講師

13:00- 受付開始

13:30-13:40 主催者挨拶 国土交通省

13:40-14:15 海外ビジネス1 契約制度 専門家・有識者

14:15-14:50 海外ビジネス2 会計税務 専門家・有識者

14:50-15:00 休憩

■ プログラム・講師(予定) * 現在調整中のため、変更となる場合があります

時間 プログラム 講師

15:00-15:35 海外ビジネス3 現場管理 実務経験者

15:35-16:10 海外ビジネス4 雇用管理 実務経験者

16:10-16:45 海外ビジネス5 知的財産管理 専門家・有識者

16:45-17:00 質疑応答

17:00 閉会

■ 日本・インドネシア
建設技術セミナー(仮称)概容

目的: インドネシアの課題に対する

解決方策や有効技術の提案

セミナー終了後、ビジネスマッチングや

懇親会等を実施

会場: バンドン工科大学

参考: https://www.itb.ac.id/

日程 ②タイ 平成29年 9月中旬 / ③ミャンマー 10月中旬 / ④インドネシア 10月下旬～11月上旬

対象者 海外進出を検討している中堅・中小建設企業の経営者・海外事業部役員(経営者サポートご担当者)

定員 各国20名程度 * 航空券・宿泊・飲食・海外旅行保険・見本市出展準備に係る費用、およびミャンマーでのビジネスマッチング・インドネシアでのセミナーに係る一部費用は自己負担

* 応募状況により、タイ・ミャンマー・インドネシア1カ国のみ参加、2～3カ国の複数参加も可能です。

なお、応募多数の場合、海外進出戦略セミナー参加者を優先するなど、事務局で調整する場合がございます。

募集要件 1. 自社の会社紹介(日本語・英語)を提出すること
2. 本訪問団の一連の行程に参加すること
3. 帰国後、訪問団参加報告書を提出すること

申込方法 海外進出戦略セミナー会場にて、ご案内する予定です。
(同セミナーに参加できない方は、事務局までメールや電話でお問い合わせ下さい。)

訪問先 日程や訪問先は、現在調整中のため、変更となる場合がございます。

日程 平成29年 12月頃(予定)

対象者 中堅・中小建設企業の海外実務ご担当者

定員 60名 (各社2名まで)

参加費 無料

場所 東京 (予定)

申込方法 平成29年10月頃に事務局HP上等でご案内します。
メールや電話にて、事務局までお問い合わせ下さい。

日程 平成29年 6月中旬～7月中旬 (国内6都市で開催)

対象者 海外進出を検討している中堅・中小建設企業の経営者・海外事業部役員(経営者サポートご担当者)

定員 会場毎に異なります (各社2名まで)。 * 応募者多数の場合、申込締切日前に募集を締め切る場合がございます。

参加費 無料

時間 プログラム 講師

13:55-14:25 タイ進出経験談 進出企業

14:25-14:30 質疑応答

14:30-14:50 ミャンマー進出の要点 事務局

14:50-15:20 ミャンマー進出経験談 進出企業

15:20-15:25 質疑応答

15:25-15:35 休憩

15:35-15:55 インドネシア進出の要点 事務局

15:55-16:25 インドネシア進出経験談 進出企業

16:25-16:30 質疑応答

16:30 セミナー閉会

16:30-17:30 個別相談会 (予約制、1社30分、計4社程度) ※2

基調講演 タイ ミャンマー インドネシア

東京都市大学 客員教授

草柳 俊二
(東京 第1回、仙台)

株式会社 エイペックエンジニアリング
(東京 第1回、福岡、広島)

株式会社 深松組
(東京 第1回、福岡、仙台)

株式会社 イセキ開発工機・
ヤスダエンジニアリング 株式会社

・機動建設工業 株式会社
(東京第1回、仙台、大阪、東京 第2回)

中小企業診断士 鐘江 敏行
(福岡、東京 第2回)

株式会社 三興

(仙台、大阪、東京 第2回)

株式会社 タケウチ建設
(広島、大阪)

調整中
(福岡、名古屋)

中小企業診断士 加賀城 剛史
(広島、大阪、名古屋)

調整中
(名古屋)

中央土木 株式会社
(名古屋、東京 第2回)

多機能フィルター 株式会社
(広島)

* タイの見本市の参加は選択可

②タイ訪問団 (予定)
場所:バンコク

③ミャンマー訪問団 (予定)
場所: ヤンゴン

④インドネシア訪問団 (予定)
場所: ジャカルタ、バンドン *日によって異なる

■ ミャンマー建設業協会と共催する
ビジネスマッチング概容

目的: 現地建設企業との関係の構築

会場: ミャンマー建設業協会(予定)

参考: http://mceamyanmar.
com/mceamyanmar/

時間 プログラム 講師

9:30- 受付開始

10:00 セミナー開会

10:00-10:10 主催者挨拶・事業概要説明 国土交通省

10:10-10:50
【基調講演】

海外事業展開への期待と脅威
(仮題)

有識者

10:50-10:55 休憩

10:55-12:35
海外展開支援施策の紹介

（質疑応答を含む)

JETRO・
JICA・

中小機構・
地銀 ※1

12:35-13:15 昼休み *昼食の用意はございません

13:15-13:35 訪問団の案内 事務局

13:35-13:55 タイ進出の要点 事務局

※1 東京第2回:千葉銀行 ※2 個別相談会は、セミナーのお申込時にあわせてご予約ください

* 駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください


