
      

平成 28 年 5 月 17 日  

土地・建設産業局国際課 

 

「海外進出戦略セミナー」の開催 

～中堅・中小建設企業のベトナム・ミャンマーへの進出を支援します～ 

 
国土交通省土地・建設産業局国際課では、中堅・中小建設企業の海外進出を支援するた

め、ベトナム・ミャンマーへの進出を検討されている企業の皆様を対象に、「海外進出戦略

セミナー」を開催します。 

 

国内の建設市場が成熟しつつある中、今後、特に 2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピック以降、海外建設市場を視野に入れた事業機会を増やすことが重要となります。また、

アジア、特に ASEAN 諸国は、経済成長も著しく日本企業が積極的に進出し、更に TPP を契

機に、今後更なる建設市場の拡大が期待できると考えられます。 

 

このような背景を踏まえ、今年度は対象国を拡充し、ベトナム・ミャンマーの２ヶ国を

対象国としました。また、より多くの企業の皆様にご参加頂くため、両国建設市場展開に

向けた情報提供や、実際に両国への進出を果たした中堅・中小建設企業の経験談紹介など

を行う「海外進出戦略セミナー」を全国５都市（計６回）で開催します。（昨年度はインド

ネシアを対象国として、東京で１回開催しました。） 

 

海外進出戦略セミナーでは、ベトナム・ミャンマー現地訪問に向けた情報・アドバイス

提供等を行った後、中堅・中小建設企業の訪問団を結成して両国を訪問します。現地では

日系企業の施工現場視察や、建設・教育関係機関、日系工業団地等への訪問に加え、ベト

ナムでは同時期に開催される「日・ベトナム建設会議」（国交省、ベトナム建設省共催）に

ご参加頂き、訪問団参加企業のプレゼンテーション、現地建設企業・日系建設企業等との

ビジネスマッチングの機会を提供します。また、帰国後には、両国進出に向けた計画書を

ご作成頂き、アドバイス支援等も行います。 

 

中堅・中小建設企業の支援事業として、今年度は新たに、ベトナムのハノイで開催され

る見本市への出展支援や、海外建設契約・現場管理等に関する情報提供を行う「海外建設

実務セミナー」を開催します。 

 

本日より、海外進出戦略セミナー参加の募集を開始しましたので、海外進出に関心のあ

る皆様のご参加をお待ちしております。 

（セミナー詳細は別添参照） 

 

 

 

 

 

 

 



≪海外進出戦略策定セミナー≫  

 ＊日 程 平成２８年６月中旬～７月上旬  

 ＊場 所 国内５都市（東京、大阪、福岡、札幌、名古屋） 

＊対象者 中堅・中小建設企業の経営者層・海外事業部担当役員等 

＊定 員 各社２名まで 

（応募多数の場合、申込締切日前に募集を締め切る場合がございます。） 

 ※会場毎に異なります。参加費無料。 

 

○申し込み方法 

   別添の申込書に必要事項を記入し、以下の事務局までお申込みください。 

   セミナー事務局（担当：トルファノフ） 

    電話：03-5533-2803  FAX：03-5533-2448  e-mail：d-trufanov@nri.co.jp 

 

 

≪ベトナム訪問団  平成２８年９月上旬～中旬 ≫ 

 訪問先（予定） 

１日目 ベトナム(ハノイ)集合 

建設関係機関、JICA、JETRO 等訪問 

２日目 日・ベトナム建設会議への参加、ビジネスマッチング、建設現場視察 

３日目 日系企業向け工業団地等訪問 

４日目 教育関係機関（技能実習生訓練校・大学等）訪問 

５日目 ベトナム・日系建設企業等訪問 

現地解散 

  ※内容は変更になる場合がございます。 

 

≪ミャンマー訪問団  平成２８年１０月上旬～中旬 ≫ 

 訪問先（予定） 

１日目 ミャンマー(ヤンゴン)集合 

建設関係機関等訪問 

２日目 JICA、JETRO 等訪問、建設現場視察 

３日目 日系企業向け工業団地等訪問 

４日目 教育関係機関（技能実習生訓練校・大学等）、ミャンマー・日系建設企業

等訪問 

５日目 Myanmar BUILD&DÉCOR 展示会視察等 

現地解散 

  ※内容は変更になる場合がございます。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省土地・建設産業局国際課 青木、浅田 

          電話 03－5253－8111（内線30712、30732）、直通 03-5253-8280 

FAX  03－5253－1575  



中・長期的な成長戦略を検討してみませんか？

国内の建設市場が成熟しつつある中、今後、特に2020年の東京オリンピック・パラリンピック以
降、海外建設市場を視野に入れた事業機会を増やすことが重要となります。

また、アジア、特にASEAN諸国は、経済成長も著しく日本企業が積極的に進出し、さらにTPPを契
機に、今後更なる建設市場の拡大が期待できると考えられます。実際、大手ゼネコンのみならず、
中堅・中小建設企業においても、同諸国に進出し、事業拡大に成功している社も多くなっています。

国土交通省は、中堅・中小建設企業の海外進出を総合的に支援するため、今年度は、ベトナム・
ミャンマーへの進出を検討される皆様を対象に、以下の支援メニューを実施します。
１．ベトナム・ミャンマー建設市場展開に向けた情報を提供します。
２．ベトナム・ミャンマーへ訪問団を派遣し、政府関係機関や企業等訪問、現地視察を通じて

現地の実情を把握するとともに、技術の売り込みや現地建設企業等との関係構築・ビジネ
スマッチングの機会を提供します。

３．ベトナム・ハノイで開催される見本市への出展機会を提供します。

海外進出戦略セミナー
～建設業のベトナム・ミャンマーへの進出に向けて～

TEL：03-5533-2803   FAX：03-5533-2448 e-mail : d-trufanov@nri.co.jp
URL: http://www.nri.com/jp/products/consulting/m_consulting/seminar/construction_sme2016.html

主催： 国土交通省 土地・建設産業局国際課

海外進出戦略セミナー参加申込書 FAX: 03-5533-2448

フリガナ
貴社名
フリガナ

役職
参加者氏名①
フリガナ

役職
参加者氏名②
許可業種 従業員数

年間完工高 資本金

住所
〒

ご担当連絡先
電話 FAX

E-mail
※アドレスは必ずご記入願います。

個別相談会
予約希望

ベトナム □ ベトナム進出に関する相談を希望
合計４社程度 ※注

ミャンマー □ ミャンマー進出に関する相談を希望

ご記入いただいた個人情報は、本セミナーおよび個別相談の運営に関する確認･連絡のためにのみ使用します。
法令に基づく場合などを除き、第三者へ提供することは一切ありません。

本申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたはE-mailからお申込み下さい。後日受講票をご送付します。
※複数会場に参加する場合は、各会場につき1枚の申込書を記入願います。

〇参考までに、ご関心をお持ちの項目にチェック ☑ を入れて下さい。
□ ベトナム訪問団に参加希望（9月予定） □ ベトナム見本市出展に参加希望（11月予定）

□ ミャンマー訪問団に参加希望（10月予定） □ 海外建設実務セミナーに参加希望（10～11月予定）

セミナー事務局（お申込み・お問合せ先）：（株）野村総合研究所 担当：トルファノフ

ベトナム・ミャンマー進出に向けた支援メニュー ①~③、④

平成28年11月16日～20日
・ベトナム (ハノイ)で開催される「VIETBUILD 
HA NOI 2016」への出展を支援
※会場スペース(会場借上)費用は国交省負担
（展示物準備、航空券代・宿泊費･飲食・海外旅行保険などの
費用は自己負担）

平成28年10月下旬～11月上旬
・東京で開催予定
・海外建設契約、現場管理等に関する情報提供

FAX

6月17日(金)【東京第１回】
東京都中小企業会館

6月21日(火)【大阪】
野村総合研究所大阪総合センター

6月22日(水)【福岡】
東福第二ビル

6月27日(月)【札幌】
北海道建設会館

7月5日(火)【名古屋】
愛知建設業会館

7月13日(水) 【東京】
野村総合研究所丸の内総合センター

平成28年 6月中旬～7月上旬
・東京、大阪、福岡、札幌、名

古屋で開催
・ベトナム・ミャンマーへの事
業進出に向けた情報提供、進出
企業の事例紹介
・セミナー終了後に個別相談会
を実施（予約制）

・開催日
東京第１回：6月17日（金）
大阪：6月21日（火）
福岡：6月22日（水）
札幌：6月27日（月）
名古屋：7月5日（火）
東京第２回：7月13日（水）

その他支援メニュー(ベトナム・ミャンマー以外)

①海外進出戦略セミナー

参加費
無料

■海外進出戦略セミナー会場地図

会場/日程 申込締切日 参加☑

東京第1回
6/17（金） 6/10（金） □

大阪
6/21（火） 6/14（火） □

福岡
6/22（水） 6/15（水） □

札幌
6/27（月） 6/20（月） □

名古屋
7/5（火) 6/28（火） □

東京第2回
7/13（水） 7/6（水） □

1４

※注 ご希望多数の場合、事務局で調整する場合がございます。
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④ベトナム（ハノイ）見本市への出展

海外建設実務セミナー

平成28年9月上旬～中旬
・現地政府関係機関、現地建設企業、現地に進出し
ている日系建設企業、教育関係機関、工業団地等の
訪問

・日・ベトナム建設会議において、技術の売り込み、
ビジネスマッチングを実施
（航空券代・宿泊費･飲食・海外旅行保険などの費用は自己負担）

②ベトナム訪問団＆日･ベトナム建設会議

平成28年10月上旬～中旬
・現地政府関係機関、現地建設企業、現地に進出し
ている日系建設企業、教育関係機関、工業団地等の
訪問

・ヤンゴンで開催される見本市視察
（航空券代・宿泊費･飲食・海外旅行保険などの費用は自己負担）

③ミャンマー訪問団

主催 ： 国土交通省 土地・建設産業局 国際課



■日程： ②ベトナム 9月上旬～中旬 ③ミャンマー10月上旬～中旬
■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（渡航往復費用・宿泊費・飲食代・保険等は自己負担）

※応募状況により、ベトナム・ミャンマー1ヶ国のみ参加、両国参加も可能です。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

※ベトナム訪問団のみ、日・ベトナム建設会議（政府間会議）は参加必須。
3.帰国後、海外進出に向けた計画書を提出すること（アドバイスあり）

■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合せ下さい。）

■訪問先：（訪問先・日程・行程は、現在調整中のため、変更となる場合がございます。）

②③ベトナム・ミャンマー訪問団

海外建設実務セミナー

時間 プログラム 講師
13：00
13：30

受付開始

13：30
13：40

主催者挨拶 国土交通省 土地・建設産業局 国際課

13：40
14：00

海外事業展開への期待と脅威 海外事業展開に関する有識者

14：00
14：30

ベトナムでの事業展開（現地情報提供） 野村総合研究所（NRI）

14：30
15：00

ベトナム進出にあたっての経験談 中堅・中小建設企業

15：00
15：15 休憩

15：15
15：45

ミャンマーでの事業展開（現地情報提供） 野村総合研究所（NRI）

15：45
16：15

ミャンマー進出にあたっての経験談 中堅・中小建設企業

16：15
16：30 質疑応答・閉会

16：30
17：00 個別相談会 （予約制）

■講師紹介「ベトナム・ミャンマー進出にあたっての経験談」

①海外進出戦略セミナー
参加費
無料

■日程： 平成28年10月下旬～11月上旬
■対象者： 中堅・中小建設企業の実務担当者
■定員： 40名～50名程度(各社2名まで）
■申込方法： 平成28年9月頃に事務局HP上でご案内します。メールや電話にて、事務局までお問合せ下さい。
■内容案： 海外でビジネス開始予定(開始した)企業に必要な情報を提供します。

・ビジネス開始方法（規制、手続き、場所、留意すべきポイント等）
・会計制度及び税制度（外資系企業が留意すべきポイント等）
・人材・労働確保・現場管理等（現地・海外労働の雇用、外資系企業が留意すべきポイント等）
・外資系企業優遇措置活用、現地関係者とのコミュニケーション等
・知的財産の保護・活用等

④ベトナム（ハノイ）見本市への出展

会場/日程 申込締切日 定員 場 所 アクセス

東京第1回
6/17（金）

6/14(火) 110名
東京都中小企業会館
東京都中央区銀座2-10-18、９F講堂
電話：03-3542-0121

• 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅、11出口

徒歩1分

• 東京メトロ銀座線 銀座駅、A13出口 徒歩7分

大阪
6/21（火）

6/17(金) 50名
野村総合研究所、大阪総合センター
大阪市北区堂島浜1-4-16、8F大会議室
電話：06-4797-2700

• 京阪 渡辺橋駅、5番出口 徒歩5分

• 地下鉄四つ橋線 西梅田駅、南口 徒歩6分

• JR東西線 北新地駅、西口 徒歩7分

福岡
6/22（水）

6/20(月) 30名
東福第二ビル
福岡市博多区博多駅東2-9
電話：092-452-5111

• 地下鉄 博多駅、徒歩9分

• JR新幹線 博多駅、徒歩9分

札幌
6/27（月）

6/24(金) 30名
北海道建設会館
札幌市中央区北4条西3-1、中会議室
電話：011-261-6188

• JR札幌駅、南口 徒歩3分

• 地下鉄札幌駅、5番出口（成友ビル）徒歩3分

• 地下鉄札幌駅、13番出口（東急）徒歩3分

名古屋
7/5（火)

7/1(金) 30名
愛知建設業会館
名古屋市中区栄3-28-21
電話：052-242-4191

• 地下鉄名城線 矢場町駅 4番出口 徒歩2分

東京第2回
7/13（水）

7/11(月) 120名
野村総合研究所、丸の内総合センター
東京都千代田区丸の内1-6-5、9F大会議室
電話：03-5533-2111（代表）

• JR東京駅、丸の内北口 徒歩2分

• 東京メトロ東西線 大手町駅、徒歩2分

• 東京メトロ丸の内線 東京駅、徒歩3分

会社名 ベトナム ミャンマー

中堅・
中小建設企業

※会場毎に異なり
ます

○ 株式会社タケウチ建設
【東京第1回・札幌】

○ ヤスダエンジニアリング株式会社
【大阪・福岡】

○株式会社マツザワ瓦店
【名古屋・東京第2回】

○ 株式会社利根エンジニアリング
【東京第1回・名古屋】

○ 株式会社ミライト・テクノロジーズ
【大阪・福岡】

○ 株式会社深松組
【札幌・東京第2回】

■日程： 平成28年６月中旬～7月上旬 （国内5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。

■申込方法：4ページに掲載の参加申込書にて申込み下さい。

■プログラム・講師

参加費
無料

会場借上費
国交省負担

参加費
無料

■日程： 平成28年11月16日～11月20日

■対象者： 海外進出を検討している中堅・中小建設企業

■定員： 10社程度

（展示準備費用、渡航往復費用・宿泊費・飲食代・保険等
は自己負担）

■申込方法： 平成28年9月頃に事務局HP上でご案内します。メールや電話

にて、事務局までお問合せ下さい。

■見本市概略：VIETBUILD HA NOI 2016 – INTERNATIONAL EXHIBITION 

(PHASE 3)。ベトナム及び海外の建設関連会社の展示イベント。

ハノイのNational Exhibition Construction Centerで開催。
参考：http://www.vietbuildafc.com.vn/en/

日程 訪問先 場所

1日目
(月)

建設関係機関、JICA、JETRO等訪問 ハノイ

2日目
(火)

日・ベトナム建設会議
建設現場視察(例：ハノイ地下鉄等)

ハノイ

3日目
(水)

日系企業向け工業団地等訪問 ハノイ

4日目
(木)

教育関係機関（技能実習生訓練校・大学等）
訪問

ハノイ又は
ホーチミン
※注

5日目
(金)

ベトナム・日系建設会社等訪問
ハノイ又は
ホーチミン
※注

日程 訪問先 場所

1日目
(月)

建設関係機関等訪問 ヤンゴン

2日目
(火)

JICA、JETRO等訪問
建設現場視察(例：ティラワ経済特区等)

ヤンゴン

3日目
(水)

日系企業向け工業団地等訪問 ヤンゴン

4日目
(木)

教育関係機関（技能実習生訓練校・大学等）、
ミャンマー・日系建設会社等訪問

ヤンゴン

5日目
(金)

Myanmar BUILD&DÉCOR展示会視察等 ヤンゴン

※注 参加応募時の参加者のご希望により、4日目にハノイからホーチミンへ移動し、4、5日目はホーチミンで各訪問を実施する場合が
ございます。但し、ハノイ・ホーチミン間の移動費用は各社自己負担となります。

■②ベトナム訪問団 （イメージ） ■③ミャンマー訪問団（イメージ）
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■日程： ②ベトナム 9月上旬～中旬 ③ミャンマー10月上旬～中旬
■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（渡航往復費用・宿泊費・飲食代・保険等は自己負担）

※応募状況により、ベトナム・ミャンマー1ヶ国のみ参加、両国参加も可能です。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

※ベトナム訪問団のみ、日・ベトナム建設会議（政府間会議）は参加必須。
3.帰国後、海外進出に向けた計画書を提出すること（アドバイスあり）

■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合せ下さい。）

■訪問先：（訪問先・日程・行程は、現在調整中のため、変更となる場合がございます。）

②③ベトナム・ミャンマー訪問団

海外建設実務セミナー

時間 プログラム 講師
13：00
13：30

受付開始

13：30
13：40

主催者挨拶 国土交通省 土地・建設産業局 国際課

13：40
14：00

海外事業展開への期待と脅威 海外事業展開に関する有識者

14：00
14：30

ベトナムでの事業展開（現地情報提供） 野村総合研究所（NRI）

14：30
15：00

ベトナム進出にあたっての経験談 中堅・中小建設企業

15：00
15：15 休憩

15：15
15：45

ミャンマーでの事業展開（現地情報提供） 野村総合研究所（NRI）

15：45
16：15

ミャンマー進出にあたっての経験談 中堅・中小建設企業

16：15
16：30 質疑応答・閉会

16：30
17：00 個別相談会 （予約制）

■講師紹介「ベトナム・ミャンマー進出にあたっての経験談」

①海外進出戦略セミナー
参加費
無料

■日程： 平成28年10月下旬～11月上旬
■対象者： 中堅・中小建設企業の実務担当者
■定員： 40名～50名程度(各社2名まで）
■申込方法： 平成28年9月頃に事務局HP上でご案内します。メールや電話にて、事務局までお問合せ下さい。
■内容案： 海外でビジネス開始予定(開始した)企業に必要な情報を提供します。

・ビジネス開始方法（規制、手続き、場所、留意すべきポイント等）
・会計制度及び税制度（外資系企業が留意すべきポイント等）
・人材・労働確保・現場管理等（現地・海外労働の雇用、外資系企業が留意すべきポイント等）
・外資系企業優遇措置活用、現地関係者とのコミュニケーション等
・知的財産の保護・活用等

④ベトナム（ハノイ）見本市への出展

会場/日程 申込締切日 定員 場 所 アクセス

東京第1回
6/17（金）

6/14(火) 110名
東京都中小企業会館
東京都中央区銀座2-10-18、９F講堂
電話：03-3542-0121

• 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅、11出口

徒歩1分

• 東京メトロ銀座線 銀座駅、A13出口 徒歩7分

大阪
6/21（火）

6/17(金) 50名
野村総合研究所、大阪総合センター
大阪市北区堂島浜1-4-16、8F大会議室
電話：06-4797-2700

• 京阪 渡辺橋駅、5番出口 徒歩5分

• 地下鉄四つ橋線 西梅田駅、南口 徒歩6分

• JR東西線 北新地駅、西口 徒歩7分

福岡
6/22（水）

6/20(月) 30名
東福第二ビル
福岡市博多区博多駅東2-9
電話：092-452-5111

• 地下鉄 博多駅、徒歩9分

• JR新幹線 博多駅、徒歩9分

札幌
6/27（月）

6/24(金) 30名
北海道建設会館
札幌市中央区北4条西3-1、中会議室
電話：011-261-6188

• JR札幌駅、南口 徒歩3分

• 地下鉄札幌駅、5番出口（成友ビル）徒歩3分

• 地下鉄札幌駅、13番出口（東急）徒歩3分

名古屋
7/5（火)

7/1(金) 30名
愛知建設業会館
名古屋市中区栄3-28-21
電話：052-242-4191

• 地下鉄名城線 矢場町駅 4番出口 徒歩2分

東京第2回
7/13（水）

7/11(月) 120名
野村総合研究所、丸の内総合センター
東京都千代田区丸の内1-6-5、9F大会議室
電話：03-5533-2111（代表）

• JR東京駅、丸の内北口 徒歩2分

• 東京メトロ東西線 大手町駅、徒歩2分

• 東京メトロ丸の内線 東京駅、徒歩3分

会社名 ベトナム ミャンマー

中堅・
中小建設企業

※会場毎に異なり
ます

○ 株式会社タケウチ建設
【東京第1回・札幌】

○ ヤスダエンジニアリング株式会社
【大阪・福岡】

○株式会社マツザワ瓦店
【名古屋・東京第2回】

○ 株式会社利根エンジニアリング
【東京第1回・名古屋】

○ 株式会社ミライト・テクノロジーズ
【大阪・福岡】

○ 株式会社深松組
【札幌・東京第2回】

■日程： 平成28年６月中旬～7月上旬 （国内5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。

■申込方法：4ページに掲載の参加申込書にて申込み下さい。

■プログラム・講師

参加費
無料

会場借上費
国交省負担

参加費
無料

■日程： 平成28年11月16日～11月20日

■対象者： 海外進出を検討している中堅・中小建設企業

■定員： 10社程度

（展示準備費用、渡航往復費用・宿泊費・飲食代・保険等
は自己負担）

■申込方法： 平成28年9月頃に事務局HP上でご案内します。メールや電話

にて、事務局までお問合せ下さい。

■見本市概略：VIETBUILD HA NOI 2016 – INTERNATIONAL EXHIBITION 

(PHASE 3)。ベトナム及び海外の建設関連会社の展示イベント。

ハノイのNational Exhibition Construction Centerで開催。
参考：http://www.vietbuildafc.com.vn/en/

日程 訪問先 場所

1日目
(月)

建設関係機関、JICA、JETRO等訪問 ハノイ

2日目
(火)

日・ベトナム建設会議
建設現場視察(例：ハノイ地下鉄等)

ハノイ

3日目
(水)

日系企業向け工業団地等訪問 ハノイ

4日目
(木)

教育関係機関（技能実習生訓練校・大学等）
訪問

ハノイ又は
ホーチミン
※注

5日目
(金)

ベトナム・日系建設会社等訪問
ハノイ又は
ホーチミン
※注

日程 訪問先 場所

1日目
(月)

建設関係機関等訪問 ヤンゴン

2日目
(火)

JICA、JETRO等訪問
建設現場視察(例：ティラワ経済特区等)

ヤンゴン

3日目
(水)

日系企業向け工業団地等訪問 ヤンゴン

4日目
(木)

教育関係機関（技能実習生訓練校・大学等）、
ミャンマー・日系建設会社等訪問

ヤンゴン

5日目
(金)

Myanmar BUILD&DÉCOR展示会視察等 ヤンゴン

※注 参加応募時の参加者のご希望により、4日目にハノイからホーチミンへ移動し、4、5日目はホーチミンで各訪問を実施する場合が
ございます。但し、ハノイ・ホーチミン間の移動費用は各社自己負担となります。

■②ベトナム訪問団 （イメージ） ■③ミャンマー訪問団（イメージ）
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中・長期的な成長戦略を検討してみませんか？

国内の建設市場が成熟しつつある中、今後、特に2020年の東京オリンピック・パラリンピック以
降、海外建設市場を視野に入れた事業機会を増やすことが重要となります。

また、アジア、特にASEAN諸国は、経済成長も著しく日本企業が積極的に進出し、さらにTPPを契
機に、今後更なる建設市場の拡大が期待できると考えられます。実際、大手ゼネコンのみならず、
中堅・中小建設企業においても、同諸国に進出し、事業拡大に成功している社も多くなっています。

国土交通省は、中堅・中小建設企業の海外進出を総合的に支援するため、今年度は、ベトナム・
ミャンマーへの進出を検討される皆様を対象に、以下の支援メニューを実施します。
１．ベトナム・ミャンマー建設市場展開に向けた情報を提供します。
２．ベトナム・ミャンマーへ訪問団を派遣し、政府関係機関や企業等訪問、現地視察を通じて

現地の実情を把握するとともに、技術の売り込みや現地建設企業等との関係構築・ビジネ
スマッチングの機会を提供します。

３．ベトナム・ハノイで開催される見本市への出展機会を提供します。

海外進出戦略セミナー
～建設業のベトナム・ミャンマーへの進出に向けて～

TEL：03-5533-2803   FAX：03-5533-2448 e-mail : d-trufanov@nri.co.jp
URL: http://www.nri.com/jp/products/consulting/m_consulting/seminar/construction_sme2016.html

主催： 国土交通省 土地・建設産業局国際課

海外進出戦略セミナー参加申込書 FAX: 03-5533-2448

フリガナ
貴社名
フリガナ

役職
参加者氏名①
フリガナ

役職
参加者氏名②
許可業種 従業員数

年間完工高 資本金

住所
〒

ご担当連絡先
電話 FAX

E-mail
※アドレスは必ずご記入願います。

個別相談会
予約希望

ベトナム □ ベトナム進出に関する相談を希望
合計４社程度 ※注

ミャンマー □ ミャンマー進出に関する相談を希望

ご記入いただいた個人情報は、本セミナーおよび個別相談の運営に関する確認･連絡のためにのみ使用します。
法令に基づく場合などを除き、第三者へ提供することは一切ありません。

本申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたはE-mailからお申込み下さい。後日受講票をご送付します。
※複数会場に参加する場合は、各会場につき1枚の申込書を記入願います。

〇参考までに、ご関心をお持ちの項目にチェック ☑ を入れて下さい。
□ ベトナム訪問団に参加希望（9月予定） □ ベトナム見本市出展に参加希望（11月予定）

□ ミャンマー訪問団に参加希望（10月予定） □ 海外建設実務セミナーに参加希望（10～11月予定）

セミナー事務局（お申込み・お問合せ先）：（株）野村総合研究所 担当：トルファノフ

ベトナム・ミャンマー進出に向けた支援メニュー ①~③、④

平成28年11月16日～20日
・ベトナム (ハノイ)で開催される「VIETBUILD 
HA NOI 2016」への出展を支援
※会場スペース(会場借上)費用は国交省負担
（展示物準備、航空券代・宿泊費･飲食・海外旅行保険などの
費用は自己負担）

平成28年10月下旬～11月上旬
・東京で開催予定
・海外建設契約、現場管理等に関する情報提供

FAX

6月17日(金)【東京第１回】
東京都中小企業会館

6月21日(火)【大阪】
野村総合研究所大阪総合センター

6月22日(水)【福岡】
東福第二ビル

6月27日(月)【札幌】
北海道建設会館

7月5日(火)【名古屋】
愛知建設業会館

7月13日(水) 【東京】
野村総合研究所丸の内総合センター

平成28年 6月中旬～7月上旬
・東京、大阪、福岡、札幌、名

古屋で開催
・ベトナム・ミャンマーへの事
業進出に向けた情報提供、進出
企業の事例紹介
・セミナー終了後に個別相談会
を実施（予約制）

・開催日
東京第１回：6月17日（金）
大阪：6月21日（火）
福岡：6月22日（水）
札幌：6月27日（月）
名古屋：7月5日（火）
東京第２回：7月13日（水）

その他支援メニュー(ベトナム・ミャンマー以外)

①海外進出戦略セミナー

参加費
無料

■海外進出戦略セミナー会場地図

会場/日程 申込締切日 参加☑

東京第1回
6/17（金） 6/10（金） □

大阪
6/21（火） 6/14（火） □

福岡
6/22（水） 6/15（水） □

札幌
6/27（月） 6/20（月） □

名古屋
7/5（火) 6/28（火） □

東京第2回
7/13（水） 7/6（水） □

1４

※注 ご希望多数の場合、事務局で調整する場合がございます。
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④ベトナム（ハノイ）見本市への出展

海外建設実務セミナー

平成28年9月上旬～中旬
・現地政府関係機関、現地建設企業、現地に進出し
ている日系建設企業、教育関係機関、工業団地等の
訪問

・日・ベトナム建設会議において、技術の売り込み、
ビジネスマッチングを実施
（航空券代・宿泊費･飲食・海外旅行保険などの費用は自己負担）

②ベトナム訪問団＆日･ベトナム建設会議

平成28年10月上旬～中旬
・現地政府関係機関、現地建設企業、現地に進出し
ている日系建設企業、教育関係機関、工業団地等の
訪問

・ヤンゴンで開催される見本市視察
（航空券代・宿泊費･飲食・海外旅行保険などの費用は自己負担）

③ミャンマー訪問団

主催 ： 国土交通省 土地・建設産業局 国際課


