2013 年 8 月吉日

途上国進出セミナー

～商品力と資金力～

主催：太陽 ASG 有限責任監査法人及びグラントソントン太陽アドバイザーズ㈱（グラントソントン加盟事務所）
協力：ケニア共和国大使館

㈱国際開発ジャーナル社

報道によると、2012 年度の ODA 供与の総額は前年度比 11％増の 1 兆 5,000 億円程度となっており、なかでも国
際協力機構（JICA）による有償資金である円借款が 1 兆 2,265 億円と前年度比 15％増えています。さらに、円借款
などの政府開発援助（ODA）に国際協力銀行による海外投融資を加えた金額は前年度比 95％増の約 5 兆 7,300 億円
と過去最大を記録しました。
昨年、外務省が始めた「ODA を活用した中小企業等の海外展開支援に係る委託事業」が大きな注目を集めまし
た。また信用金庫等が取引先の海外子会社に直接融資できるよう政令が改正されるなど、現在国を挙げて海外進出
支援が行われています。このような政府による途上国支援の拡大方針は当面続くと予想されます。
本セミナーでは、商品力や技術力のある中小企業が海外進出を進めるにあたって、さまざまな制度の活用や中
小企業が直面する資金についての課題の対処法など、あらゆる角度から具体的にわかりやすくご理解していただ
ける、これまでにないプログラムが組まれています。
今後の皆様の海外ビジネス展開の一助となれれば幸いです。

■開催概要
日

時

第 1 日目：2013 年 9 月 27 日(金)
第 1 日目：2013 年 9 月 27 日(金)
第 2 日目：2013 年 9 月 28 日(土)
第 3 日目：2013 年 9 月 29 日(日)

14:00~18:30 （受付：13:30～）※受講プラン①
14:00~21:00 （
〃
）※受講プラン② ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ及び夕食会あり
9:30～17:00 （マッチング・交流会ご参加の方は最長 20:00 まで）
9:30～11:30

会

場

場
所：大磯プリンスホテル（神奈川県中郡大磯町国府本郷 546）
アクセス：東海道本線大磯駅からタクシーで 7 分、二宮駅からタクシーで 5 分
電
話： 0463-61-1111

定

員

160 名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

参加対象

中小企業の経営者・役員・事業戦略部門部長などマネジメントの皆様、国際開発及び海外進出支援コンサルタ
ントの皆様、その他 NPO・NGO など国際協力団体、途上国ビジネスに興味のある皆様

参 加 費

受講プラン①：20,000 円（3 日間参加、9/28(土)の昼食を含む）
受講プラン②：30,000 円（3 日間参加、9/27(金)のﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ/夕食及び 9/28(土)の昼食を含む）
※ご興味のあるプログラムだけを受講することもできますが参加費は同じです。宿泊代は別途各自ご負担とな
ります。お得な割引宿泊プランをご用意しています。宿泊代はお申込用紙(別添)をご参照ください。

お申し込み

＊FAX によるお申込：お申込用紙(別添）に必要事項をご記入の上、FAX にてお申し込み下さい。
＊お申し込み受付後、受講票を FAX にて送付いたします

お問合せ

太陽 ASG 有限責任監査法人

セミナー事務局（担当：小川滝子）Tel: 03-5474-0362

■セミナーの特徴
 多彩な講師陣によるプログラム
•



政府機関・大使・金融機関・途上国進出展開中の中小企業・コンサルティング会社などの講師
陣が、多角的な視点から、わかりやすいプログラムを実施。各受講者の途上国進出における課
題や対応策が具体的になります。

宿泊メリットを最大限活用
•



パネルディスカッションなど、講師陣・コンサルタントと中小企業の交流時間を十分に確保。通
常のセミナーでは聞けないような質問と回答、様々な議論により、セミナー期間中に具体的な課
題が明確になり解決の糸口がつかめます。 （※宿泊は任意です。）

商品・技術展示会を併設
•

途上国進出を目指す中小企業の商品・技術の評価を受けることで改善点が明確になります。ま
た商品展示会を中心に各国要人・大使、講師やセミナー参加者がマッチング・交流会を行うこ
とで、ステップアップの可能性が広がります。

■プログラム
9 月 27 日(金)
13：30
～14:00

14:00
～14:15

14:15
～15:45

開

場／受付開始

開会の挨拶
グラント・ソントン ジャパン副理事長 遠藤了

政府機関による中小企業支援制度について：
「外務省の中小企業海外進出支援制度について」
講師：外務省 国際協力局 開発協力総括課 企画官 品田光彦 氏
「中小企業庁の海外進出支援制度について」
講師：中小企業庁事業環境部企画課国際室

15:45
～16:15

NPO・NGO との連携：
「なぜ、水族館プロジェクトが必要なのか」を例に
講師：特定非営利活動法人 SONERS 理事長／担当者

16:15
～16:30

休憩・移動

16:30
～18:30

商品・技術展示会場の見学、展示担当者による
商品・技術の説明・体験会

18:30
～19:00

自由時間
パネルディスカッション及び夕食会：
・ これまでの ODA と中小企業の海外進出支援制度
・ 政府による中小企業展開支援制度の本当の意義
・ 発展途上国が本当に必要としている中小企業の製品・技術

9 月 28 日(土)
9：15
～9:30

開

9:30
～10:20

中小企業の海外進出における実態と課題：
「中小企業の海外進出～期待と不安」
講師：途上国進出展開中の中小企業経営者
「中小企業の商品・技術力」
講師：DEVEX 日本支社 木野秀樹氏
「中小企業の資金力」
講師：太陽 ASG 有限責任監査法人 パートナー 西田光宏

10:20
～11:50

金融機関・ファンドによる取り組み：
「海外進出における政府系金融機関の支援体制」
講師：政府系金融機関
「海外進出におけるファンドの支援体制」
講師：民間ファンド担当者

11:50
～13:00

ランチ

13:00
～14:30

今注目される国・地域の現状と将来 パートⅠ：
「ケニア共和国の現状と将来～その魅力～」
講師：ケニア共和国駐日特命全権大使ベン H.O. オグトゥ氏
「途上国の地方都市～その魅力～」
講師：ケニア共和国キスム県知事

14:30
～14:40

休

14:40
～16:10

今注目される国・地域の現状と将来 パートⅡ：
「ミャンマー連邦共和国～その魅力～」
講師：ミャンマー連邦共和国日本国大使館 前特命全権大使 齋藤 隆志氏
「インドシナ半島～その魅力～」
講師：ｱｲ･ｼｰ･ﾈｯﾄ㈱・ﾗｵｽ PTP 社 経営顧問 米坂浩昭氏

16:10
～17:00

コンサルティング会社による投資支援サービス：
「会社設立・法務・税務及び投資支援サービス」
講師：太陽 ASG 有限責任監査法人 パートナー 西田光宏
「途上国での事業化支援サービス」
講師： DEVEX 日本支社代表 高橋宏太郎氏

・ 中小企業が海外展開するために必要な支援

19:00
～21:00

パネラー：
JICA 中小企業支援室長 岩切 敏氏
JETRO 総括審議役（中小企業担当）入野泰一 氏
中小機構 関東経営支援部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援課長 飯田学 氏
ｱｲ･ｼｰ･ﾈｯﾄ㈱ 米坂浩昭氏
㈱コーエイ総合研究所 多田宗則氏
17:00
DEVEX 日本支社代表 高橋宏太郎氏
～20:00
※セミナー受講プラン②お申込み受講者が対象
となります。夕食会の際、パネラーと受講者
とのディスカッションを予定しています。

場／受付開始

憩

マッチング・交流会 in 大磯夜市
大磯夜市会場（大磯プリンスホテル・プールサイド特
設会場）にて、講師陣、NGO・NPO 関係者、国際協力
コンサル等との情報交換により、様々なチャンスが生
まれます。

9 月 29 日(日)
9：30
～11:30

個別相談会
個別相談会会場をご用意しております。詳しくお話しされたい方は、前日までにアポイントメントをお取
りいただき、相談会会場をご活用下さい。

個人情報の取り扱いについて：お申込みの際にご記入いただきました個人情報は、太陽 ASG グループのプライバシーポリシー
に従って適切に管理いたします。 取り扱い・管理の詳細については、太陽 ASG グループ Web のプライバシーポリシーをご覧
ください。http://www.grantthornton.jp/pvpolicy.html

