平成 27 年 11 月 6 日
各

位
株式会社 池田泉州銀行

【地域創生】

堺市と共催

インドネシアへの事業展開をサポート！
株式会社池田泉州銀行（頭取 藤田博久）は、平成 23 年 3 月 11 日に産業振興連携協定を締結した
堺市（市長

竹山修身）との共催で、インドネシアへの事業展開を検討している地元企業を対象に、

セミナーの開催及び視察ミッションの派遣を行います。
インドネシアは東南アジアの中でも特に豊富な労働力と高い生産能力を兼ね備え、ASEAN 随一の
人口（約 2 億４千万人）とマーケットを有しています。
平成 27 年 11 月 25 日に開催する「インドネシアビジネスセミナー」では、インドネシアの投資環境
及び日系企業の進出状況の実情等についてご紹介いたします。
また、平成 28 年 2 月 8 日～12 日に派遣予定の「インドネシアビジネスミッション」では、参加企業
の販路拡大や進出等をサポートするため、インドネシア（ジャカルタ）での現地企業訪問や日系工業
団地視察を行います。
堺市とはこれまでも共同で『ベトナム事業展開サポート』や『タイ・ミャンマービジネス事業展開
サポート』などを行っており、引続き同市との連携を強化し、地元企業の海外事業展開の応援など、
“地域創生”に向けて取り組んでまいります。

記

「インドネシアビジネスセミナー」
開催日時

※詳細は別添資料参照

平成 27 年 11 月 25 日（水）14：00～16：30
第 1 部「インドネシアの投資環境について」

プログラム
第 2 部「インドネシア 日系進出企業の実情と課題」

「インドネシアビジネスミッション」
開催時期
行先

平成 28 年 2 月 8 日（月）～2 月 12 日（金）【5 日間】
インドネシア/ジャカルタ
ジェトロ、物流会社、人材会社、税務会計事務所、コンサル会社等

内

容

進出サポート企業への訪問やインドネシア進出済企業、工業団地視察などを
予定。
以上

【ご参考】◇堺市との産業振興連携協定に基づく主な取組
開催日

協力事業

概要

備考

平成23年3月11日

産業振興連携協定締結

堺市経済の持続的発展を目指し、
「創業・新規事業創出」「中小企業のビジネスマッチング」
「国際ビジネス推進」などについて２者が連携することを
目的とした協定。

平成23年3月11日

堺市産業振興ファンド

産業振興連携協定に基づき創設。
堺市内に本社または事業所のある事業者を対象に、事業資金
全般を融資。

融資総枠：当初50億円
現在100億円に増額

平成23年4月13日

堺市震災緊急資金融資

東日本大震災により、直接的または間接的に経営に影響を
受けている堺市内に本社または事業所のある中小企業を
対象とした「堺市震災緊急資金融資」を創設。

融資総枠：20億円

平成23年5月27日

産業振興連携協定締結記念シンポジウム

「産業都市"堺"への期待」をテーマに、産学官のゲストを
招き、基調講演とパネルディスカッションを実施。

参加者数：約300名

平成24年7月13日

さかい合同企業説明会

堺市の地元企業と地元への就職を希望する大学卒業予定者
との雇用のマッチングを実施。

出展企業数：50社
参加者数：約350名

平成25年6月21日

さかい合同企業説明会

同上

出展企業数：56社
参加者数：約250名

平成26年1月

映画「利休にたずねよ」共同ＰＲ

当行堺市内１４ヶ店において呈茶サービスを実施。

平成26年3月末まで

平成26年3月

創業支援事業計画に参画

創業支援に熱心に取り組む市町村を応援する為の施策として
堺市が制定した「創業支援事業計画」に地域金融機関として
参画。

支援制度活用セミナー
～中小企業のための支援制度説明会～

平成26年度に実施予定の堺市の補助制度や融資制度をはじめ、
中小事業者にご活用いただける公的支援制度についての説明会
を実施。

堺市内の店舗にて「百舌鳥・古市古墳群」のPR開始

「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録を目指し、堺市内
の14店舗でＰＲ活動を実施。

平成26年4月23日

平成26年8月

平成26年8月22日

平成26年9月26日

平成26年9月1日

平成26年10月

平成26年12月17日

「ベトナム進出・販路開拓セミナー」

ー

参加者数：約100名

ー

4名の専門家を招き、現地進出や販路開拓のポイント、成功
事例等をテーマに講演を実施。

参加者数：約80名

「ビジネス交流TV会議」

平成26年11月実施予定の「経済交流ミッション」をより実り
あるものにするため、事前に堺市とベトナムをインターネットで
繋ぎ、情報・意見交換や企業紹介プレゼンテーションを実施。

参加企業数：
日本企業（16社）
ベトナム企業（40社）
合計56社

「ベトナム経済交流ミッション」

現地への進出や販路開拓を検討する企業との
ビジネスマッチングや工業団地視察等を実施。

参加企業数：9社
参加者数：17名

さかい合同企業説明会

堺市の地元企業と地元への就職を希望する大学卒業予定者との
雇用のマッチングを実施。

出展企業数：56社
参加者数：約200名

地域再生計画「自由都市・堺」において
指定金融機関申請として参画

地域再生計画を達成するために行われる事業に対し、
「地域再生支援利子補給金」の事務手続を担当。

ー

平成26年11月4日
～11月8日
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「ミャンマービジネスセミナー」

2名の専門家を招き、日系企業の進出動向、ミャンマー
ビジネスの留意点等をテーマに講演を実施。

参加者数：約40名

「タイ・ミャンマービジネスミッション」

現地への進出や販路開拓を検討する企業との
ビジネスマッチングや工業団地視察等を実施。

参加企業数：11社
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平成27年2月2日
～2月7日

平成27年6月

堺市水素エネルギー社会推進協議会に参画

環境モデル都市である堺市の特性を活かした水素エネルギー
社会の構築と事業化に向けた産学公連携の取組みにかかる
推進組織に参画。

ー

平成27年8月

堺市マスタープラン推進等懇話会に参画

まちづくりの基本的な方向性を示す堺市マスタープラン及び
堺市版まち・ひと・しごと創生総合戦略策定にかかる推進
組織に参画。

ー

平成27年8月31日

さかい合同企業説明会

堺市の地元企業と地元への就職を希望する大学卒業予定者との
雇用のマッチングを実施。

平成27年11月5日

ベトナムビジネス商談会＆セミナーin 堺

ベトナムより現地企業を招集しビジネス商談会を開催。
また、ベトナム進出に関するセミナーを同時開催。

平成27年11月25日

ー

平成28年2月8日
～2月1２日
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出展企業数：46社
参加者数：約140名
ベトナム企業数：12社
参加者数：約70名

「インドネシアビジネスセミナー」
（本件）

2名の専門家を招き、日系企業の進出動向、インドネシア
ビジネスの留意点等をテーマに講演を実施。

参加者数：約50名
（予定）

「インドネシアビジネスミッション」
（本件）

現地への進出や販路開拓を検討する企業との
ビジネスマッチングや工業団地視察等を実施。

参加企業数：10社
（予定）

『インドネシアビジネスセミナー』
～日系進出企業の実情と課題～
ASEAN諸国の中でもインドネシアは豊富な労働力と高い生産能力を誇り、またASEAN随一の
人口（約２億4千万人）を誇る巨大なマーケットとして注目を浴びています。一方で、インドネシ
ア国内規制による制約も多く、新たに進出を考える皆さまには大きな課題となっています。
そこで、今回のセミナーでは、インドネシアの投資環境や、ビジネス環境について実際の事例に
基づきお伝えいたします。貴重なこの機会に、奮ってご参加ください。

【日時】平成27年11月25日（水）14:00～16:30
【場所】堺商工会議所

２階

大会議室

（堺市北区長曽根町130番地23）
最寄駅：南海高野線「中百舌鳥」駅、
地下鉄御堂筋線「なかもず」駅

2番出口より徒歩5分

【主

催】堺国際ビジネス推進協議会（事務局：堺市産業政策課）、株式会社池田泉州銀行

【協

力】近畿経済産業局、ジェトロ大阪本部、中小機構近畿本部（予定）

【対

象】インドネシアでの販路拡大や進出をご検討の方など

【参 加 費】無料
【定

員】50名程度（先着順）

【お申込み】池田泉州銀行ホームページ＞法人のお客さまへ＞海外事業サポート＞イベント情報
（https://anpi.cloudsrv.biz/asiaclub/evtlist.php）または、裏面の参加申込書に
必要事項をご記入の上、FAXもしくはEメールよりお申込みください。
【プログラム】

第1部

■インドネシアの投資環境について
独立行政法人

日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部

アドバイザー

根田

忠 氏

第2部

■インドネシア 日系進出企業の実情と課題
株式会社

フューチャーワークス

代表取締役社長

公認会計士

中村

正英 氏

※タイトルは全て仮題です。内容が変更となる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

ＡＣ

申込期限：平成 27 年 11 月 20 日（金）
お申込み FAX 番号 072-228-8816
E メール sansei@city.sakai.lg.jp
インドネシアビジネスセミナー参加申込書
貴社名

氏名

部署・役職

氏名

部署・役職

参加者

住所

〒

TEL

FAX

E メール

※受付票は発行いたしませんので、直接会場へお越しください。
※当日、受付にてお名刺を１枚頂戴いたします。
※ご記入いただいた内容は、主催団体からの各種連絡・情報提供のために利用させていただく場合があります。

【地図】
堺商工会議所
2階

【お問合わせ】
◆イベントについて

やまもと まつい

堺国際ビジネス推進協議会事務局（堺市産業政策課）堺市堺区南瓦町 3-1 担当：山本、松井
TEL：072-228-7629

FAX：072-228-8816 e-mail：sansei@city.sakai.lg.jp

◆インターネットでのお申込みについて

いわもと おおくろ

池田泉州銀行 アジアチャイナ推進部 大阪市北区茶屋町 18-14
TEL：06-6375-3491（受付時間

担当：岩本、大黒

9：00～17：00） e-mail：asia_china01@sihd-bk.jp

