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裕綱

『FBC ホーチミン 2019 ものづくり商談会』開催について
岐阜信用金庫（理事長 住田 裕綱）は、2019 年 10 月 10 日（木）から 11 日（金）の 2 日
間、ベトナム・ホーチミンにおいて当金庫ほか日本国内の金融機関および地方自治体等との共催
で、『FBC ホーチミン 2019 ものづくり商談会』を共催いたしますのでお知らせいたします。
なお、当商談会へは（公財）岐阜県産業経済振興センター（以下、
「産経センター」）との連名
で共催を行います。
当イベントは、製造業企業や製造関連企業のベトナムにおける部品調達や販路拡大をサポート
するため、在ベトナム日系企業やベトナムローカル企業等が集まり、自社事業および製品を PR
する業界特化型の商談会となります。
当金庫は、お客さまのニーズにお応えできるよう、これからも様々な取組みを行って参ります。
記
１．名

称：
『FBC ホーチミン 2019 ものづくり商談会』

２．日

時：2019 年 10 月 10 日（木） ～11 日（金） 9:00～17:00

３．会

場：Phu Tho Indoor Sports Stadium
（219, Ly Thuong Kiet Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh, Vietnam）

４．対象企業：≪製造業≫

ベトナムでの部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業

（B to B で部品・製品を製造・加工している企業が対象）
金属製品、自動車・鉄道・船舶製品、鉄鋼業、非鉄金属、一般機械器具、
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具、
化学工業、プラスチック・ゴム製品、石油・石炭製品など
≪非製造業≫

製造業企業にサービス、製品を提供する非製造業企業

商社、IT（ソフト開発）、人材、物流など
５．出 展 料：通常出展価格（税込）

240,000 円

①岐阜県企業は出展料の 1/2 程度を産経センターが負担します。
（先着 10 社）
②商談会主催者により、早期申込割引（全国 50 社）が適用されることがあります。
③詳細は別途お問い合わせ願います。
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６．来 場 者：3,000 名 （見込）
７．小 間 数：200 小間（見込）
８．申込期限：2019 年 7 月 19 日（金）まで
※岐阜県企業で産経センターからの出展料の助成（1/2 程度）を希望する企業の
申込期限は 2019 年 5 月 31 日（金）までとなりますので、予めご注意ください。

９．主

催：Factory Network Asia Group / NC Network Group

10．共

催：岐阜信用金庫・
（公財）岐阜県産業経済振興センター、
その他金融機関、地方公共団体等計 31 団体

11.お問い合わせ先：お申込み方法等については、国際業務部 海外ビジネスサポートデスク
（℡058‐266‐2239）までお問い合せください。
以

上

商談件数3,899件
出展社138社
来場者

3,029人

●前回開催時実績
（2018年・ハノイ）

ベトナムでの自社製品の販路拡大
材料・部品の現地調達を目指す企業の方へ
事前マッチングにより２日間で集中的に商談することができます。（１商談は30分）
＝岐阜信用金庫・産経センターを通じて参加するメリット＝
出展前・出展後も
一貫してサポート

現地会場で
商談をサポート

出展料のうち
1／2程度を助成

産経センターのコーディ
ネーターがサポート

現地在住のアドバイザ
ーが商談サポート

産経センターが出展料
の1/2程度を助成します

ものづくり企業特化型商談会に、日系製造業・ベトナムローカル企業が多数集結！
概要

日時：10月10日(木)・11日(金) 9：00～17：00
会場：Phu Tho Indoor Sports Stadium（ベトナム・ホーチミン）
219, Ly Thuong Kiet Street, Ward 15,District 11, Ho Chi Minh

対象企業

県内中小企業（みなし大企業除く）のうち、販路拡大・部品調達を
目的とするBtoB製造業及び関連分野の企業
＊対象分野：機械器具・金属製品・プラスチック・ソフト開発等

出展料

出展料の1/2程度を助成（下記は助成後の金額）
◇出展料

１２０，０００円 ※下記①②の併用不可。
①展示会主催者により、早期申込割引（全国先着50社）が適用されることが
あります（割引後112,500円）。
②「FBC ハノイ2018ものづくり商談会」に出展し、同じ共催者を経由した企
業は割引が適用されます（割引後102,500円）。

※自社出展小間（6㎡）に相手企業が訪問する形での商談となります。

申込

２０１９年５月３１日（金）までに裏面の
“予約書”をFAXして下さい。先着１０社です。

【問合せ先】岐阜信用金庫 国際業務部
海外ビジネスサポートデスク（村瀬・野口）

TEL(058)266-2239

までお問合せ下さい。

【主催】Factory Network Asia Group /NC Network Group
【共催】岐阜信用金庫
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 他

【主な出展条件】
１．以下の条件をすべて満たす中小企業等を募集対象とします。
・県内に本社又は事業所がある中小企業等であること（県内に本社を有する海外現地事業所の参加も可。
ただし、みなし大企業は対象に含みません）
・商談会の期間中、常時１名以上の担当者を自社小間に配置できること
・販路拡大・部品調達を目的とするBtoB製造業及び関連分野の企業であること（対象分野：機械器具・金属
製品・プラスチック・ソフト開発等）
２．１社あたりの出展の申込単位は１小間とします。
３．本商談会に他の公的補助金を用いて出展する場合、出展料は一般料金となります。
４. 出展の可否は、主催者が決定します。
５．展示装飾･輸送等、今後の準備の詳細については、別途ご案内します。
６．出展物の展示・陳列・撤収は出展者が行ってください。
７．出展者の展示会場におけるブース位置は、主催者等が決定します。
８．主催者等が成果把握等のために実施するアンケートには必ずご回答願います。
９．出展料の振込みに要する一切の手数料は出展者のご負担となります。なお、支払額が請求額を下回り、所定の
期日までに差額の支払がない場合は、出展者による出展申込の取消とみなします。
10．出展料未納による出展はできません。必ず、請求書記載の期日までにお支払いください。
11．自社小間の転貸、売買、交換、譲渡は出来ません。
12．商談会最終日の終了時刻以前の撤収は認められません。
（切り取らずに送信してください）
＜送付先＞

岐 阜 信 用 金 庫 国際業務部
海外ビジネスサポートデスク 宛

【FBCホーチミン2019 ものづくり商談会 予約書】
➡ FAX : 058-266-8076
次の通り、出展を申込みます。

2019 年

月

日

企業名
事業内容
資本金

従業員数

代表者

役職

氏名

担当者

役職

氏名

出展物
本出展に関して公的
機関から他の補助金を

□ 受けていない

□ 受けている

□ 申請予定

（住所）〒
（Tel）

（Fax）

連絡先
（E-mail）
（URL） http://
【重要事項 よくお読み下さい】
※出展者の自己都合による申込後のキャンセルは、いかなる理由においてもキャンセルに伴う必要経費（（公財）岐阜県産業経済
振興センター負担金を含む出展費用全額、最大24万円）をご負担いただきます。
※ご記入いただいた個人情報、企業情報は適正に管理し、本商談会関連のご案内のため、岐阜信用金庫、 主催者、共催者が共
同して利用いたします。
※本事業は岐阜県の補助により実施しております。

