平成３１年４月１日
株式会社 中国銀行
「ＦＢＣ ホーチミン ２０１９ ものづくり商談会」開催について
当行では、ファクトリーネットワークアジアグループ、ＮＣネットワークグループ（と
もに日本・アジア各国で製造業ビジネスマッチング支援業務を展開する企業）の主催、日
本の金融機関、地方公共団体等との共催により、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市に
おいてお客さま向けのビジネスマッチング商談会を開催いたします。
商談会の概要
名

称

開催日時
開催場所

ＦＢＣ ホーチミン ２０１９ ものづくり商談会
２０１９年１０月１０日（木）〜１１日（金） ２日間
９：００〜１７：００
ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市
Phu Tho Indoor Sports Stadium
（１）製造業企業
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、

参加対象企業

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
（２）製造業向けにサービス等を提供する非製造業企業
商社、ＩＴ（ソフト開発）
、人材、物流、工業団地など

主

催

共

催

ファクトリーネットワークアジアグループ
ＮＣネットワークグループ
当行ほか、日本の金融機関・地方自治体等 ３１団体
（１）事前マッチングの実施
主催者があらかじめ、出展企業の要望をもとに商談の事前マッチ
ングをおこないます。計画的・効率的な商談をおこなうことが可

特

徴

能です。
（２）ベトナムローカル企業との商談
ベトナム政府機関と協力し、ベトナムローカル企業の参加を後押
しします。

（３）ビッグバイヤーの招聘
調達のみを目的とする大手企業を招聘。大手企業へ自社商材を
売込む機会を創出。
基本料金 ３ｍ×２ｍブース ２４０，０００円（税込）
上記基本料金とは別に、必要に応じてオプション料金が発生します。
参加費用

※２０１９年５月３１日（金）までに出展を申込んだ、先着５０社に
限り、早期申込み割引料金（２２５，０００円（税込）
）適用となりま
す（主催者受付基準）。
出展をご希望の場合は、最寄りのお取引き店へお問い合わせください。

申込方法

必要書類を当行宛にご提出いただいた後、当行より主催者へ申込みをお
こないます。

申込期限

２０１９年７月１９日（金）
以 上

出展企業募集中
第1回 FBC ホーチミン 2019
ものづくり商談会
Factory Network Business Expo 2019
2019年10月10日(木) ～ 11日(金) 9 : 00 ～ 17 : 00 (2日間)
Phu Tho Indoor Sports Stadium (Ward 15,District 11, Ho Chi Minh)

出展規模：200ブース(見込)

来場：3,000名(見込)

201８年ハノイ開催で好評をいただいたものづくり商談会が
ベトナム・ホーチミンで初開催！
ベトナム政府機関が公式にバックアップ！
大手バイヤー企業も多数出展
先着50社限定・早期お申込割引を実施！
展示会に留まらない
総合イベント
商談を行いながら、来場者に向けて
自社PRを行える、展示会と商談会の
2つの要素を持った総合ビジネスイベ
ントです。

事前マッチングで
効率的な商談
出展社同士、更には来場者と事前
に商談をスケジューリングするこ
とで2日間効率的に商談を行えます。

＜マッチングの流れ＞
①商談会ウェブサイトに商談案件を登録

②気になる出展企業に商談を申し込む

ビッグバイヤーエリアの設置
明確な調達ニーズを持った大手バイヤー
企業を集めたビッグバイヤーエリアを新
たに設置。出展社は優先的にバイヤー企
業とマッチングの機会を得ることができ
ます。

出展企業プロモーション
FNA、NCネットワークの持つ豊富
な媒体（雑誌・メルマガ・WEBサイ
ト等）を通して出展企業情報を発信。
英語・日本語で来場者や他出展社に
対してのプロモーション活動を行い
ます。

※写真はイメージです

③商談スケジュールを確認

主催： FACTORY NETWORK ASIA GROUP/ NC NETWORK GROUP
共催：銀行、自治体など計31団体(五十音順、+は連名共催)
愛知銀行、足利銀行+栃木県、大分銀行、OKBグループ(大垣共立銀行+OKB Consulting Vietnam Co.,Ltd) 、
(公財)神奈川産業振興センター+横浜銀行、(公財)岐阜県産業経済振興センター、岐阜信用金庫、京都銀行、群馬県+群馬銀行、三十三フィナンシャルグループ
(三重銀行・第三銀行)+四日市市、滋賀県+滋賀銀行、四国銀行、(公社)静岡県国際経済振興会、七十七銀行、十六銀行、商工中金、常陽銀行+茨城県、
第四北越フィナンシャルグループ(第四銀行・北越銀行)、中国銀行、名古屋銀行、南都銀行、八十二銀行、百五銀行、百十四銀行、広島銀行、
福井銀行+福井県、福島県+東邦銀行、北陸銀行、山口フィナンシャルグループ(山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行)、山梨中央銀行、りそな銀行
後援：Ho Chi Minh City Department of Industry and Trade, Hanoi Promotion Agency,
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam(Vietcombank)※共催・後援については他数団体が予定
出展規模： 200ブース / 来場見込：3,000名
会場：Phu Tho Indoor Sports Stadium(219, Ly Thuong Kiet Street, Ward 15,District 11, Ho Chi Minh, Vietnam)
出展対象：※B to B で部品・製品を製造・加工している企業が対象となります。
＜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
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
＜ソリューション企業＞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 工業団地など

【ブースパッケージ】（6 ㎡ /W 3.0m × D 2.0m × H 2.5m）
こちらの社名は英語表記のみとなります。

＜ブース標準設備＞
①商談テーブル×1台 ②椅子×4脚
③キャビネット×1台
④電源コンセント（220V）×1
⑤スポットライト×2灯
⑥ゴミ箱

※その他掲示するポスター等はご出展社様にてご準備いただきます。
※テーブル等の詳細サイズは追って詳細をまとめたマニュアル内でご案内致します。
※実施イメージであり、詳細は若干変更する場合があります。

【バイヤー様向けパッケージ】

調達の目的のみでご出展希望の大手バイヤー企業様には、
無料でブースパッケージをご提供致します。
※お申込後の出展キャンセルについては、申込書の規定に基づきキャンセル料金が発生します。
※規定の条件および審査がございます。詳しくは事務局までお問合せ下さい。

通常出展価格（税込）

早期申込み割引（税込）
※4/1-5/31にお申し込みの
先着50社対象

240,000 JPY

225,000 JPY

50,880,000 VND

47,700,000 VND

無料

ー

ブースパッケージ

バイヤー様向けパッケージ
◆現地付加価値税込の価格となります。
◆日本円でのお支払い：

株式会社NCネットワークより請求書を発行致します。

◆VNDでのお支払い：

ローカルパートナー会社GLOBAL EXPO社よりご請求いたします。ベトナム国内での契約書締結
後、
請求書を発行いたします。会期終了後、レッドインボイスを発行という流れになります。

◆ 送金にかかる手数料は、すべてお客様負担でお願いしております。
海外送金の場合は、OUR(送金・受取手数料含む)を指定の上、連絡事項欄に“PAY IN FULL”(手数料本人負担)とご記載ください。

出展申込期限

2019年７月19日（金）

※ブースに空枠がある場合は、上記期限以降もお申込みを承ります。
受付時期により、ご提供できないサービスが発生しますこと予めご了承下さいませ。

詳細はこちら https://fbchcm.factorynetasia.com
【FBC ホーチミン 2019 お問い合わせ・お申込】
NC NETWORK VIETNAM JSC

Tel: +84-24-3719-2826（ベトナム）

E-mail：vn_fbc@factorynetasia.com
4/1/2019 updated

