平成２８年２月１０日
株式会社 中国銀行
「ＥＰＡ(経済連携協定)・ＴＰＰ活用セミナー」開催について
当行では、経済産業省中国経済産業局、東京共同会計事務所との共催、岡山県、一般財団法人 岡
山経済研究所、一般社団法人 岡山県国際経済交流協会（ＯＩＢＡ）
、独立行政法人 日本貿易振興機
構（ジェトロ）岡山貿易情報センターの後援のもと、
「ＥＰＡ(経済連携協定)・ＴＰＰ活用セミナー」
を開催します。

本セミナーでは、今後ますます拡大が見込まれるＥＰＡやＴＰＰなど自由貿易協定（ＦＴＡ）
のネットワークを最大限に活用することを目的とし、ＥＰＡ・ＴＰＰの専門家が、企業実務の
視点から、協定の利点や活用法を解説します。
ＥＰＡ・ＴＰＰに関し、ビジネス戦略と実務の両面から必要な情報を入手できる絶好の機会
ですので、ぜひご参加ください。
セミナーの概要
名称
「ＥＰＡ（経済連携協定）
・ＴＰＰ活用セミナー 」
開催日時
平成２８年２月２４日（水） １３：３０〜１７：００（受付開始 １３：００〜）
開催場所
中国銀行本店３階大講堂 （岡山市北区丸の内１−１５−２０）
【第一部】
「環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定の概要について」
経済産業省 通商政策局経済連携課
【第二部】
「ＥＰＡ・ＴＰＰ活用による企業メリットとリスク」
株式会社ロジスティック 代表取締役 嶋 正和 氏
【第三部】
「ＥＰＡ・ＴＰＰの原産地規則・原産地証明と企業経営」
内容・講師
中小企業診断士 麻野 良二 氏
【第四部】
「ＥＰＡ・ＴＰＰ活用と海外進出時の国際税務」
公認会計士 八鍬 幸平 氏
【第五部】
「海外展開支援予算(補助金等)の概要について」
経済産業省 中国経済産業局国際課 係長 正岡 英治 氏
５０名（申込先着順）
定 員
※受講票は発行いたしません。定員を超過した場合のみご連絡いたします。
費用
無料
申込締切
平成２８年２月２３日（火）
別添の参加申込書を、営業店担当者にお渡しいただくか、中国銀行国際部
申込方法
アジアデスクまでＦＡＸにてご返送ください。
駐車場はご利用できませんので公共の交通機関をご利用いただきますよう
その他
お願いいたします。
以 上

「EPA（経済連携協定）・TPP 活用セミナー」のご案内
今後ますます拡大が見込まれる EPA や TPP など自由貿易協定（FTA）のネットワークを最大限に
活用することを目的とした EPA・TPP 活用セミナーを開催します。
EPA・TPP の専門家が、企業実務の視点から、それら協定の利点や活用法を解説します。EPA・TPP
に関し、ビジネス戦略と実務の両面から必要な情報を入手できる絶好の機会ですので、是非ご参加
ください。
１．セミナー概要
テーマ

「EPA（経済連携協定）
・TPP 活用セミナー 」

日

時

平成 28 年 2 月 24 日（水） 13：30〜17：00（受付開始 13：00〜）
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参加費
申込締切
申込方法
その他

中国銀行本店 3 階大講堂 （岡山市北区丸の内 1‑15‑20）
㈱中国銀行、経済産業省中国経済産業局、東京共同会計事務所
岡山県、(一財)岡山経済研究所、(一社)岡山県国際経済交流協会（OIBA）
、
日本貿易振興機構（JETRO）岡山貿易情報センター
【第一部】
「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の概要について」
経済産業省 通商政策局経済連携課
【第二部】
「EPA・TPP 活用による企業メリットとリスク」
株式会社ロジスティック 代表取締役 嶋
正和 氏
【第三部】
「EPA・TPP の原産地規則・原産地証明と企業経営」
中小企業診断士 麻野 良二 氏
【第四部】
「EPA・TPP 活用と海外進出時の国際税務」
公認会計士 八鍬 幸平 氏
【第五部】
「海外展開支援予算(補助金等)の概要について」
経済産業省 中国経済産業局国際課 係長 正岡 英治 氏
５０名（申込先着順）
※受講票は発行いたしません。定員を超過した場合のみご連絡いたします。
無料
平成２８年２月２３日（火）
別添の参加申込書を、営業店担当者にお渡しいただくか、中国銀行国際部
アジアデスクまでＦＡＸにてご返送ください。
駐車場はご利用できませんので公共の交通機関をご利用いただきますよう
お願いいたします。
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岡山駅より…路面電車「東山行き」乗車、「県庁通り」下車。料金100円。
天満屋バスセンターより…徒歩5分。
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２．セミナー詳細
【第一部】

「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の概要について」

昨年 10 月 5 日に環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉が大筋合意に達しました。TPP が成立すれば、日
本を含む参加 12 ヵ国の経済規模は GDP28 兆ドルと、世界の約 4 割を占める巨大な自由貿易経済圏となりま
す。TPP を活用した海外での市場開拓を促進するため、本セミナーでは経済産業省関連分野における大筋合
意内容を中心に経済産業省 通商政策局経済連携課の担当者から解説します。
【第二部】

「EPA・TPP 活用による企業メリットとリスク」

・TPP(EPA)の効果を最大限活用するためには？
・TPP 締結によって創出されるビジネスチャンスを中小企業・小規模事業者が獲得するためには
何をすれば良いのか？
【第三部】

「EPA・TPP の原産地規則・原産地証明と企業経営」

・業種、品目によって異なるルールと活用方法
・TPP(EPA)を利用する際の留意点
・TPP(EPA)を活用している事業者の事例（成功＆失敗）について
【第四部】

「EPA・TPP 活用と海外進出時の国際税務」

・EPA 相談デスクのご紹介
・海外進出時に EPA・TPP を活用することの意味
・海外進出時に留意すべき国際税務
【第五部】

「海外展開支援予算(補助金等)の概要について」

「中小企業・小規模事業者関係 予算・税制改正のポイント（平成 27 年度補正予算案、平成 28 年度当初予
算案、平成 28 年度税制改正）
」
（http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan̲fy2016/pdf/chushokigyo3.pdf）
を用いて、海外展開を行うための補助事業などを中心に説明します。
３．講師紹介
＜株式会社ロジスティック

代表取締役 嶋 正和（しま まさかず）氏＞

東京大学工学部卒業、欧州経営大学院（INSEAD）MBA、ボストン・コンサルティング・グループ、
フットワークエクスプレス、ローランド・ベルガーを経て 2000 年に株式会社ロジスティックを設
立。著書：
「図解よくわかる FTA 第 2 版 FTA と TPP」
（日刊工業新聞社）他
＜中小企業診断士 麻野 良二（あさの

りょうじ）氏＞

関西学院大学経済学部卒業、同大学大学院経済学修士
EPA・FTA の講演、企業相談を日常的に行い、業界別研究会にも参画。関西学院大学商学部、関西
大学大学院商学研究科の非常勤講師。共著：
「FTA／EPA でビジネスはどう変わるか」
（FTA ビジネス
研究会編、東洋経済新報社）
、
「日本企業のアジア FTA 活用戦略」
（近刊、文眞堂）
＜公認会計士

八鍬 幸平（やくわ

こうへい）氏＞

一橋大学商学部卒業、有限責任監査法人トーマツを経て東京共同会計事務所にて勤務。移転価格や
諸外国の税制調査を含む国際税務に関するアドバイスを行う。経済産業省が進める「平成 27 年度
経済連携協定利用円滑化促進事業」のメンバーとして活動。
【お問い合わせ先】中国銀行 国際部アジアデスク（担当：佐伯、能登） TEL：０８６‑２３４‑６５３９

中国銀行 国際部 アジアデスク行
（ＦＡＸ番号 ０８６−２３４−６５９１）

『EPA(経済連携協定)・TPP 活用セミナー』
日
場

参加申込書

時： 平成２８年２月２４日（水）１３：３０〜１７：００
所： 中国銀行本店３階大講堂

○貴 社 名

：

○所 在 地

：

○電話番号

：

○ＦＡＸ番号

：

○Ｅ−ＭＡＩＬ：
お名前

所属部署･役職名

※EPA・TPP 等に関する質問事項がございましたらご記入ください。

受講票は発行いたしません。定員を超過した場合のみご連絡いたします。
【個人情報の取扱いについて】
ご記入いただきました個人情報は、当行、経済産業省中国経済産業局、東京共同会計事務所で実施する「EPA（経済連
携協定）・TPP 活用セミナー」開催のためにのみ利用いたします。

（国際・第８０号 Ｈ２８.２.９現在・Ｈ２８.２.２４期限）

