福貿グローバル塾2022オンラインライブセミナー

令和４年

7 月 7 日～ 9 月1 日

隔週

木曜日

15：00～17：00

今年度のグローバル塾は、昨今特に注目を集めている「ベトナム」に焦点を当てます。日本とベトナムから
講師をお招きし最新の情報を交えながらベトナムビジネスの進め方について解説いただきます。現在入国
制限も緩和されたベトナムに初めてご出張の皆様にも最適の講座です。どうぞ奮ってご参加ください。

定員
30名

開催方法：オンライン

受講料(5回分）

お問合せ先：（公社）福岡貿易会（柴田）

ZOOMミーティング

福岡貿易会会員： 5,000円
一般： 10,000円

T E L : 092-452-0707
E-mail: info@fukuoka-fta.or.jp

※必ず、事前に各自 (各企業) でお使いのPC等について、ウイルス対策 (最新の状態) の確認をお願いします。
ウイルス感染等、お客様に不利益が生じましても、弊会および講師は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

プログラム

※テーマ内容等は都合により変更になる場合があります。

第１回 ７月７日（木）

ベトナムの基本情報と福岡のベトナム進出企業の取組み

第1部： ベトナムの素顔と最新情報
地理、歴史、宗教、政治、経済、産業
ハノイ、ダナン、ホーチミン各地域の特性
コロナ禍のベトナム最新事情

第2部： 失敗多数!! 日本酒・焼酎をベトナムで
挑戦を続けるフエフーズ25年の軌跡
『ベトナムから世界へ』
ベトナム人社員80名が日本酒・焼酎で世界に挑む

国際機関日本アセアンセンター 貿易投資クラスター
プログラムマネージャー 田邉 宙大 氏

サイタホールディングス(株)
事業推進室 才田 善郎 氏

第２回 ７月21日（木） ベトナムの進出・投資環境と福岡のベトナム進出企業の取組み
第1部： ベトナムの進出・投資環境
進出のメリット・デメリット、
ベトナム市場参入のポイント、ベトナム人の気質
ケーススタディ（成功事例と失敗事例）

第2部： 3度目の正直!?
ベトナムサプライヤー開拓奮闘記
～そして現地法人設立へ～

首藤インターナショナル(有)
代表 首藤 章三 氏

第３回 ８月４日（木）

ベトナムの小売市場と保険事情

第1部： ベトナム小売市場の攻略法
ベトナムのリアルな消費の実情
ベトナムで販売を増やすマーケティング戦略
ベトナムで売れる商品づくり

ISSHO ASIA COMPANY LIMITED
会長 菊川 昌彦 氏

第4回 ８月18日（木）

第2部： ベトナムの保険事情
～進出時に注意したい！
ベトナム特有のリスクと保険～
Tokio Marine Insurance Vietnam Co.,Ltd.
Assistant Manager 田才 靖大 氏

ベトナムの物流事情とベトナムよもやま話

第1部： ベトナムの物流事情
山九㈱の紹介、 コロナ禍のベトナムの対応
現在のベトナムの港・空港、今後の開発予定
国内物流、国際物流、保税ビジネスについて

SANKYU (VIETNAM) CO., LTD.
廣田 弘毅 氏

第５回 ９月１日（木）

空研工業ホールディングス（株）
購買部 副部長 児嶋 真 氏

第２部： ベトナムよもやま話
～元ベトナム航空営業部長が見た
ベトナムの理想と現実～
中村学園大学 流通科学部
准教授 河原 繁憲 氏

ベトナムの法務・労務管理と福岡のベトナム進出企業の取組み

第1部： え⁈ どうしてそうなるの、ベトナム。
知って得するベトナムの法律の話
労務管理～駐在員の悩みの種が芽吹く前に～
活躍してます/失敗してます あんな日系こんな日系

明倫国際法律事務所 代表弁護士 田中 雅敏 氏
ベトナム明倫国際法律事務所
ハノイオフィス副代表弁護士 原 智輝 氏

第2部： 右往左往のベトナム進出⁉
～「つながる・つなげる・モノづくり」
福岡IoTものづくり企業の挑戦～
（株）三松 代表取締役社長
田名部 徹朗 氏

講師プロフィール

田邉 宙大 氏 国際機関日本アセアンセンター

才田 善郎 氏 サイタホールディングス(株) 事業推進室
福岡県朝倉市出身。早稲田大学で神経細胞に関わる学
位を取得後、ロンドン大学で金融工学の修士号を取得。
三井住友ファイナンス＆リース(株)で航空機ファイナンス
を勤め、家業であるサイタホールディングスに転職。現在
は、祖父が設立したHue Foods Companyを担当。
「ベトナムから世界へ」を実現するため、ECショップの展
開や卸売、SNSの運用、国内酒蔵との情報交換を行って
いる。2021年にパリ開催の日本酒品評会のKura
MasterにてアジアのSAKEでは史上初の最高賞獲得。

貿易投資クラスター プログラムマネージャー
青山学院大学経営学部卒業。2008年ブラッドフォード
大学にて平和学修士号取得後、NGO職員としてラオス
の経済開発、南スーダンの帰還民支援等に携わる。
2014年に国連開発計画東ティモール事務所にて平和構
築事業に従事。2015年内閣府国際平和協力本部事務局
勤務後、2016年から国連開発計画タジキスタン事務所
にて災害危機管理事業従事後、2020年3月より現職。

首藤 章三 氏 首藤インターナショナル(有) 代表

児嶋 真 氏

空研工業ホールディングス（株） 購買部 副部長
福岡生まれ。2005年に空研冷機㈱(現空研工業㈱福岡
工場)へ入社。メンテナンス関係の設計を経て現職であ
る購買職へ。調達業務を行う傍ら、原価低減やBCP対
策の実施を行い、これまでに中国・韓国・台湾・ベトナム・
タイ等の国を調査。世界一の冷却塔メーカーを目指し、
2020年にKuken Industries Vietnam Co.,Ltd.
を立上げ。空研工業ホールディングス㈱へ2021年に転
籍。同社現地法人のサポート、同グループ(空調技研工
業㈱・新日本レイキ㈱)のベトナム調達移管も支援中。

総合商社ベトナム駐在員時代を含め１９９６年第一次ベ
トナム投資ブームから２０年以上、発展・変化するベト
ナムを見続けてきた。現在、経営コンサルタント・フリー
ランス商社マンとして、海外進出・新規事業開発・事業
再生支援を専門に九州ローカルに限定せず東京、名古
屋、大阪を中心に全国区で活動中。ジェトロ新輸出大
国パートナー 等他団体でも海外展開アドバイザーとし
て活躍中。中小企業診断士。

菊川 昌彦 氏 ISSHO ASIA COMPANY LIMITED 会長 田才 靖大 氏 Tokio Marine Insurance Vietnam Co.,Ltd.
Assistant Manager

（株）ファミリーマート入社後、2010年ベトナム事業立
ち上げのために来越。商品部、マーケティング部、営業
部を管掌（6年半）。その後マレーシア事業立上げのた
めにマレーシア駐在（1年）。東南アジアに日本のCVS
文化の礎を築く。ファミリーマート退社後、ベトナム事
業立ち上げで培ったお取引先様との関係やノウハウを
活かし、コンサルティングとして独立しISSHO ASIA
を設立。日越企業の事業の支援を行う。

廣田 弘毅 氏 SANKYU (VIETNAM) CO., LTD.

福岡市出身。2015年に東京海上日動火災保険株式会
社に入社。2022年よりベトナム・ハノイにて勤務。ベト
ナム進出企業サポートデスクを運営し、主に日系企業の
ベトナム進出支援（ベトナム固有のリスク情報提供、事
業活動に必要な保険のコンサルティング等）や既進出
企業へのリスクコンサルティングサービス（事故防止・
事故削減サービス）の提供等を行っている。

河原 繁憲 氏

1976年生まれ。2001年に山九㈱に入社し、国内・保
税倉庫に勤務。2005年～2013年まで上海に駐在し、
外高橋で保税業務を実施。日本帰任後は名古屋での国
際物流業務を経て、2020年からベトナム駐在となる。
SANKYU VIETNAMは2004年設立。1995年の
駐在員事務所設立から、約28年の歴史があり、物流・
機工・オペレーションサポートを組合せ、幅広く提案や
サービスの提供を実施中。

田中 雅敏 氏 明倫国際法律事務所 代表弁護士

1967年生まれ、福岡県久留米市出身。九州大学大学
院経済学府博士後期課程単位取得退学。学位は経営修
士（MBA）。大学卒業後、外資系航空会社、花王株式会
社、株式会社電通九州を経て2003年ベトナム航空に
入社。主な実績は、九州ベトナム友好協会設立
（2008）、福岡ハノイ線開設（2009）、ベトナム外務大
臣表彰受賞（2012）ほか多数。現在は、中村学園大学
流通科学部准教授としてグローバル関連科目を担当。

田名部 徹朗 氏 （株）三松 代表取締役社長
64年福岡県生まれ。早稲田大学政経学部卒、87年三
菱重工業㈱入社。89年米国シティバンク勤務、96年
家業の㈱三松入社。2010年同社代表取締役就任、現
在に至る。同社は、多品種少量の半導体装置から農業
機械等の様々な部品加工・組立にロボット装置等の開
発も行う「小ロット製造代行サービス会社」。2017年
経産省「地域未来牽引企業」に選定。2013年よりベト
ナムでの設計委託を手始めに本年6月三松ベトナム社
設立。海外展開にも注力。

福岡を中心に、海外5か所の現地オフィス（上海、香港、シ
ンガポール、ハノイ、ホーチミン)、東京事務所、及び海外
約45都市の提携事務所ネットワークを活かし、海外進出
や取引に関する総合的なリーガルサービスを提供。海外
取引、海外投資、知的財産権や国際M&Aなどにも精通
し、国際法、知的財産権法、契約法等様々な観点から毎
年約200社の日本企業の海外展開を支援。明倫国際法
律事務所の所属人員は、日本弁護士、中国弁護士、ベトナ
ム弁護士、インド弁護士、事務スタッフ合わせて約60名。

原 智輝 氏

ベトナム明倫国際法律事務所
ハノイオフィス 副代表弁護士
ベトナムに進出する日系企業、既に進出済みの企業か
らの企業法務に対応。企業体制構築支援、契約書作成・
契約交渉代理、知的財産関連法務、海外販路拡大法務、
事業拡大・業務提携支援（M&A）、スタートアップ法務/
渉外法務、不動産事業法務、製造業法務などを中心に
活躍する。神戸大学法学部、神戸大学法科大学院卒業。
2016年弁護士登録。ベトナム外国人弁護士登録。

FAX : 0 9 2 - 4 5 2 - 0 7 0 0

中村学園大学 流通科学部 准教授

お申込

右記QRコードから、または下記ご記
入の上FAXまたはE-mailで、お申込
ください。受講料のお振込先を明記
した受付確認書をお送りします。

お問合せ （公社）福岡貿易会 柴田
T E L : 092-452-0707
E-mail: info@fukuoka-fta.or.jp

E - m a i l : i n f o @ f u k u o k a - f t a . o r. j p

貴社名

締切：令和4年7月1日(金)

所在地
所属・役職名

氏名

ご連絡先
TEL:
E-mail:

所属・役職名

氏名

ご連絡先
TEL:
E-mail:

※ご記入いただきました情報は、（公社）福岡貿易会が適切に管理し、セミナー受付業務に利用します。

