ミャンマー・タイ ビジネスミッション ２０１８
参加者募集のご案内
～“百聞は一見に如かず”アジアの経済成長を体感
“百聞は一見に如かず”アジアの経済成長を体感！
アジアの経済成長を体感！～

〔期 間〕 ２０１８年
２０１８年７月２２日（日）～
２２日（日）～ ２７日（金
２７日（金）
日（金）
〔訪問先〕 ミャンマー（ヤンゴン）
ミャンマー（ヤンゴン） ，タイ（
タイ（バンコク）
バンコク）
参加対象：神戸市内・兵庫県内の企業
募集人数：２０名様
主 催：ひょうご・神戸国際ビジネススクエア
（神戸市海外ビジネスセンター、ＪＥＴＲＯ神戸、ひょうご海外ビジネスセンター）
兵庫工業会、神戸市機械金属工業会
協 力：神戸商工会議所
企 画：神戸市経済観光局（神戸市海外ビジネスセンター）
取扱旅行会社：株式会社ＪＴＢ 神戸支店

概 要：

アジア最後のフロンティアで急速に成長する「ミャンマー」と、多くの日系企業が事業
展開する「タイ」への実践的なビジネスミッションを実施します。
ミャンマーでは、日本政府とミャンマー政府などが出資する「ティラワ経済特区」、
タンリン工科大学の日本語履修生との交流会、技能実習生研修所、日系商業施設（イオン
オレンジ）、政府系機関、現地進出日系企業などを視察します。
タイでは、工業団地の日系企業を視察するほか、商業施設の視察も行い、現地の最新状
況を肌で感じていただきます。

参 加 費：２６６
２６６，
２６６，０００円 （消費税込・参加人員１０名以上、添乗員１名同行の場合）
利用予定航空会社：タイ国際航空（TG）
利用予定ホテル：ノボテル・ヤンゴン・マックス（ヤンゴン）
クラウンプラザ・バンコク・ルンピニパークホテル（バンコク）
参加者が１５名以上になる場合は、金額が変更（２２９，０００円
（２２９，０００円予定
（２２９，０００円予定）
予定） になります。
※ 上記費用は、航空機がエコノミークラス利用、ホテルが１人１部屋利用の場合です。
※ 航空機国際線でビジネスクラスをご希望される場合は、追加料金 285,000 円が必要です。
（また正式にお申込み頂いてからのお手配となりますので、料金が変更になる場合があります。
）

申込締切：２０１
２０１８
２０１８年 ５月３１日（
３１日（木
日（木）
※ミャンマーはビザが必要になりますので、申し込み後速やかにパスポートをご準備できるように
お願いいたします（パスポートの残存有効期間が 6 か月以上必要・査証余白１頁以上必要です）
～ 日 程 表（訪問先は、アポイントの状況により変更になることがあります） ～
月日

都市

時間

関西国際空港

9:00 集合
11:45 発

1

7/22

バンコク

(日)

3

7/23
(月)
7/24
(火)

空路、バンコク着（経由）
、ヤンゴンへ
TG305

18:45 着

7/25

午後：ホテル到着後、夕食時に結団式

【ヤンゴン泊】

午前：JETRO、ミャンマー政府系機関等を訪問
ヤンゴン

終日

専用車

午前：ヤンゴン市内、日系企業訪問等
午後：日系企業交流会（ホテル）

【ヤンゴン泊】

午前：ティラワ経済特区を訪問
ヤンゴン

終日

専用車

進出日系企業の訪問
午後：タンリン工科大学の学生交流

ヤンゴン
4

程

TG623

専用車
2

行
午前：関西国際空港集合

15:35 着
17:50 着

ヤンゴン

交通機関

バンコク

(水)

19:49 発

【ヤンゴン泊】

専用車

午前：技能実習生研修機関の訪問

TG306

午後：商業施設（イオンオレンジ）
、企業訪問等

21:40 着

空路、バンコクへ
【バンコク泊】

5

6

7/26
(木)
7/27
(金)

午前：JETRO、商業施設の訪問
バンコク

終日

専用車

午後：日系企業（製造業）の視察
解団式

バンコク

8:25 発

関西国際空港

15:55 着

TG672

午前：空路、関西国際空港へ
午後：関西国際空港 到着後 解散

※フライトや行程は、状況により、変更になる可能性があります。

≪参加者説明会：2018 年 7 月上旬に開催予定（別途ご案内します）≫

【バンコク泊】

☆ミャンマー・タイミッションの特色
特色１：ミャンマーでは、ティラワ経済特区を訪問！
１．ティラワ経済特区は、日系企業の進出が順調で、８９社（うち日本４５社）が進出し、
ており、安定したインフラやＳＥＺ法による様々な優遇制度があり、優れた操業環境
をご視察いただけます！
２．ＪＥＴＲＯヤンゴン、ミャンマー政府機関などを訪問し、ビジネスに役立つ最新情報
を得ます！！
３．ミャンマーとタイでは、日系企業を訪問し、現地での操業状況など、“生”の情報を
知ることができます！！

特色２：理工系大学との学生交流！
１．ミャンマーのタンリン工科大学で、日本語履修コースの学生達との交流を実施しま
す。日本に関心のある学生達と直接話すことで、ミャンマー人理系学生への理解を
深め、将来の人材獲得につながります。
２．技能実習生の研修所を訪問して、日本への実習生のトレーニング状況をご覧いた
だけます。

特色３：現地の消費マーケットを肌で体感！
１．ミャンマーでは、日系スーパーマーケット（イオンオレンジ）を訪問、消費者マーケット
の現状説明や売り場を体感します！
２．タイでも、マーケットを視察し、現地の人々の購買力など、身近に感じます！

特色 4：現地で様々な関係者との人脈づくりができます！
過去の実施したミッション参加者の声
中小企業目線でのミッショ
ン内容で参考になった。

現地でキーマンと人脈を築けたこ
とは大いに役立った。

実際に現地経営者の話を
聞き、問題点をあぶり出せた。

帰国後も、海外展開について相
談できる、多くの仲間ができた。

※旅行代金に含まれるもの

※旅行代金に含まれないもの

・航空運賃（エコノミークラス）
・燃油サーチャージ・航空保険料
・空港使用料
・宿泊代（１人１部屋）
・現地での専用車（バス）借上料
・食事料 朝食５回（機内食を含まず）
昼食４回（機内食を含まず）
夕食５回（機内食を含まず）
・添乗員、現地ガイド料
・ミャンマービザ申請料

・航空運賃
（ビジネスクラス追加料金 285,000 円）
・旅券（パスポート）取得手続料
・超過手荷物運搬料
・海外旅行傷害保険料
・日本国内での移動交通費
・その他、個人的性質の費用
（電話代、クリーニング代、追加飲食料等）

【お申し込み・お問い合わせ先】

神戸市海外ビジネスセンター

（担当：今井、中村、大前）
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センタービル４F
ＴＥＬ：078-231-0222
ＦＡＸ：078-231-0256
◎下記申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸ又はＥメールでお送り下さい。
後日、
（株）ＪＴＢ（取扱旅行社）から渡航手続書類等をお届けします。

キャンセル料

旅行出発日前日から起算して 30 日前まで

無料

旅行出発日前日から起算して３日前まで

旅行代金の３０％

旅行出発日の当日まで

旅行代金の５０％

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の１００％

ミャンマー・タイビジネス
ミャンマー・タイビジネスミッション
ビジネスミッション 参加申込書
神戸市海外ビジネスセンター 宛

ＦＡＸ：０７８－２３１－０２５６
e-mail：
mail ：asia
asiaia-biz @office.city.kobe.lg.jp
申込締切：２０１８年５月３１日（木）
業 種

企業名

役 職
〒

ＴＥＬ

所在地

ＦＡＸ

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

性 別

お名前

生年月日

携帯電
話

e-mail

緊急連絡先

ビジネスクラスの利用希望

(続柄
希望する

)
・

男
年

ＴＥＬ
希望しない

企業紹介(貴社のＰＲポイント)

※ ご記入いただきました個人情報は厳重に管理し、本事業の目的以外には使用しません。
※ お申込みの際、パスポートをお持ちの方は顔写真の頁コピーをＦＡＸ下さい。
※ これからパスポート申請をされる方は、申請されるお名前のスペルをお教え下さい。

・
女
月
日
（
歳）

