
日 時：2014年10月28日（火）
15:00～17:15

場 所：機械振興会館

一般社団法人日本能率協会
アジア共・進化センター
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日本能率協会 アジア共・進化センター
創立70周年を迎えた2012年、今後の日本企業の成長に向けた経営革新提言として
『共・進化の提唱』を発表し、この中で「アジアと共に進化し、次の豊かさをつくり出す」こと
を唱えました。この実現に向けて『日本能率協会 アジア《共・進化》センター』を設立。
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INCHEM TOKYO  プラントショー
（主催：一般社団法人日本能率協会

公益社団法人化学工学会）
１９６６年から続く、アジア最大級のプロセス産業
プラント用設備・システムの専門展示会

メンンテナンス・テクノショー
（主催：一般社団法人日本能率協会）
（共催：公益社団法人日本プラントメンテナンス協会）
１９６０年から続く、プラントの維持・管理に関する
専門展示会

日本能率協会 主催のプラント関連 専門展示会

⇒これら展示会出展者の皆様より海外、特にASEAN市場
開拓に関する企画強化の声が多数寄せられる。
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代理店販売が良いか、直接販売が良いかわからない。
あるいは合弁会社・ライセンス提供もあるが・・

とはいえ、出展企業の皆様からの声は様々

そもそも、会社の方針として海外での販路拡大をすべきか
否か、結論がでない。

ASEANに関してはどの国から展開すべきか、何から手をつけ
るべきかよくわからない。

海外ビジネスに関するスキルをもった担当者が社内に
少ないので、海外案件に対応ができるか不安

代理店やパートナー企業を開拓してみたが、継続的に
安定した売上を見込むことができない
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我が国のプロセス産業用プラント向けの設備・システムを
ASEAN市場で普及、販路拡大することを目的とした活動

対象となる製品・システムのイメージ
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事業開始に先立ち、日本能率協会 アジア共・進化センターで
はシンガポールを中心としたASEAN現地で化学会社・エンジニ

アリング会社に、製品導入に関する選定方法や購買動向につ
いてヒアリングを実施。 （2014年6月~9月）
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Ｑ 導入を検討する製品・サービスに関して、
どのように情報を入手しているか？

主に以下４つの方法。

１）エンジニアリング会社からの紹介

２）営業マンからの紹介

３） インターネット・展示会など

４） プロセスライセンサーからの紹介 （※現地子会社等）ロセ
スライセンサー

【現地化学会社に対して】

いずれの方法にしても「この製品は良
いらしい」という評判は非常に重要。

ASEANにおいても製品・サービスの
導入に関わる情報入手手法は
ほとんど日本と変わらない
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「営業マンからの紹介」

⇒ 「年間通じて、工場に設備・システムメーカの営業が
来る件数は少ない 」

⇒ 「日系の設備・システムメーカの方が欧米系の会社
に比べて営業に来ていないと思う」

⇒ 「 日ごろ付き合いのある現地商社・代理店から定期的に
製品を紹介されるケースは多い」

「インターネット・展示会など」

⇒ 「ある製品・サービスを探す場合、やはり直接インター
ネットでキーワード検索をする。しかし日本企業の
ホームページに行くと、英語の情報が少ないので、
どうしても欧米設備メーカーのサイトを見てしまう。」

ロセスライセンサー

気になる声・・・
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Ｑ 現地日系化学工場で製品・サービスの
選択・購買決定権はあるのか？

「プラント全体のシステム設計となると本社サイドが主導で
実施する。しかし個々のプロセス単位について、またユーティ
リティ設備の変更・改善に関しては現地工場で起案して、本社
はそれに対して承認をするという形になる」

全体的なプロセスに関して

本社 現地工場

個々のプロセス単位やユーティリティ設備

本社
現地工場

本社主導

①起案・稟議

②承認
現地工場から日本人を減らし、現地ロー
カルスタッフによる起案を増やす動き。

商品選定は現
地工場側の意
向が強く反映

【日系化学会社の現地工場に対して】
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Ｑ 製品・サービスを選択・購買する際には何を
重要視するのか？

主に以下の回答が挙げられた。

１）価格

２） メンテナンス・サービス体制

３） 品質

【現地化学会社に対して】

特に現地スタッフ向けのテクニカル・サポート、故障時
のサポート体制などを考えると、現地にメンテナンス拠点
のある製品・システムを優先して導入検討する。
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日本企業向けと同等の品質は必ずしも
求められない。



Ｑ 日系設備・機器メーカーと欧米系設備・機器メーカー
との違いについて

【ローカルの機械商社に対して（某日系化学機械メーカーの現地代理店）】

⇒ 日系の設備・機器メーカーは品質が高く信頼もできる。
またサービス部品の取り揃えなども非常に良い。

⇒ 欧米メーカーと比べても値段が高いというイメージが強い。
また契約を取り交わす際に、あいまいな項目が多いため
商社として取扱いが難しい。特に非日系の化学会社やエンジ
ニアリング会社と取引をする際には、非常に細かい契約
条項が求められるので、ある程度情報を開示してもらわない
と契約が難しいが、日系メーカーは情報を製品情報などの

開示について欧米メーカーと比べて消極的である。ロセスライ
センサー
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【販路拡大に当たっての主な課題】

１）どのような製品を市場に投入するか？
（低価格化 or 高機能化など）

２）顧客ターゲットの設定
（国・業種・事業規模など）

３）どのようにして顧客ターゲットに営業を行うか。
（直接販売 or  代理店販売 or  合弁 など）

４）各市場・顧客毎の特性に応じた契約形態

５）サービス・メンテナンス体制の確立

・・・などなど想定される課題は山積

何から手を付けて良いのか分からない・・・

市
場
調
査

営
業

契
約

ア
フ
タ
ー
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初年度事業

我が国のプロセス産業用プラント向けの設備・システムを
ASEAN市場でさらに普及・販路拡大するための課題を浮き
彫りにし、さらにその課題解決を目指します。

参加メリット
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なぜシンガポールか？

① 化学を中心に多くのプロセス 関連産業が立地。

(【シンガポールの産業構造】
ＧＤＰの２０％が製造業、工業生産額の３４％が化学産業

2012 GDP: US$276.5 bil
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Transport & 
Storage
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Precision Engineering
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28%
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34%

10%

10%

8%
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出典：シンガポール貿易産業省
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ＧＤＰの２０％が製造業、うち約３０％が電機・電子産業シンガポールの化学産業
（シンガポール経済開発庁ウェブページより）

世界の化学ハブとしてのシンガポールの地位は、BASF社、エクソンモービル社、ランクセ
ス社、三井化学、シェル社、住友化学など世界の多くの主要エネルギー・化学企業が拠
点を置く統合型複合基地、ジュロン島の大規模開発と共に成長。

シンガポールは、世界有数の化学産業ハブの一つ

2010年、シンガポールの化学・化学製品部門の生産高は380億シンガポールドルに上り、
2009年の280億シンガポールドルから大幅に増加。

石油化学産業が集積する
ジュロン島 15



なぜシンガポールか？

②他のASEAN諸国に比較して高性能・高効率な
設備・システムに期待が大きい。

シンガポールは法人税など、基幹産業には様々な優遇
措置を行っている。

一方、高騰する人件費や、電気料金や水道代など用益
費が高く、世界的なコスト競争の中で、製品の高次化、エ
ネルギーコストの低減、生産性の向上などに国を挙げて
取り組んでいる。
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ＧＤＰの２０％が製造業、うち約３０％が電機・電子産業シンガポールの化学産業
（シンガポール経済開発庁ウェブページより）

「ジュロン島バージョン2.0」構想
エネルギー効率性と排出量管理の基準強化および新しい持続可能な供給原料と技術
の開発促進にジュロン島の統合型製造拠点としての魅力を維持するため、今後数年間
にさまざまな影響力の大きいプロジェクトを実施する予定。

対象プロジェクトには、ガス化プラント、LPGターミナル、マルチユーザー対応のパイプラ
インなどの基幹インフラが含まれます。 シンガポール政府はエネルギー効率向上プロ
ジェクトの導入を励行する企業を積極的にサポートしています。

石油化学産業が集積する
ジュロン島

17



ＧＤＰの２０％が製造業、うち約３０％が電機・電子産業シンガポールの医薬品産業
（シンガポール経済開発庁ウェブページより）

グラクソ・スミスクライン、ノバルティス、武田薬品など世界30社以上の大手バイオメディカ
ル・サイエンス企業がシンガポールをイノベーション推進の主要拠点として活用し、シンガ
ポールのバイオ医薬品産業は2011年には30パーセント以上の成長率を達成。

世界の製薬メーカーの生産拠点集積する工業団地
『トゥアス・バイオメディカル・パーク』

バイオ医科学研究のハブ
『バイオポリス』
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エンジニアリング・ソリューションのハブ
今日シンガポールには、アラップ、ジェイコブズ･エンジニアリング、KBR、JGC, フロア、フォス

ター･ウィーラー、CH2MHILL、ウォーリーパーソンズ、CHIYODA, CB&I ルーマス、横河電機、
エマソン、ロックウェル･オートメーション、M+W ザンダーといった世界大手エンジニアリング
企業が多数事業拠点を構えています。各社は、基本設計業務、コンサルタント、システム開
発からプロジェクト管理、建設管理にわたる多様なサービスを、石油化学や生体医科学を含
むさまざまな産業に提供しています。

シンガポールのエンジニアリング・サービス産業
（シンガポール経済開発庁ウェブページより）

エンジニアリング･サービス産業の雇用者数は今日3万7,000人、シンガポール国内総生産
の1.2%を占めています。
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なぜシンガポールか？

③古くから中継貿易港として栄えているシンガポール。
現在もマレーシア・インドネシアなどASEAN諸国はもち
ろん、中国・インドへの販路に強い貿易会社が多い。

シンガポール国内はもちろん、
他のASEAN諸国への展開に
向けたパートナー企業を
見つけられる可能性が高い。
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【対マレーシア輸出】 【対中国輸出】 【対インドネシア輸出】

シンガポールから近隣諸国へ
機械関連の輸出が多い。

↓
シンガポールをステップに
マレーシア・インドネシア市場など
近隣市場を視野に活動。

出典：シンガポール統計局
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ASEAN展開におけるパートナーの重要性

【メリット】
・パートナーが保有するASEAN地域での顧客
ネットワークを活用した営業ができる。

・現地人スタッフを管理しやすい。
・メンテナンス体制の早期構築が期待できる。
・現地特有の商慣習・法制度などに対応できる。

【とはいえデメリットも】
・利益率確保 ・信頼できる技術ノウハウがあるか ・技術流出の可能性 等

本日の特別講演会では、このパートナーシップの
重要性・有効性についてご講演いただきます。

・合弁会社
・技術供与
・代理店契約 など
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１ 事前・事後勉強会 ２ 現地研修会 ３ 工場見学

４、現地日系化学会社との
ネットワーキング

５、現地企業向け
プレゼンテーション

６、現地企業との
ビジネスマッチング

現地顧客・パートナー企業の発掘から、海外ビジネススキルアップ、
人脈形成までを一括してご提供。
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【開催概要】
日 程：2015年2月3日（火）～6日（金） ※事前・事後勉強会あり
場 所：シンガポール

主催：一般社団法人日本能率協会 アジア共・進化センター
共催： Singapore Business Federation

Singapore Manufacturing Federation

協力（予定）：公益社団法人化学工学会
化学工業日報社 シンガポール支局

運営協力 ：株式会社事業革新パートナーズ

後援（予定）：経済産業省、シンガポール経済開発庁
Association of Process Industry
Institute of Engineers, Singapore  ほか
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【共催団体について】
Singapore Business Federation

シンガポール最大の経済団体。外資企業を含め資本
金50万ドル以上の企業は入会が義務付けられており、
現在の会員企業数21,000社。政府と連携してビジネス
環境の向上を図るほか、会員企業向けにカンファレン
ス、人材育成、ビジネスマッチングなどの活動を行って
いる。

Singapore Manufacturing Federation

シンガポールの製造業企業の団体。会員企業数3,000
社。傘下に10の産業種ごとのグループがある。生産性
向上のための情報交換、セミナー、人材育成、ビジネ
スマッチングなどの活動を行っている。
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Singapore Business Federation との協力締結
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Singapore Manufacturing Federation との協力締結
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現地マスコミ報道

Straight  Times 紙（2014年10月10日号）
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アドバイザリー委員会

産業界の皆様にお集まりいただき本事業に関する
アドバイスをいただきます。

委員会役職 お名前 法人名・役職名 

委員長 小川 浩平 東京工業大学 名誉教授（元理事・副学長） 

副委員長 大川原 正明 大川原化工機株式会社 取締役社長 

委員 一瀬  知史 株式会社一ノ瀬 常務取締役 

委員 野田 秀夫 関西化学機械製作株式会社 代表取締役社長 

委員 西岡 光利 佐竹化学機械工業株式会社 代表取締役社長 

委員 中島 幹 綜研化学株式会社 取締役会長 

委員 里見 利夫 東京産業株式会社 代表取締役社長 

委員 安田 耕太郎 日本軽金属株式会社 取締役執行役員 

委員  松本 知華 松本機械販売株式会社 代表取締役 

 （50音順・敬称略）
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International Advisor
Dr. Tan Chin Nam
(シンガポール経済開発庁
長官など歴任）



【全体プログラム（予定）】

日程 会場 交通 時間 摘要

1月中旬 国内 午後 ①事前勉強会

2月2日（月） 航空機 午後
出国　　シンガポール航空　SQ633 予定
羽田（16：40発）→ シンガポール（23：05着）

午前 ②現地セミナー

午後１ ③現地有識者との懇談会

午後２ ④シンガポールケミカル会とのネットワーキング

午前 ⑤現地企業向けプレゼンテーション

午後 ⑥現地企業とのビジネスマッチング

午前 ⑦現地視察１

午後 ⑦現地視察２

午前 自由行動

午後
帰国　シンガポール航空  SQ634
シンガポール（14：05発）→ 羽田（21：35着）

２月下旬 国内 午後 ⑧事後勉強会

専用バス2月5日（木）

航空機2月6日（金）

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

2月3日（火） 専用バス

専用バス2月4日（水）
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① 事前勉強会

【予定プログラム】
１）プロセス産業に関するASEAN市場動向

２）効果的な商談/ プレゼンテーション方法及び注意点

３）ASEANにおける会計、税制

４）パートナーシップ手法及び注意点

５）参加者同士の懇親会

シンガポールでのプログラム開催に先立ち、事前準備に関
する項目について専門家を招聘しして、本プログラム参加
者向けのワークショップを実施します。

日 時： 2015年1月中旬
会 場： 日本能率協会ビル

（東京都港区芝公園）
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②現地研修会（セミナー）

日 時 ：2015年2月3日（火）9:30～12:00
会 場 ：Singapore Business Federation 

【講演予定】 （※日英逐次通訳）
１） シンガポール経済開発庁

（EDB: Economic Development Board)
プロセス政策担当

「シンガポールのプロセス産業政策」

2） シンガポール科学技術研究庁
（A*STAR: Agency for Science, Technology and Research)
化学工学研究所 担当

「シンガポールにおける化学技術開発」

3） 非日系プロセス関連企業 （講師選定中）
「化学メーカーのアジア事業戦略

～ASEANにおけるプロセス産業の現状と課題～」

シンガポール政府関係者・プロセス産業関係者を講師として
招聘し、最新の現地ビジネス事情を講演いただきます。
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③ 現地研修会（現地有識者との懇談会）

プロセス産業に関わる現地の第1人者を講師として招聘。
プログラム参加者との意見交換会を実施します。

日 時 ：2015年2月3日（火）13:00～15:45
会 場 ：Singapore Business Federation 

【予定プログラム】
１） 三菱重工業アジアパシフィック社

Regional General Manager    箕輪 忠氏
「ASEAN地域への展開と

シンガポールでのパートナーシップ」

2） ＪＧＣシンガポール
取締役社長兼CEO 田口 智朗氏
「エンジニアリング会社の現状と課題、

日系設備・システムメーカーへの助言」

3） 井上日星シンガポール
会長 細井 得一 氏

「ASEANにおける事業展開の現状と課題、
ローカルスタッフとの連携について」
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④ シンガポール・ケミカル会とのネットワーキング

シンガポール現地の日系化学関連企業 約９０社が加盟しているケミカル

会と連携。現地の経営幹部・生産技術関係者を一堂に会し、プレゼンテー
ションを通じた現地企業の課題・ニーズの発表と商談会参加者からの
ショートプレゼンテーション、また懇親会を通じた参加者同士のネットワー
キングを実施します。

日 時 ：2015年2月3日（火）16:00～19:00
会 場 ：Singapore Business Federation 
協 力 ：化学工業日報社 シンガポール支局

■予定プログラム
１） シンガポール・ケミカル会 代表挨拶

２） 「シンガポールにおける工場操業に関する現状と課題」
講師：選定中

３） 「参加企業紹介とシンガポール化学会社への提言」
講師：本プログラム 委員長／小川 浩平氏

４） 交流会 （※立食パーティ形式）
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【シンガポールに進出している日系化学メーカー 例】

Adeka (Asia) Pte.Ltd. Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd.

AGC Asia Pacific Pte. Ltd. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd

Asahi Kasei Plastics(S)Pte.Ltd Nippon Shokubai (Asia) Pte Ltd

Asahi Kasei Synthetic Rubber Singapore Pte. Ltd. Petrochemical Corporation of Singapore (Pte) Ltd

CHIYODA SINGAPORE PTE LTD Riken Technos International Pte. Ltd.

Daicel (Asia) Pte. Ltd. Sekisui Asia Pipe Solutions Pte Ltd

Denka Singapore Pte Ltd Shin-Etsu Singapore Pte Ltd

DIC Asia Pacific Pte Ltd Showa Denko Singapore (Pte.) Ltd.

Idemitsu Chemicals Southeast Asia Pte Ltd Sumitomo Chemical Singapore Pte.Ltd

IHI Asia Pacific Pte. Ltd. Teijin Polycarbonate  Singapore Pte.Ltd

JX NIPPON OIL & ENERGY ASIA PTE LTD The Polyolefin Company  Singapore Pte Ltd

Kansai Paint (Singapore) Pte Ltd Toagosei Singapore Pte Ltd

Kao Singapore Private Limited Toray International Singapore  Pte Ltd

KANEKA SINGAPORE Tosoh Asia Pte Ltd

Kuraray Asia Pacific Pte Ltd Toyo Ink Pan Pacific Pte Ltd

Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd Ube Singapore Pte Ltd

Mitsubishi Gas Chemical Singapore Pte Ltd Zeon Asia Pte Ltd
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⑤ 現地企業向けプレゼンテーション

主に現地のプロセス産業関係者を動員し、今回のプログラ
ム参加企業の製品・サービスをＰＲするとともに、パネル展
示を通じて参加者との交流を行っていただきます。

【主な来場動員対象】
・プロセス産業メーカー（石油化学、食品、医薬品、各種素材メーカーなど）
・エンジニアリング会社、プラントメンテナンス・サービス
・プロセス産業向け設備・システムメーカー
・商社、貿易会社

日 時 ：2015年2月4日（水）9:00～13:00
会 場 ：Singapore Business Federation 
定 員: 100名 （事前予約制・無料）

参加企業各社より、5分～7分程度のショート
プレゼンテーションを実施いただきます（英語）。

※発表資料は事前に事務局にご提出いただきます。
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⑤ 現地企業向けプレゼンテーション

【予定プログラム】※英語で実施

9:30～9:40 開会挨拶
Singapore Business
Federation

9:40～10:00

【基調講演】
日本のプロセス産業向け設備・システム
強みと特徴について

小川 浩平氏
／本プログラム

委員長

10:00～10:40
日本企業による製品紹介
ショートプレゼンテーション (1)

本プログラム参加企業
１～５社

10:40～10:50
休憩 （コーヒーブレイク）

10:50～12:10
日本企業による製品紹介
ショートプレゼンテーション (２）

本プログラム参加企業
６～1５社

12:10～12:15 閉会挨拶
大川原 正明氏
／本プログラム 副委員長

12:15～13:00 休憩 （ランチブレイク）
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シンガポールにおける現地プログラムでは、日本側参加者、シンガポール側
参加者双方がネットワーキングしやすい環境づくりを徹底します。

■ポスター展示（1枚） ■昼食（ランチブレイク） ■コーヒーブレイク

■交流会 ■個別ビジネスマッチング ■各種セミナー・座談会

【POINT】
・導線設計
・みやすさ
・わかりやすさ
・正確性 など

【POINT】
・参加者の嗜好
・時間設定
・会場選定
・おもてなし など

【POINT】
・導線設計
・時間設定
・会場選定
・寛ぎの雰囲気など

【POINT】
・司会進行・通訳
・雰囲気づくり
・参加者の嗜好
・おもてなし など

【POINT】
・スケジュール
・通訳
・機密性
・柔軟な対応

【POINT】
・会場選定
・スケジュール
・おもてなし

プロセス産業向け設備・システムASEAN販路拡大支援パッケージプログラムはセミ
ナープログラムや商談会の実施を軸に、ASEAN現地企業関係者と本プログラム参
加者の「出会い」・「ネットワーキング」を生み出す場であると考えます。長年にわた
る産業展示会の主催を通じてバイヤーと出展企業の出会いの場づくりをする日本
能率協会の知見を活用し、「出会いの場」を実現します。

【本プログラム参加料金に含まれるサービス】
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⑥ 現地企業とのビジネスマッチング

シンガポールの業界団体と提携し、参加企業の皆様のご要望をもとに顧客
対象企業、およびビジネスパートナー候補を招聘し、参加者の皆様との個別
ビジネスマッチングを実施します。

【事前ビジネスマッチングについて】
参加企業の皆様から事前にいただいた
マッチングのご要望に基づき、シンガポー
ル国内の見込顧客・ビジネスパートナー候
補企業とのビジネスマッチングを事前にア
レンジします。参加企業１社あたり、4～5本
のマッチングを予定しています。

日 時 ：2015年2月4日（水）13:00～17:30
会 場 ：Singapore Business Federation 
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【主なマッチング対象企業】
・プロセス産業メーカー ・エンジニアリング会社
・プラントメンテナンス・サービス・プロセス産業向け設備・システムメーカー
・商社・貿易会社など



⑥現地企業とのビジネスマッチング

【ビジネスマッチングの流れ】

①本プログラム参加申込後、どのような企業との
マッチングをご希望されるか詳細なアンケート
を実施。

②アンケートを元に、主催者・共催団体にて
シンガポールにおいてマッチング相手を募集します。

③主催者にてマッチング相手先の情報をもとに、
本プログラム参加企業と情報交換しながら
マッチングをセッティングします。

【協力：株式会社事業革新パートナーズ】

現地でのビジネスマッチング
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注）
商談は基本的に英語で実施さ
れます。通訳が必要な場合に
は別途手配をいたします。

（有料）



会場：Singapore Business Federation について

シンガポール市内中心部に立地。
セミナー会場・ビジネスマッチング会場に併設してポスター展示会場 兼 休憩ス
ペースを設置。休憩時や懇親会時に講師・来場者への製品ＰＲを円滑に実施
できるレイアウトを取ります。
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⑦ 現地視察

現地を代表する化学メーカー・製薬メーカーなどプロセス産業関連の工場、
またシンガポールにおける化学技術の開発を推進している政府関連機関を
訪問し、現地でしか掴めないニーズ・状況を獲得できます。

【工場見学】
現地に生産拠点を置く化学メーカー、製
薬メーカー等を訪問し、事業概要、生産
体制について説明を受けるとともに、プ
ラント設備を視察します。その際、プラン
ト責任者、エンジニアと意見交換を行い、
日系プラント設備・システムメーカーに
とっての事業機会を探ります。

【シンガポール科学技術研究庁（A*STAR) 】
A*STAR内に設置されている化学工学研究所は、技術力のある日本中堅・中小企業との
共同研究を活発化させたいと考えています。そこで同研究所への訪問も予定しています。

日 時 ：2015年2月5日（木）9:00～18:00
会 場 ：シンガポール国内 ２～３か所
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⑧事後勉強会

【予定プログラム】
１）商談会で収集したアンケート結果等についての分析結果について

２）商談会後のアフターフォローに関して

３）シンガポール以外のＡSEAN諸国に関するプロセス産業動向について

４）参加者懇親会

シンガポールでのプログラム実施のフォローアップを目的と
したワークショップを行います。

日 時： 2015年2月下旬
会 場： 日本能率協会ビル

（東京都港区芝公園）
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●参加基本料 (1名様 含 旅費・現地宿泊費)

¥６４８，０００－

●募集社数･････････････････････････････ 先着15社
最少催行社数（実施最低社数） ･････････ 10社

●参加申込締切日 2014年11月28日（金）
※募集社数に達した時点で締切らせていだきます。

また締切日を過ぎても受け付ける場合がありますが料金が変わります。

※上記の料金は、航空機は羽田空港発着、エコノミークラス利用、ホテル
はシングル利用の料金です。（シンガポール航空利用予定）

※ ビジネスクラスのご利用を希望の場合は、別途費用が必要です。
※１社から2名様以上参加の場合は、1名あたり ¥216,000-の参加者追加

料金をいただきます。

※2名様で参加の場合＝ ¥648,000＋¥216,000 = ¥ 864,000-
（1名様あたり¥432,000-）

※3名様で参加の場合＝ ¥648,000＋¥432,000 =¥ 1,080,000-
（1名様あたり¥360,000-)  
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●参加基本料金に含まれるもの （※印は消費税込です）
1)全体企画・事務費※
2)国内事前・事後研修費※
3)研修資料費※
4)エコノミークラス航空運賃（往復）
5） ホテル宿泊料金および税、サービス料金

・シンガポール中心部ホテル利用
・シングル利用/朝食付
・2月2日（月）夕刻チェックイン、2月6日（金）午前チェックアウト

6)空港施設使用料・海外空港税、燃油付加料金
7)展示用パネル印刷費１枚・プレゼンテーション参加料
8)全体通訳（全体行程のべ5名程度、各社個別利用不可）
9） 2月3日(火）～6日（金）の現地プログラム参加費
10） 事前マッチングアレンジ費
11） 2月3日（火）～４日（水）ランチ交流会参加費
12） 2月3日（火）現地日系化学メーカーとのネットワーキング （懇親会）参加費
13） シンガポールでの現地プログラムに明示した団体行動費 （バス等の移動経費）

（注）参加者追加料金には、上記の2)  3) 4) 5) 6)  7 ) 9) 11) 12) 13)
が含まれます。
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参加基本料金に含まれていないもの
1) 2月5日（木）・6日（金）の昼食
2）夕食費
3) 現地自由行動費
4) 任意海外旅行保険
5) 超過手荷物料金
6) 渡航手続諸経費（旅券印紙代など）
7) 天災不可抗力的事由により生じたる費用
8) 旅行取扱手数料（旅券および査証手続が必要な場合）
9)その他個人的費用等（クリーニング代、電話代、飲食代他）
10)羽田空港までの交通費及び出発日前日、帰着日時宿泊費
11)商談等での個別通訳費用
12)パネル展示作成用データ作成費
13) サンプル品等郵送・通関手続きに関するコスト
14）各社単独資料作成費・英訳費
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【特別タイアップ企画 インターネット無料販促企画】
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～本事業へのご支援を心よりお願いします～

【お問合せ】
一般社団法人日本能率協会 アジア共・進化センター
〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
TEL 03-3434-0998    FAX: 03-3434-8076 
Email :  asia@jma.or.jp 
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