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シンガポール通信～2019 年度予算案および税制改正の概要～
2019 年 2 月 18 日に、2019 年度シンガポール予算案および税制改正案が発表されました。
その中からシンガポール進出企業に影響のある事項についてレポートします。
１．予算案の基本コンセプト
2019 年度の GDP 成長率見通しは、2018 年度同様 1.5％～3.5％に据え置いています。①米
国を中心とした貿易摩擦

②中国の景気減速

③英国の EU 離脱懸念から、先行きが不透明

となっているものの、シンガポール国内における IT 分野、健康医療分野の成長、建設業界
の回復等により下支えされる見通しです。
シンガポール政府は予算案の基本コンセプトとして、今後予想される世界経済のアジアへ
のシフト、新技術へのシフト、人口層の変化（少子高齢化）等に備え、サイバーセキュリテ
ィの強化、イノベーション関連の税制優遇、高齢化対策として各種保障の充実等を掲げてい
ます。
２．税制改正の概要
基本コンセプトに則り、本年は 35 個の施策案が発表されました。その中から、日系企業
や駐在員に影響を与える事項について見ていきます。
（１）個人所得税関連
2018 年に雇用所得のあったシンガポール居住の納税義務者を対象に、200SGD を上限とし
て、所得税額の 50％をリベートとして付与することが発表されました。
また、駐在員に対する優遇制度である NOR（Not Ordinarily Resident）スキームの廃止
も発表されています。NOR スキームとは、地域統括責任のある人材を受け入れるために導入
され、課税所得についてシンガポールに滞在した日数に応じ日割り計算ができる等の優遇措
置です。2020 賦課年度より NOR スキームを廃止することで、シンガポール国民により平等
な就労機会を提供します。一方で、シンガポール政府が国外の優秀な人材を惹きつける環境
を提供し続けることも期待されています。なお、2019 年度中に NOR ステータスを申請・適
用された者は 2024 年度まで、すでに NOR ステータスを認められている者はそのステータス
を失効するまで優遇税制を受けることができます。
（２）イノベーション関連
シンガポール政府は、経済を活気に満ちた革新的なものとするため、企業および労働者の
能力向上のための予算を確保しています。新技術へのシフトを目指し、R&D（研究開発）補
助金（費用の 30％～70％）、R&D 費用にかかる 250％の損金算入を認めています。また、知
的財産取得費用やライセンス取得費用にかかる損金算入（費用の 200％、上限 10 万 SGD）や
所得控除により知的財産の創出を狙っています。知的財産の商業利用による知的財産所得に
対しても軽減税率（5％または 10％）を適用するなど、イノベーション関連の税制優遇が行
われます。ただし、当局への申請や事前承認を要するため、税制優遇を適用する際には注意
が必要です。
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（３）外国人労働者制限
サービス業において、全従業員数に対して雇用できる外国人従業員の比率が、来年以降段
階的に引き下げられることが発表されました。具体的には、Quota と呼ばれる外国人従業員
の採用可能枠が、WP（ワーク・パーミット※1）では、現行の 40％から 2020 年 1 月 1 日か
らは 38％に、2021 年 1 月 1 日からは 35％と段階的に引き下げられます。S パス（※2）につ
いても、現行の 15％から 2020 年には 13％に、
さらに 2021 年には 10％に引き下げられます。
WP は日本人対象外のため影響はありませんが、サービス業に従事する日本人の S パス保
有者はビザ更新時に注意が必要です。またサービス業への影響という観点では、外国人を多
く雇用している飲食業、小売業においてより影響が大きいものと考えられます。
※1：単純作業または建設現場労働者等
※2：専門職や管理職ではない一般職または技術職・作業職等
（４）その他の税制改正
①ディーゼル税
ディーゼル車の利用を抑制するため、2019 年 2 月 18 日からディーゼル税が 1 リットル
（※3）当たり 0.1SGD から 0.2SGD に引き上げられました。タクシーやバスの運行業者に
とっては、大幅な負担増となります。緩和策として、ディーゼル車特別税や道路税に対す
る減額やリベートが提供されます。更に、スクールバスについてはバス代への影響を軽減
するため、スクールバス運行業者に助成金が交付されます。
※3：2019 年 5 月 1 日時点ディーゼル 1 リットル当たり 1.920SGD（約 157 円）
②輸入 GST 免罪の厳格化
シンガポール国籍または永住権を持つ人が旅行先から物品（商品、贈答品、酒類および
タバコ類を除く市販食品）を持ち帰る場合、シンガポール出国から帰国までの時間に応じ
て免除される消費税（GST）上限が 2019 年 2 月 19 日厳格化されました。尚、各種ビザを
取得して滞在している外国人は対象外となります。
また、個人的な消費目的で酒類をシンガポールに持ち込む際に適用される免税枠が、こ
れまでの 3 リットルから 2 リットルに縮小されました。施行日は 2019 年 4 月 1 日で、18
歳以上であること、マレーシア以外の国に 48 時間以上滞在することなど、その他の要件
に変更はありません。
３．おわりに
シンガポール政府はイノベーション関連の税制優遇を掲げる等、積極的な投資を強化する
ことを公表しています。現在シンガポール進出を検討しているお客様がいましたら、現地コ
ンサル会社等紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
以上
【常陽銀行シンガポール駐在員事務所
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ベトナムホーチミン通信～ベトナム国外からの借入について～
近年ベトナムでは、日系企業の進出が増加するに従い、資金調達に関する照会も増加して
います。日系企業の資金調達方法としては、①親子ローン（親会社からの借入） ②海外の
金融機関からのクロスボーダーローン（海外の金融機関から直接ベトナム現地法人へ借入を
行う方法） ③現地金融機関からの借入があります。今回は、③の現地金融機関からの借入
と比べて、低金利で調達可能な①と②のベトナム国外からの借入についてレポートします。
１.「親子ローン」と「クロスボーダーローン」の手続き
借入期間が 1 年以内の短期ローンと 1 年を超える中長期ローンによって手続き方法は異な
りますが、おおまかな流れは下記となります。
ローン契約⇒中央銀行への借入登録（中長期ローンの場合）⇒借入金を資本金口座へ送金
（１）短期ローン
借入期間が 1 年以内の短期ローンは、
事前に中央銀行の借入登録等の煩雑な手続きは必要
ありません。原則的に、資本金や海外からの借入金を受入れるために使用される資本金口座
に借入金を入金する必要があります。また、短期ローンはロールオーバー（継続）を行うこ
とができず、借入期限内に返済する必要があります。仮に短期ローンを期限内に返済する事
ができない場合には、ローン期限延長契約の締結日から 30 日以内に中長期ローンとして中
央銀行に借入登録を行う必要があります。
（２）中長期ローン
中長期ローンを行う際には、下記 2 点が注意事項となります。
①借入期間が 1 年を超える中長期ローンは、中央銀行へ借入登録を行う必要があります
（中央銀行への借入登録は後述します）。
②ベトナムで現地法人がベトナム国外からの借入を行う際には、下記の範囲内で行う必要
があります。
借入可能額※1＝（投資登録証明書（IRC）に記載のある総投資額※2）－（資本金）
－（既存中長期ローン（ベトナム国内外からのローン含む））
※1 上記を超える額のローンを行いたい場合は、借入を行う前に投資登録証明書の変更手続
きを行い、資本金と総投資額を増額する必要があります。
※2 資本金の 3 倍が目安
２.中央銀行の借入登録方法
ベトナムの現地法人が海外から中長期ローンの借入を行う場合には、
当該企業は上記の通
り中央銀行へ事前に借入の申請を行い、登録証を取得する必要があります。申請はローン契
約を結んでから 30 日以内、かつ融資が実行される前に行わなければなりません。下記に記
載した申請書類を各省の中央銀行支店（例外：借入額が 1 千万 USD 以上の場合は中央銀行本
店）へ提出し、特段問題がなければ受理されてから 15 営業日後（土日や祝日は含まず）に
登録証が発行されることとなっています。この借入登録は海外の金融機関からのローンだけ
ではなく、海外親会社から借入を行う親子ローンの際にも必要となるため注意が必要です。
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【申請に必要な書類】
No.

書類名

備考
中央銀行のホームページからダウンロードまたは通

1

達 03-2016/TT-NHNH 付録 01 を使用。

申請書

現地法人代表者のサインと現地法人の法人印鑑の押
印が必要。

2
3

投資登録証明書（IRC）コピー

それぞれに現地法人代表者のサインと現地法人の法

企業登録証明書（ERC）コピー

人印鑑の押印が必要。

ローン契約書コピー

※3

ベトナム語版

(4)

(保証に関する書類)

(5)

(資金の使い道の確認資料)

それぞれに現地法人代表者のサインと現地法人の法
人印鑑の押印が必要。
ローン契約書に保証の文言及び保証人のサインと印
鑑があれば、不要。
IRC に記載された事業分野への運転資金ではない場合
は別途、提出が必要

※3 ローン契約書（原本）には貸主（親会社・金融機関等）および借主（現地法人）・保証
人（保証人がいる場合）の代表者のサイン及び法人印鑑の押印が必要となります。
３.その他の留意点
・申請書には借入金の送金日を記載しますが、記載の日付より前後 10 日以上のずれが発生
（早いまたは遅い）する場合には借入登録を再度行わなければなりません。従って、余裕
を持った送金日を設定することが必要です。
・融資金は資本金口座に入金する必要があります。
・中央銀行への登録を行わないと罰金の対象となる可能性や、ローンの返済ができない可能
性があるので注意が必要です。
・所要日数は、書類の訂正や作成に時間を要する事が予想されるため、余裕を持ったスケジ
ュールで進めていく必要があります。
４.おわりに
ベトナム現地法人が海外からの借入を行う際の手続きについて説明しましたが、あくまで
も上記は中央銀行ホーチミン支店での例となります。各省の中央銀行支店によっても提出書
類が増減したり、手続きが異なったりする可能性があります。更には担当者によっても手続
きが異なる場合もあります。ベトナムで借入を行う際には都度、関連機関や金融機関に確認
ください。
以上
【ヴィエティンバンク
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アセアン駐在員コラム

アセアン駐在員コラムでは、東南アジア各国で生活している駐在員や現地スタッフからの情報を
毎月発信しています。

【シンガポール】～ウビン島について～
ウビン島は、シンガポールの玄関口であるチャンギ 【ウビン島でのサイクリングの様子】
空港の近くに位置しており、マレーシア国境付近に
浮かぶ島です。本島から船（片道 3SGD）で 10 分程
度で到着します。シンガポールらしいマリーナ、オ
ーチャードエリアやセントーサ島とは違い、緑豊か
で野性味の溢れるウビン島は、都会の喧騒を忘れさ
せてくれます。
週末には、観光客よりも現地人や外国人駐在員が
多く訪れサイクリングでリフレッシュをしていま
す。島内を進んで行くと、野生の猿、オオトカゲ、
イノシシにも遭遇することもあり、東南アジアらしさを実感することができます。
シンガポールご訪問の際、ウビン島サイクリングや自然を感じるなど、一味違うシンガ
ポールを体験してみてはいかがでしょうか。
（常陽銀行シンガポール駐在員事務所

現地スタッフ

関

順）

【ベトナム】～ごみ削減への取組み（スーパーでの食品包装事情）～

ハノイの一部スーパーにおいて、環境問題対策

【バナナの葉で包装された野菜】

の一環として、野菜の包装に、バナナの葉が使用
され始めました。バナナの葉を使用することで、
今まで野菜の包装で使用されていたナイロンや
プラスチックなどの環境に有害なごみの使用量
を削減し、環境保全を目指しています。また、バ
ナナの葉で包装することで、野菜の新鮮さを際立
たせ消費者の購買意欲を促すなど、消費者にも好
評です。
さらに、これらのスーパーは、ハノイ近郊の農家からバナナの葉を購入しており、農家の
所得向上にも貢献しています。深刻な環境汚染問題に直面しているベトナムにおいて、この
取組みは高い評価を得ており、ベトナム国民の環境問題に対する意識改革に繋がっていくよ
う期待しています。
(常陽銀行ハノイ駐在員事務所
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【タイ】～タイの旧正月・ソンクラーン～
【バンコク市内の水かけ祭り】
4 月 13 日から 15 日はタイの旧正月で、ソンクラ
ーンと呼ばれる伝統行事が行われます。タイ人の
多くは実家に里帰りし、家族や先祖が眠るお寺の
仏像などに、幸福や幸運祈願のため水かけを行い
新年を祝います。敬虔な仏教徒が多いタイ人にと
って、ソンクラーンは大切な行事となっています。
ソンクラーンは日本では水かけ祭りとして有名
ですが、この時期はタイ全土で水をかけ合うイベ
ントが開催されています。バンコク市内で水かけが大規模に行われているところでは、大
通りが歩行者天国となり、大人から子供まで多くの人が集まり、大きな声をあげながら水
鉄砲で水をかけ合います。「この日ばかりは無礼講」と派手に水をかけ合う光景はまさに
圧巻です。冷たい水をかけられて嬉しく楽しいと思える雰囲気はタイならではと感じまし
た。
（足利銀行バンコク駐在員事務所

駐在員

塚本

修平）

【フィリピン】～ホーリーウィークについて～

アジアの中でも最もキリスト教徒の多い国が

【祝日期間中の閑散とした街の様子】

フィリピン。ホーリーウィーク（2019.4.18～
4.21）は、キリストが金曜日に処刑されて、日曜
日に復活するという聖書の話に対して、宗教行事
が行われる祝日期間を指します。
ホーリーウィーク期間中は、会社や学校、ショッ
ピングモール、レストランなどフィリピン資本の
お店は全て休業となり、驚くほど街中は閑散とし
ます。唯一頼れるのは、ファーストフード店やコ
ンビエンスストアのみで、ホーリーウィークが始まる前に、食料や生活用品を多く買い
込むことが必要となります。フィリピン国民（キリスト教徒信者）のほとんどが家で過
ごし、実家に帰っている人も多く見受けられました。ホーリーウィークは、日本におけ
るゴールデンウィークと言ったところでしょうか。
（BDO ユニバンク
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アセアン各国株式市場・為替情報（4 月）
アセアンの株式・為替市場の動向について（4 月）
株式市場
国

株価指数

シンガポール
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
インド

ST指数
KLCI総合指数
SET指数
フィリピン総合指数
ジャカルタ総合指数
SENSEX指数

⽉末株価

3,400.20
1,642.29
1,673.52
7,952.72
6,455.35
39,031.55

⽉間
騰落額

⽉間
騰落率

通貨単位

為替市場
⽉末為替
レート（円）

187.32 5.83% 1シンガポールドル
▲1.34 ▲0.08％ 1リンギット
34.87 2.13% 1バーツ
31.79 0.40% 1ペソ
▲13.40 ▲0.21％ 100ルピア
358.64 0.93% 1ルピー

81.88
26.93
3.49
2.15
0.78
1.60

⽉間
騰落額

⽉間
騰落率

0.12 0.14%
▲0.20 ▲0.73％
0.00 ▲0.03％
0.04 1.79%
0.01 0.66%
0.00 ▲0.06％
出所：Bloomberg

【株式市場】
 シンガポール：米中協議進展期待などから年初来高値を更新
中国経済指標の改善を受け香港・中国株が上昇し、不動産や金融株などが幅広く
買われた。2 日、年初来高値を更新。その後も米中協議の進展や中国景気対策への
期待が広がったことや原油高を受け関連銘柄が上昇。緩やかに続伸し年初来高値を
日々更新し、シンガポール ST 指数は前月比 5.83％で取引を終了した。
 マレーシア：外部要因により下落基調も、下旬にかけて持ち直し
米中経済統計や米中貿易協議進展期待を好感し上昇した後、中旬以降は IMF によ
る世界経済見通し引下げ懸念から下落基調で推移。下旬に入ると、通貨安や原油高
の恩恵銘柄が物色され堅調に推移し、マレーシア KLCI 指数は▲0.08％で取引終了し
た。
 タイ：ASEAN 議長国の成果期待や福祉政策の好感で年初来高値を更新
アジア株上昇の流れに乗って上昇基調で推移。ASEAN 議長国として「ASEAN シング
ルウインドー」構築の合意を受け、成果期待から続伸。低所得者向けの福祉政策の
報道を受け 18 日には年初来高値を更新。タイ SET 指数は前月比 2.13％で取引を終
了した。
 フィリピン：約 1 ヶ月ぶりの安値も、利下げ観測が下支え
建設業ロードマップの発表やアジアのカジノ企業の業績改善期待が台頭し大幅上
昇。しかし、カジノやレストランの業績低迷懸念が急浮上したことや、国内小売大
手の決算が市場予想を下回り大幅反落。下旬には利下げ観測が台頭し落ち着きを取
り戻し、フィリピン総合指数は前月比 0.40％で取引を終了。
 インドネシア： 方向感乏しく推移も、大統領再選を好感
ジャカルタ総合株価指数は、6,400pt～6,500pt 程度で方向感に乏しく推移。マレ
ーシア政府が発表したパームオイルの在庫が市場予想を大幅に下回り下落するも、
大統領選挙で現職のジョコ大統領の再選を受け反発。ジャカルタ総合株価指数は前
月比▲0.21％で取引を終了。
 インド：モディ政権人気、好決算発表で史上最高値を更新
米中協議進展期待やパキスタンとの軍事紛争で「強いリーダー」としてモディ首
相人気が高まり、2 日に史上最高値を更新。高値更新後、世界経済見通し引下げに
より反落。IT 企業の好決算や原油安が追い風となり、16 日に史上最高値を再更新。
月末にかけて調整し、インド SENSEX 指数は前月比 0.93％で取引を終了した。
【常陽銀行シンガポール駐在員事務所
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アセアン各国ニューストピックス
◎経済












シンガポール
・アジア太平洋の M&A、米中摩擦で 5 年ぶり低水準（4/5）
・リーマン危機以来の低水準に 経済成長率、米中摩擦の影響色濃く（4/15）
・19 年の労働コスト 2％上昇、金融庁が予測（4/30）
マレーシア
・19 年下振れも 20 年は回復 アジア開発銀行、民間投資の回復期待（4/11）
・マレーシア、欧州との自由貿易交渉を凍結（4/18）
・19 年成長予測は 4.5～4.7％ 弱含みも上期で底打ち（4/29）
タイ
・第三国市場で日中協力が始動 企業参加の初イベント、タイ開催（4/3）
・世銀が政権発足遅れを懸念 成長予測 3.8％、民間投資に影響も（4/26）
・PPP6 案件、3000 億円が年内に申請見込み（4/30）
インドネシア
・中銀の消費者信頼感指数、3 カ月連続低下（4/8）
・3 月の貿易収支、2 カ月連続で黒字（4/16）
・国営企業の経営が向上、赤字企業が減少（4/22）
フィリピン
・18 年の対 GDP 比政府投資 5.4％、過去最高（4/13）
・PEZA、住宅含む総合的な経済特区開発へ（4/22）
ベトナム
・S&P がベトナムの長期格付けを 9 年ぶりに引き上げ（4/9）
・対米輸出、台湾とベトナムで急増 各地で輸出拠点の分散が加速か（4/16）
・国会は 5 月 20 日開幕、6 法案成立へ（4/18）

◎その他












シンガポール
・カジノ税と入場税を引き上げ、依存防止へ（4/5）
・ヘン氏が 5 月から副首相、次期首相ほぼ確実 (4/24）
・公共交通 SMRT で大量辞職、8 カ月で 30 人超（4/30）
マレーシア
・ハラル展、和牛に関心高く 見本市に日本パビリオンが出展（4/4）
・MARii オートショー開幕 首相、
「第 3 の国民車」再度強調（4/12）
タイ
・北部のヘイズ問題、8600 人以上が健康被害（4/9）
・外国航空会社の運航遅延、補償を義務化へ（4/11）
・地方観光促進へ、旅行者に 1500 バーツを給付（4/24）
インドネシア
・日本人学校チカラン校で第 1 回入学式 小中学部で計 52 人が入学・編入（4/22）
・同日選挙の問題点次々、死者は 119 人に（4/25）
フィリピン
・北部民家で邦人男性が死亡、殺人事件で捜査（4/15）
・マニラで M6.1 の地震、首都圏で今年最大か（4/23）
ベトナム
・日独へ介護人材輩出を積極化 地場企業、ハノイ 3 カ所に施設（4/10）
・元ベトナム国家主席レ・ドク・アイン氏死去（4/24）
（出所：各種新聞、雑誌）
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JP 日 本

MY マ レ ー シ ア

TH タ イ
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めぶきＦＧアジアネットワーク
お客様の海外進出をサポートするため、様々な機関や外国銀行と業務提携を結び、支援体
制の強化を進めています。
◎業務提携先一覧
提携先

常陽

足利

中国銀行（中国）

●

●

交通銀行（中国）

●

中国信託商業銀行（台湾）

●

カシコン銀行（タイ）

●

バンコック銀行（タイ）

●

バンクネガラインドネシア
（インドネシア）

主な業務内容
中国国内情報の提供および各種金融サービスの提供
台湾情報の提供および各種金融サービスの提供

●

タイ国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●
インドネシア国内情報の提供および各種金融サービスの提供

CIMB ニアガ銀行

●

（インドネシア）
ヴィエティンバンク
（ベトナム）
ベトコム銀行（ベトナム）
ベトナム外国投資庁
（ベトナム）
BDO ユニバンク（フィリピン）

●
●

●
ベトナム関連セミナーの開催協力

●

ベトナム進出に関する各種支援、投資関連情報の提供

●

メトロポリタン銀行

●

（フィリピン）
インドステイト銀行

ベトナム国内情報の提供および各種金融サービスの提供

フィリピン国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●

●

インド国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●

●

メキシコ国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●

●

日本貿易振興機構（JETRO）

●

●

海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供

国際協力機構（JICA）

●

●

途上国での海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供

国際協力銀行（JBIC）

●

日本貿易保険（NEXI）

●

（インド）
バナメックス（メキシコ）
アグアスカリエンテス州政
府ほか（メキシコ）

中小企業基盤整備機構

メキシコに関する現地市場調査
投資情報の提供

海外展開支援融資の提供

●

輸出取引を行う際の海外取引リスクに備える各種貿易保険の提供

●

海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供

東京海上日動火災保険

●

●

海外リスク情報等の提供

損保ジャパン日本興亜

●

●

リスクマネジメントコンサルティングサービスの提供

三井住友海上火災保険

●

●

各種損害保険の提供

セコム

●

海外での安全システム・防犯危機商品の提供

綜合警備保障

●

海外セキュリティーサービスの提供
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◎めぶきＦＧ海外駐在員事務所
63 Market Street, #11-03 Bank of Singapore Centre
常陽銀行シンガポール駐在員事務所

Singapore 048942
TEL:+65-6225-6543
5th Floor, Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh

常陽銀行ハノイ駐在員事務所

Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
TEL:+84-24-3218-1668

常陽銀行上海駐在員事務所
常陽銀行ニューヨーク駐在員事務所

上海市延安西路 2201 号 上海国際貿易中心 1901 室
TEL:+86-21-6209-0258
712 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10019
TEL:+1-347-686-8420
Suite 1601, 16th Floor, Tower 2, The Gateway,

足利銀行香港駐在員事務所

Harbour City, Kowloon, Hong Kong
TEL:+852-2251-9475
689, Bhiraj Tower at Emquartier, 27th Floor, Room

足利銀行バンコク駐在員事務所

No.2714, Sukhumvit Road, Klongton-nue, Wattana,
Bangkok, Thailand 10110
TEL:+66-2-261-2852

【アジア全域】
○日本貿易保険、損害保険ジャパン日本興亜、
東京海上日動火災保険、三井住友海上火災
保険によるリスクマネジメント
○日本通運による物流サポート
○セコム、綜合警備保障によるセキュリティ
コンサルティング
○沼尻産業、ユーユーワールドによる輸出支
援サービス
○アリババによる海外販路開拓サービス
○国際協力銀行による中堅・中小企業海外事
業安定化支援
○ハラル・ジャパン協会によるハラルに関す
るコンサルティング

【中国】
○上海駐在員事務所によるサポート
○香港駐在員事務所によるサポート
○中国銀行、交通銀行による金融サービス提供

【台湾】
○中国信託商業銀行による金融サービス提供
【ベトナム】
○ハノイ駐在員事務所によるサポート
○ヴィエティンバンク、ベトコム銀行による
金融サービス提供
○ベトナム外国投資庁による各種情報提供
【フィリピン】
○BDO ユニバンク、メトロポリタン銀行による
金融サービス提供

【インド】
○インドステイト銀行による金融サービス提供

【タイ】
○バンコク駐在員事務所によるサポート
○カシコン銀行、バンコック銀行による金融
サービス提供
○ジェイ・ウィル・グループによる進出支援

【インドネシア】
○バンクネガラインドネシア、CIMB ニアガ銀行
による金融サービス提供

【シンガポール】
○シンガポール駐在員事務所による同国および
周辺諸国へのサポート
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【FBC 江蘇 2019 ものづくり商談会 in 相城】
日

程

2019 年 5 月 22 日（水）～23 日（木）

開催国

中国（江蘇省蘇州市）

会

場

蘇州在水一方大酒店

概

要

本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対
象とする商談会で、約 200 社の出展企業が 2 日間にわたり自社製品等を PR し、約
1 千名のバイヤー来場を予定しています。
出展申込期間は終了しましたが、当日来場をご希望される方は、以下の照会先ま
でご連絡ください。

費

用

URL
照会先

3,000 人民元／1 コマ（FBC 上海 2019 ものづくり商談会ご出展企業様は無料）
www.ecfna.com/Uploads/pdf/data/fbcxc2019_jp.pdf
常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730
または、海外進出相談フリーダイヤルまで
TEL 0120-5931-28

【第 11 回 香港･華南地区 日系企業ビジネス交流会】
日

程

2019 年 6 月 14 日（金）

開催国

香港

会

ニューワールドミレニアム香港ホテル（旧ホテル日航香港）

場

2F / Grand Ballroom
概

要

香港に拠点を持つ日本の地方銀行（16 行）が協力し、11 回目となる「香港・華南
地区 日系企業ビジネス交流会」を香港で開催致します。お取引先様からの「変化
の激しい中国のビジネス環境について役立つ情報が欲しい」、「同じ環境下で頑張
っている日系企業同士のネットワークを広げたい」との共通のニーズにお応えす
るもので、今回より香港・華南地区に進出されていないお取引先様も参加いただ
けます。参加申込の締切は 4 月 25 日（木）となります。

費

用

お一人様

300 香港ドル

照会先

足利銀行

香港駐在員事務所

TEL+852-2251-9475
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【Mfair バンコク 2019 ものづくり商談会】
日

程

2019 年 6 月 19 日（水）～21 日（金）

開催国

タイ：バンコク

会

場

BITEC Hall 105

概

要

製造業（タイでの部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業）やソリューショ
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）を対象に商談会
を開催いたします。大手製造業企業と直接商談できるバイヤーズエリアやタイ企
業とのマッチングサポートがあり、新たなビジネスを創出するきっかけの場とし
てご利用いただけます。

URL
照会先

http://www.mfairshow.com/
足利銀行 バンコク駐在員事務所 TEL +66-2-261-2852

【FBC 広東 2019 ものづくり商談会 in 南海】
日

程

2019 年 7 月 24 日（水）～25 日（木）

開催国

中国（広東省仏山市）

会

場

インターコンチネンタルホテル仏山

概

要

本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対
象とする商談会で、約 200 社の出展企業が 2 日間にわたり自社製品等を PR し、約
2 千名のバイヤー来場を予定しています。
ご出展を希望される方は以下の照会先までご連絡ください。
出展申込期間は 4 月 30 日（金）までとなります。

費

用

URL
照会先

3,000 人民元／1 コマ（FBC 上海 2019 ものづくり商談会ご出展企業様は無料）
www.ecfna.com/Uploads/pdf/data/fbcnh2019_jp.pdf
常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730
または、海外進出相談フリーダイヤルまで
TEL 0120-5931-28

13

MEBUKI ASEAN REPORT

Vol. 8

【FBC ホーチミン 2019 ものづくり商談会】
日

程

2019 年 10 月 10 日（木）～11 日（金）

開催国

ベトナム：ホーチミン

会 場

Phu Tho Indoor Sports Stadium

概

ベトナムでの部材調達や販路拡大を目的とする製造企業、製造企業にサービスや

要

製品を提供するソリューション企業を対象に、商談会を開催いたします。
Web 上で商談の事前申込と顧客マッチングを行うことで、計画的かつ効率的な商
談を行うことが可能となります。また、大手製造企業と直接商談できるバイヤー
ズエリアや、在ベトナム日系企業・ベトナムローカル企業に対し自社事業、製品
を PR することが出来ることから、新たなビジネスを創出するきっかけの場とし
てご利用いただけます。
出展申込期間は 2019 年 7 月 19 日（金）までとなります。
URL
照会先

http://fbchcm.factorynetasia.com
常陽銀行ハノイ駐在員事務所

TEL +84-24-3218-1668

常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730
または、海外進出相談フリーダイヤルまで

TEL 0120-5931-28

【FBC 上海 2019 ものづくり商談会】
日

程

2019 年 10 月 23 日（水）～25 日（金）

開催国

中国

会

場

上海新国際博覧中心（上海市）

概

要

本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対
象とする中国最大級の商談会で、約 400 社の出展企業が 3 日間にわたり自社製品
等を PR し、約 3 千名のバイヤー来場を予定しています。
出展対象は、自動化・ロボット、自動車関連、電子電機、環境・省エネ、機械設
備など製造業全般となっています。
ご出展を希望される方は以下の照会先までご連絡ください。
出展申込期間は 2019 年 7 月 31 日（水）までとなります。
なお、本商談会のご出展企業は、以下についても無料で出展可能となります。
○FBC 江蘇 2019 ものづくり商談会 in 相城（2019 年 5 月 22 日～23 日）
蘇州在水一方大酒店（江蘇省蘇州市）
○FBC 広東 2019 ものづくり商談会 in 南海（2019 年 7 月 24 日～25 日）
インターコンチネンタルホテル仏山（広東省仏山市）

費

用

URL
照会先

当行経由で申込の場合 8,500 人民元／標準コマ（約 9 ㎡）
www.ecfna.com.fbcsh
常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730
または、海外進出相談フリーダイヤルまで
TEL 0120-5931-28
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【Food Japan 2019】
日

程

2019 年 10 月 31 日（木）～11 月 2 日（土）

開催国

シンガポール

会 場

Suntec Singapore Convention ＆ Exhibition Centre

概

Food Japan は、ASEAN 市場最大級の日本の食に特化した見本市です。

要

出展対象は、農林水産品、加工食品・飲料、食器・ 伝統工芸品、調理器具、食
品機械、店舗設備、食品素材、アグリイノベーション、ほかサービスです。ASEAN
市場の商品開発者(食品メーカー)、食品・飲料仕入れ責任者(レストランオーナ
ー、ホテル、スーパー・小売、商社・卸)との商談の場、最終日は一般消費者へ
のダイレクトなマーケティングの場、販売の場として機能します。
出展申込期間は 2019 年 7 月 31 日（水）までとなります。
URL
照会先

http://www.oishii-world.com
常陽銀行 シンガポール駐在員事務所 TEL +65-6225-6543
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730
または、海外進出相談フリーダイヤルまで
TEL 0120-5931-28
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