平成 30 年 3 月 5 日
各 位
株式会社八十二銀行

「タイ日系企業ビジネス交流会」の開催について
八十二銀行（頭取 湯本 昭一）はタイ・バンコクにおいて、地方銀行 18 行と共同で「タ
イ日系企業ビジネス交流会」を開催いたします。今回で 3 回目の開催となり、日系企業対象
としてはタイ最大規模の交流会です。
タイに進出しているお取引先に日系企業間の情報交換の場を提供することで、ビジネスの
拡大をサポートいたします。
以下に概要をお知らせいたします。
【交流会の概要】
開催日時

平成 30 年 5 月 11 日（金）18：00～21：00

会

場

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 2 階 Thai Chitlada Grand Ballroom
（住所：199 Sukhumvit Soi 22, Klongton, Klongtoey Bangkok 10110）

内

容

【セミナー】 18:00～19:00
テーマ：
「タイ人と働く」
講 師：MEDIATOR CO.,LTD
言 語：日本語
【交 流 会】 19:30～21:00

対

象

タイ国内に拠点を有する法人

募集企業数

CEO ガンタトーン ワンナワス 氏

全体で約 600 名（先着順）

参加費用

2,000 タイバーツ／１名
（渡航費・宿泊費・通訳費等は別途参加企業負担となります）

主

八十二銀行（以下 50 音順）
、足利銀行、大垣共立銀行、京都銀行、群馬銀行、
山陰合同銀行、滋賀銀行、清水銀行、十六銀行、千葉銀行、中国銀行、
広島銀行、百五銀行、福井銀行、福岡銀行、北都銀行、北洋銀行、北陸銀行、
横浜銀行

催

申込方法

平成 30 年 4 月 9 日（月）までに E-mail にてお申込み下さい

※ 詳細につきましては別紙をご覧ください。
以 上

「タイ日系企業
タイ日系企業ビジネス
日系企業ビジネス交流会
ビジネス交流会」
交流会」開催のご
開催のご案内
のご案内
拝啓 時下益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申
し上げます。

さて、八十二銀行では、タイに拠点を持つ地方銀行 18 行と共同でタイに進出されている企業様
向けに交流会を開催いたします。本会は二部構成となっており、前半ではタイに進出する日系企
業を支援している MEDIATOR Co.,Ltd. CEO のガンタトーン ワンナワス氏によるセミナーを行い
ます。
後半は、北海道から九州まで日本全国の地方銀行が主催する、日系企業対象としてはタイ最大
規模の交流会を開催致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
敬具
【概 要】
名

称

「タイ日系企業ビジネス交流会」

開催日時

2018 年 5 月 11 日（金）18：00～21：00（受付開始 17：30）

会

場

Bangkok Marriott Marquis Queen's Park 2階 Thai Chitlada Grand Ballroom
(199 Sukhumvit Soi 22, Klongton, Klongtoey Bangkok 10110)
http://www.marriott.com/hotels/maps/travel/bkkqp-bangkok-marriott-marqui
s-queen's-park/

内

容

①セミナー (18：00～19：00)
テーマ： 「タイ人と働く」
講 師： MEDIATOR CO.,LTD CEO ガンタトーン ワンナワス氏
言 語： 日本語
②ビジネス交流会 (19：30～21：00)
内 容：着席形式および業種別テーブルによる情報交換会

定

員

600 名(各行 30 名、定員になり次第、お申し込みを締め切らせていただきます)

参加費用

お一人さま 2,000 バーツ

主

バンコクに拠点を有する地方銀行19行の共催
足利銀行、大垣共立銀行、京都銀行、群馬銀行、山陰合同銀行、滋賀銀行、
清水銀行、十六銀行、千葉銀行、中国銀行、八十二銀行、広島銀行、百五銀行、
福井銀行、福岡銀行、北都銀行、北洋銀行、北陸銀行、横浜銀行 (五十音順）

催

【参加お申込み】
1. 申込方法：参加申込書に必要事項をご記入の上、E メールにてご提出下さい。
提出先アドレス:八十二銀行バンコク駐在員事務所 bcj05828@nifty.com
2. 申込期限：2018 年 4 月 9 日(月)
【お問合せ窓口】
八十二銀行 市場国際部
＜担当：高橋・伊藤＞
八十二銀行 バンコク駐在員事務所 ＜担当：松本＞

TEL：026-224-5785
TEL：+66-(0)2-261-8226

申込み締切：2018年4月9日（月）

「タイ日系企業ビジネス交流会」参加申込書
開催日：2018
開催日：2018年5月11日
：2018年5月11日（
年5月11日（金） 会場：
会場：Bangkok Marriott Marquis Queen's Park 2階 Grand Ballroom
年

申込日

■貴社名・概要
会社名
(タイ）

日本本社名
（親会社など）

住所

住所

月

日

取扱商品紹介
（50文字以内）

業種

■希望面談 業種
(右番号より選択下さい）

業種選択

①自動車
②電機・機械
③卸・小売

④飲食・食品
⑤物流
⑥サービス

⑦その他
（

＜希望面談 業種 について＞
について＞
①本ビジネス交流会は、「着席形式」および「業種別テーブル」を予定しており、上記の希望面談業種別のテーブルにて、当日のお席をご用意
させていただきます。
②希望面談業種は、貴社業種と異なった業種でも結構です。面談を希望される「業種」をご選択ください。
③尚、人数やテーブル配置の都合により、一部、希望と異なる業種の方と同じテーブルとなる可能性がございます。

■参加予定者名： 下記「
下記「確認事項」
確認事項」に同意の
同意の上、「タイ
、「タイ日系企業
への参加を
みます。
タイ日系企業ビジネス
日系企業ビジネス交流会
ビジネス交流会」
交流会」への参加
参加を申し込みます。
お名前

e-mail

お役職

当日連絡先tel

<ご参加
<ご参加にあたってのご
参加にあたってのご確認事項
にあたってのご確認事項＞
確認事項＞
①本申込書に記載された会社名(日本/タイ)、取扱商品は、日系企業ビジネス交流会「参加企業リスト」に掲載します。
また、本交流会の参加者に、情報を公開・事前配布させていただきます。
②参加企業様間の面談等につきましては、自社の判断と責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。
③本交流会開催後、特定の企業様とご面談された事実が第三者に伝わった結果生じたトラブル等につきましては、一切責任を負いかねます。
④本交流会の参加費として、１名様２，０００タイバーツを当日会場受付にてお支払いください。
⑤本申込書により取得しました個人情報につきましては、主催銀行にて本交流会の運営の為のみに利用します。
※尚、本申込書は参加者1名様に対し、1枚の作成をお願いいたします。
同一企業様より複数名ご参加いただく場合は、お手数をおかけしますが、本申込書も複数枚作成いただきたく、お願い申し上げます。

■領収書： 領収書が必要な方は、以下にご住所、TAX ID(タイ現地法人のお客様のみ）をご記入願います。
領収書宛先 ご住所
TAX ID

）

