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フィデアホールディングス株式会社

「FBC アセアン 2021 ものづくり商談会」出展社募集について

フィデアグループの株式会社荘内銀行（取締役頭取 田尾 祐一）および株式会社北都銀行
（取締役頭取 伊藤 新）は、タイ王国及びベトナム社会主義共和国（以下、タイ、ベトナム）にお
いて、NC Network Group / Factory Network Asia Group 主催のもと、当行を含むおよそ 30 団
体(予定)との共催で「FBC アセアン 2021 ものづくり商談会」を開催するにあたり出展社を募集いたし
ます。
当商談会は、製造業及び製造関連企業のタイ・ベトナムでの部品調達や販路拡大、ビジネスパート
ナーの発掘等をサポートするため、全国の各団体が相互に協力し、在タイ・ベトナムの日系企業、地元
企業及び他の出展企業との商談の場を提供いたします。
フィデアグループは、今後もマッチング機会の充実などを通じて地元企業の海外ビジネスを積極的にサ
ポートし、地域経済の活性化に貢献してまいります。

1.

名

称

FBC アセアン 2021 ものづくり商談会
(FBC:Factory network Business Conference)

2.

日

時

2021 年 9 月 9 日(木) ～ 10 日(金)の２日間 9:00～17:00(現地時間)

3.

会

場

オンライン参加のほか、現地から参加の場合は、
タイ：バンコク市内のホテル・会議室
ベトナム：ハノイ市 National Exhibition Construction Center(予定)

4.

主

催

NC Network Group / Factory Network Asia Group

5.

共

催

当グループを含む地方銀行、自治体などおよそ 30 団体程度を予定

6.

出展対象

＜製造業＞タイ・ベトナムでの部品調達、販路拡大を目的とする企業
（金属製品、自動車・鉄道・船舶製品、鉄鋼業、非鉄金属、一般機械器具、電
気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具、繊維・
繊維製品、化学工業、プラスチック・ゴム製品、石油・石炭製品 など）
※ BtoB で部品・製品を製造・加工している企業
（次ページに続く）
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 3-1-24
http://www.fidea.co.jp/
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＜ソリューション企業＞製造業にサービス、製品を提供する非製造業
（商社、IT(ソフト開発)、人材、物流、工業団地など）
7.

出展社

タイ 150 社(予定)、ベトナム 150 社(予定)

※オンライン出展社を含む

8.

来場者

タイ 300 名(想定)、ベトナム 3,000 名(想定) ※オンライン参加者を含む

9.

出展に関するお問合せ、お申込み
【荘内銀行】営業推進部 地方創生室(TEL:023-626-9050) 担当：槙・髙橋
【北都銀行】営業推進部 地方創生室(TEL:018-837-1701) 担当：田中

10. 申込期限

2021 年 7 月 10 日(土)

11. 出展料金

別紙募集チラシをご参照ください。

12. 商談会特徴 ①オンライン出展でも平均 8 件の商談数
2020 年の FBC では、オンライン出展企業でも多くの商談が実現。
タイ・ベトナムの越境マッチングを通じて、成約に至ったケースもあり。
②ASEAN からの部品調達を希望する部品商社をバイヤー誘致
日本の多くの部品商社が、中国から ASEAN へ調達先の切替を検討しています。
FBC アセアンでは、特に在日本の部品商社のバイヤー誘致に注力します。
③来場者の登録情報を開示、商談申込が可能
2021 年度の FBC では、来場者の情報を事前に開示します。出展企業から来場者に
商談申込が可能となり、これまでの実績以上のマッチング商談活性化を期待していま
す。
④大手バイヤー企業も参加、ベトナムローカル企業が多数参加
日系含む大手バイヤーの参加や現地の自治体・支援機関と連携し、多くのローカル企
業が多数参加。オンライン出展でもこれら企業に商談申込をすることができます。
以 上

お問い合わせ先（報道機関）：IR グループ 大石 (℡022-290-8800)

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 3-1-24
http://www.fidea.co.jp/

出展企業募集中
FBC アセアン2021ものづくり商談会
FBC Asean 2021
2021年9月9日(木) ～ 10日(金) 9 : 00 ～ 17 : 00 (タイ・ベトナム時間)
タイ会場：バンコク市内のホテル・会議室
ベトナム ハノイ会場：National Exhibition Construction Center（予定）

出展社：タイ：150社（予定）、ベトナム：150社（予定）
出展方法は、ブース出展・オンライン出展から選択できます
移動に制限がある中での海外販路開拓をサポート

2021年度のポイント
◆ 出展方法を「オンライン出展 / ブース出展」から選択できます

◆ ASEANからの部品調達を希望する部品商社をバイヤー誘致
◆ 来場者の登録情報を事前開示、出展企業からの商談申込が可能
◆ 大手バイヤー企業が参加、ベトナムローカル企業も多数参加

来場者への商談申込が可能
商談数増の期待大

オンライン出展でも
しっかりとマッチング

通常の展示会・商談会とは異なり、
FBCでは来場者の情報を事前に開示。

20年度は、オンライン出展でも平均8
件の商談セット。在タイと在越企業
が商談を行い、成約した事例もあり。

出展企業から来場者に対して商談の申
込をすることが可能です。

＜マッチングの流れ＞
①商談会ウェブサイトに商談案件を登録

本年度は来場者への商談申込が強化。
昨年以上の商談数が期待できます。

②気になる出展企業・来場者に
商談を申し込む

日本から部品商社
がバイヤー参加

ビッグバイヤーの参加

部品商社の多くは中国に委託工場を
持ち、部品調達をしています。

日系含む大手バイヤーの参加や、現
地の自治体・支援機関と連携し、多
くのローカル企業が多数参加。

チャイナリスクを考慮し、ASEANか
らの調達を検討している部品商社が
バイヤーとして参加します。

③商談スケジュールを確認

オンライン出展でもこれら企業に商
談申込をすることができます。

主催： FACTORY NETWORK ASIA GROUP / NC NETWORK GROUP
出展規模： 出展社：タイ：150社（予定）、ベトナム：150社（予定）
会場：タイ：バンコク市内のホテル /ベトナム ハノイ：National Exhibition Construction Center（予定）
※オンラインでの参加の場合は場所不問
開催日時：2021年9月9日(木) ～ 10日(金) 9 : 00 ～ 17 : 00 (2日間) ※現地時間
出展対象：＜製 造 業＞ベトナムでの部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業 ※B to B で部品・製品を製造・加工している企業が対象となります。
金属製品 自動車・鉄道・船舶製品 鉄鋼業 非鉄金属 一般機械器具 電気機械器具
情報通信機械器具 電子部品・デバイス 精密機械器具 化学工業 プラスチック・ゴム製品 石油・石炭製品 など
＜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、商社 ＩＴ（ソフト開発） 人材 物流 など

【オンライン出展パッケージ】

不可抗力的原因で会場を使用しての商談会開催ができ
ない場合、
ブース出展パッケージでお申し込みの企業様は、オン
ライン出展に切り替えてのご出展となります。
そのような事態になっても、商談の機会が保証される
ため、安心してお申し込みいただけます！

＜オンライン出展パッケージに含まれるもの＞
①商談会公式ウェブサイトへの情報掲載
②事前マッチングサービスの利用
③当日の商談スケジュールの調整
④月刊EMIDASベトナム版への企業情報掲載
（8/15発行号にWEB出展社リストを掲載）

2020年FBCバンコクウェブ商談会の様子

タイ会場出展
- バンコク市内にあるホテルにて開催。
ブース形式ではなく、商談テーブルになります。
- WIFIはパッケージに含まれています。

ベトナム会場出展
②カスタマイズブース：

① ブース出展パッケージ
（6m2/ W 3.0m × D 2.0m × H 2.5m）

- 1コマ＝6㎡、1コマからご利用可能です。

＜ブース標準設備＞
①商談テーブル*1台
②椅子*4脚
③鍵付きキャビネット*1台
④電源コンセント（220V）*1
⑤スポットライト*2灯
⑥ごみ箱*1
⑦調達・販売案件ポスター*1
⑧月刊EMIDASベトナム版への企業情
報掲載（7/15までに企業情報を登録された
場合、8/15発行号に掲載）

- 主催社がスペースのみを提供し、出展社様が自社仕様のブー
スを設置できます。原則として、施工・装飾は主催社のオフィ
シャルコントラクターをご利用いただきます。出展社様が自社
でご手配を希望される場合は、主催社に事前登録が必要となり
ます。
＜主催者より提供＞
①調達・販売案件ポスター*1
②月刊EMIDASベトナム版への企業情報掲載
（7/15までに企業情報を登録された場合、8/15発行号に掲載）

※実施イメージであり、詳細は若干変更する場合があります。

出展パッケージ
オンライン出展
パッケージ
タ
イ
ベ
ト
ナ
ム

ブース出展

出展料金

共催社経由の出展

VND

25,500,000

THB

30,000

27,000

JPY

12万円

10.8万円

THB

37,000

33,300

場所指定

22,950,000

JPY

14.8万円

13.32万円

ブース出展
(スタンダード)

VND

38,500,000

34,650,000

+6,300,000

JPY

18万円

16.2万円

+3万円

ブース出展
(カスタマイズ)

VND

34,500,000

31,050,000

+6,300,000

JPY

16.3万円

14.67万円

+3万円

無料

無料

バイヤーパッケージ

備考
◆ 左記価格は、現地付加価値税別の価格
となります。
◆ ベトナム会場の場所指定について、出
展申込書を受領後に会場レイアウトを
主催者よりご案内いたします。

詳細はこちら https://www.nc-net.or.jp/fbc_asean_2021/

出展申込期限
2021年07月10日（土）
※ブースに空枠がある場合は、上記期限以降もお申込みを
承ります。受付時期により、ご提供できないサービスが
発生しますこと予めご了承下さいませ。

【FBC アセアン2021お問い合わせ・お申込】
FACTORY NETWORK ASIA THAILAND Co., Ltd /
NC NETWORK VIETNAM JSC
Tel:+66-2-254-1801-3（タイ）
+84-24-3247-4577（ベトナム）
E-mail: fbc_asean@nc-net.com.vn

