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一般社団法人 ロシアNIS貿易会 

平成 28年度事業報告 

 

【事業報告】 

Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 

１．資料・刊行物等の作成、配布  

・ 定期刊行物として、「ロシアNIS調査月報」（11回／年）、「ロシアNIS経済速報」（旬報）

（33回／年）を刊行、配布した。 

・「ROTOBOホームページ」、「日露貿易投資促進機構ホームページ」、「日本ウズベキスタ

ン投資環境整備ネットワーク」、「日本キルギス投資環境整備ネットワーク」、「日本カザ

フスタン投資環境整備ネットワーク」、「日本トルクメニスタン投資環境整備ネットワー

ク」といったウェブサイト、「CEEDS」（統計データ）他データベースによる情報提供を行

った。（Ⅲ．国庫補助事業：参照） 

・ その他、適宜、資料の作成、配布ならびにレファレンス・サービスを行った。 

 

２．ミッションの派遣 

・ROTOBOモスクワ・エカテリンブルグ経済ミッション（平成28年7月9日～15日、モスクワ市、

エカテリンブルク市） 

平成 28 年 7 月 9日～15 日にかけて、村山会長を団長とする「モスクワ・エカテリンブル

グ経済ミッション」をモスクワ市とスヴェルドロフスク州エカテリンブルグ市に派遣した。

モスクワでは、ガルシカ極東発展大臣、ヴォスクレセンスキー経済発展次官、ヤノフスキ

ー・エネルギー次官、レピク実業ロシア会長らロシアの要人と個別に会談し、極東開発や

輸入代替などのロシアの経済政策、現地の投資環境、日ロ経済関係の展望などにつき意見

交換を行った。ガルシカ大臣との会談では、新型特区やウラジオストク自由港などプーチ

ン政権の新しい極東政策を受けて、ロシア極東への日本企業の投資拡大に期待が表明され

た。ヤノフスキー次官との会談では、日本とのエネルギー協力拡大とエネルギーインフラ

整備への日本企業の積極的な参画に期待が表明された。また、ガブーエフ・モスクワカー

ネギーセンター主任研究員とも面談し、世界政治・経済情勢とロシア経済をめぐり意見交

換を行った。エカテリンブルグでは、小林副会長が団長となり、日本が 2017 年のパート

ナー国となる国際工業見本市「イノプロム2016」の視察等を行うとともに、日本のイノプ

ロムパートナー国任命式に臨んだ。オルロフ・スヴェルドロフスク州第１副知事とも会談

し、来年のイノプロム成功に向けて協力していくことを確認した。 （Ⅲ.国庫補助事業:

参照） 

 

・東方経済フォーラム（平成28年9月2日、ウラジオストク市） 

9 月 2 日～3 日にロシアのウラジオストク市で開かれた「第 2 回東方経済フォーラム」の
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枠内にて、日ロ双方から計 17 名のモデレータ及び報告者が登壇、日ロラウンドテーブル

「ロシア極東：日ロ協力の新段階」を露日ビジネスカウンシル及び実業ロシアと共同で開

催、村山会長は共同モデレータを務めた。（日ロ双方から400名が参加、日本側：70社、

240 名）ラウンドテーブルには露側よりマントゥロフ産業商業大臣及びガルシカ極東発展

大臣の２人の大臣が登壇した。一時は円卓席50席、観客席366席が完全に埋まり、立ち見

が出るほどであった。 

 また、村山会長は東方経済フォーラム開催期間中、安倍総理主催の各種懇談会にも出

席した他、様々な現地インタビューに応え、シェレイキン技術発展エージェンシー社長と

会談し協力覚書に署名した。（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業、８．「実業ロシア」、

「戦略的イニシアティブ・エージェンシー（ASI）」、「リーダーズクラブ（LC）」との協力

の具体化、「技術発展エージェンシー」等との覚書の締結、Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

 

３．ミッションの受入  

ロシア等相手国の要請に応じて、受け入れを行った。  

・ロシア産業・商業省ニキーチン第一次官訪日ミッションに対する交流会開催による受入協

力（平成 28 年 11 月 9 日～11 日）（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．講演会・

シンポジウム・セミナー等の開催:参照） 

 

・国際産業見本市「イノプロム」に関わる準備協議 

ロシア産業・商業省オシマコフ次官の訪日に併せ、日本国際工作機械見本市（JIMTOF2016）

会場にて、日本企業との交流、イノプロム説明会の実施（平成28年11月19日～23日）（Ⅲ.

国庫補助事業:参照） 

 

・ロシア産業・商業省ニキーチン第一次官の訪日に同行したロシア企業関係者との交流会開

催による受入協力（平成 29 年 3 月 23 日～24 日）（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 

４．講演会・シンポジウム・セミナー等の開催:参照） 

 

４．講演会・シンポジウム・セミナー等の開催 

○ROTOBO月例報告会（第25回）「政変から２年、ウクライナはどこに向かうか」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成28年 4月 20日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ROTOBO月例報告会（第26回）「ロシア企業と取引を始める前に — 公開データベースとその使

い方— 」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成28年 5月 27日、（一社）ロシアNIS貿

易会会議室） 

○サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム ラウンドテーブル 「日本とロシア：新たなビジ

ネスモデルの創造と展開」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシアNIS貿易

会）、実業ロシア、露日ビジネスカウンシル、後援：モスクワ・ジャパンクラブ、平成 28
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年6月16日、ExpoForum Convention and Exhibition Centre）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第27回）「ロシアの人事労務管理 — その特徴と 新事情— 」（主催：（一

社）ロシアNIS貿易会、平成28年 6月 28日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ROTOBO 月例報告会（第 28 回）「サハリンで考えたこと 歴史、領土、経済」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成28年 7月 6日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ウリュカエフ･ロシア経済発展大臣講演会 「露日経済関係発展のための具体的課題」（主催：

日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシア NIS 貿易会）、（独）日本貿易振興機構（ジ

ェトロ）、 ロシア連邦通商代表部、後援：在日ロシア連邦大使館、平成 28 年 7月 19 日、

ジェトロ本部）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO 月例報告会（第 29 回）「モスクワ・エカテリンブルグ経済ミッション帰国報告」（主

催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成28年 8月 10日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○東方経済フォーラム 日ロビジネスラウンドテーブル「ロシア極東：日ロ協力の新段階」

（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシア NIS 貿易会）、平成 28 年 9 月 2

日、ウラジオストク）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「ロシア水・省エネ・環境展示会 inイルクーツク 東京 事業説明会」（主催：（一社）ロシ

アNIS貿易会、平成28年 9月 7日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「ロシア水・省エネ・環境展示会 inイルクーツク 大阪 事業説明会」（主催：（一社）ロシ

ア NIS 貿易会、平成 28 年 9 月 9 日、TKP ガーデンシティ大阪 OAP タワー）（Ⅲ.国庫補助

事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第30回）「キルギス共和国の 新の政治社会事情」（主催：（一社）ロシ

アNIS貿易会、平成28年 9月 16日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「ロシアビジネスセミナー －インフラ・ビジネスの現場から－」（主催：（一社）ロシア NIS

貿易会、後援：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）、平成 28 年 9 月 29 日、フクラシア東

京ステーション）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

○「イルクーツク水ビジネス・省エネ・環境技術展示会」（平成28年 10月 11日～13日、シ

ブエクスポセンター(ロシア・イルクーツク市)）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○プレゼンテーション「キルギスの食品産業」（アジア・フードショー2016特別セミナー）（主催：

（一社）ロシアNIS貿易会、（一社）大阪国際経済振興センター、平成28年10月19日、インテ

ックス大阪２号館 アジア・フードショー2016セミナー会場）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「キルギス食品加工企業プレゼンテーション」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、後援：東京

商工会議所、平成28年10月21日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「タジキスタン投資プレゼンテーション～経済の現状と有望プロジェクト～」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、在日タジキスタン大使館、後援：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）、

東京商工会議所、平成28年10月26日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第31回）「ロシア自動車産業の 新事情」（主催：（一社）ロシアNIS貿

易会、平成28年10月31日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 
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○「第6回日本カザフスタン経済官民合同協議会」（主催：経済産業省、外務省、日本カザフ

スタン経済委員会、（一社）ロシアNIS貿易会、カザフスタン共和国投資・発展省他、後援：

東京商工会議所、平成28年11月7日、ホテルニューオータニ）（Ⅲ.国庫補助事業、Ⅵ．二

国間経済委員会事務局業務の運営:参照） 

〇「ロシア産業商業省ニキーチン第一次官訪日ミッション ロシア企業との交流会」（主催：（一

社）ロシアNIS貿易会、後援：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）、平成28年11月9日、経

済産業省） 

○ロシア産業総合博覧会「イノプロム2017」PRプレゼンテーション（主催：日露貿易投資促

進機構事務局（（一社）ロシアNIS貿易会）、平成28年11月21日、東京ビッグサイト）（Ⅲ.

国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第32回）「ロシア工業団地視察報告」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、

平成28年11月30日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「日露ビジネス対話」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシア NIS 貿易会、

（一社）日本経済団体連合会、露日ビジネスカウンシル、ロシア産業家企業家同盟、実業

ロシア、平成 28 年 12 月 16 日、分科会 ホテルニューオータニ／全体会合および日本側

主催レセプション 経団連会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第33回）「2016年のロシア経済の総括」（主催：（一社）ロシアNIS貿易

会、平成28年12月19日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

〇産業協力・企業間交流セミナー「カスピ海産油国のエネルギー戦略～外的環境変化への対

応と日本との協力の可能性～」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成29年１月20日、東

京証券会館）（Ⅳ．石油特別会計補助事業:参照） 

〇産業協力・企業間交流セミナー「中央アジア・コーカサス情勢に関する意見交換会」（主

催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成29年1月23日、広島市立大学サテライトキャンパス）

（Ⅳ．石油特別会計補助事業:参照） 

〇ROTOBO月例報告会（第34回）「ロシアの東方シフトと極東情勢」（主催：（一社）ロシアNIS

貿易会、平成29年１月27日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「創立50周年記念講演会 下斗米伸夫教授 「プーチン・ロシアと日ロ関係」、平成29年

新春懇親パーティ」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成29年2月2日、如水会館） 

〇「ロシアビジネスセミナー in 京都 -医療関連ビジネスを中心に-」（主催：（一社）ロシアNIS

貿易会、後援：京都府、京都商工会議所、ジェトロ京都、（一社）Medical Excellence JAPAN、

平成29年 2月 14日、京都リサーチパーク）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

〇ROTOBO月例報告会（第35回）「物流・インフラの観点から見た日ロ経済関係の実相」（主催：

（一社）ロシアNIS貿易会、平成29年2月23日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

〇「ロシア極東・バイカル地域経済セミナー in 東京」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平

成29年3月8日、如水会館）（Ⅳ．石油特別会計補助事業:参照） 

〇「ロシア極東・バイカル地域経済セミナー in 札幌」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、（公
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社）北海道国際交流・協力総合センター、平成29年3月10日、ホテルポールスター札幌）（Ⅳ．

石油特別会計補助事業:参照） 

〇「ロシアビジネスセミナー in  旭川－医療分野を中心に－」（主催：（一社）ロシアNIS貿易

会、後援：旭川医科大学、旭川市、北海道、（一社）Medical Excellence JAPAN、平成29年3

月17日、旭川グランドホテル）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

〇「イノプロム 2017 参加登録説明会」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシ

アNIS貿易会）、平成29年 3月 22日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

〇「ロシア企業との交流会」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成29年3月23日、経済産業省） 

〇ROTOBO月例報告会（第36回）「ウクライナ政変から3年－危機の再考と経済の現状－」（主催：

（一社）ロシアNIS貿易会、平成29年3月27日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

 

 ５．見本市関連事業 

・平成28年度に関係諸国で開催された各種見本市について情報提供を行った。 

・平成28年 10月 11日から13日に、イルクーツク市シブエクスポセンターにおいて、日本

製水道設備メーカー、水ビジネス関連会社などを対象とした「イルクーツク水ビジネス・

省エネ・環境技術展示会」を開催した。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・平成 28 年 9 月 5 日から 8 日に、カザフスタンの上下水道インフラ市場、住宅向け水関連

設備市場への日本企業の進出を支援するため、カザフスタン共和国アルマトィ市 Atakent 

Exhibition で開催された水関連国際展示会「aquatherm Almaty 2016」に日本企業のため

の展示ブースを設け、日本企業の出展を支援した。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・産業総合博覧会「イノプロム 2017」に関する説明会、PR プレゼンテーション等を行い、

参加についての情報を提供した。（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．講演会・

シンポジウム・セミナー等の開催、Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

   

６．ロシア語研修事業 

サンクトペテルブルグ大学に3名のロシア語研修生を派遣した。 

 

７．日露貿易投資促進機構関連事業 

「日露貿易投資促進機構」事務局業務を担当し、日本とロシアとのビジネス促進に係わる

事業を実施した。（Ⅲ．国庫補助事業：参照） 

 

８．「実業ロシア」、「戦略的イニシアティブ・エージェンシー（ASI）」、「リーダーズクラブ

（LC）」との協力の具体化、「技術発展エージェンシー」等との覚書の締結 

平成24年（2012年）11月にロシアの経済団体「実業ロシア」及び平成25年（2013年）4

月に同国の非営利団体「戦略的イニシアティブ・エージェンシー（ASI）」並びに「リーダー

ズクラブ（LC）」との間で協力関係に関する覚書を締結した。 



6 
 

当該覚書に基づき、実業ロシアとは、平成28年（2016年）6月16日にサンクトペテルブル

グ国際経済フォーラムの枠内で実施したラウンドテーブル「日本とロシア：新たなビジネスモ

デルの創造と展開」、9月2日に第2回東方経済フォーラムの枠内で実施した日ロラウンドテー

ブル「ロシア極東：日ロ協力の新段階」、12月16日にプーチン大統領訪日に際して開催され

た「日露ビジネス対話」を共催した。 

また、ウラジオストクで開催された第2回東方経済フォーラムにおいて、産業貿易省の外

郭団体である「技術発展エージェンシー」との間で協力意志についての覚書が締結された。

（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ２．ミッションの派遣、４．講演会・シンポジウ

ム・セミナー等の開催、Ⅲ．国庫補助事業:参照）  

 

９．経済交流促進事業 

・自転車文化の普及を通じた松本市とロシアとの経済交流促進事業の実施（平成29年2月16

日～17日） 

松本市にて開始される「ツール・ド・美ヶ原」にロシアの旅行関係者、プレス関係者等を

招聘する準備のため、イベント参加型のロシア人観光客誘致のためのツアーを企画立案し、

松本市に関する各種資料を作成した。 

 

Ⅱ．受託調査等事業 

下記の調査事業を受託した。（括弧内は受託先） 

①「新市場進出等支援事業」（経済産業省） 

②「ロシアメディアによる石油・天然ガス関連情報の翻訳および考察業務」（（独）石油天

然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）） 

③「カザフスタン原子力関係省「IAEA 技術協力研修」への協力」（（一財）原子力国際協力

センター） 

④「MUFG BizBuddyにかかる情報提供」（民間企業からの業務委託） 

⑤「MUFG BizBuddyへの記事提供」（民間企業からの業務委託） 

⑥「MASHPROM社との営業協力にかかる業務委託」（民間企業からの業務委託） 

⑦「旧ソ連圏エネルギー調査について」（民間企業からの業務委託） 

⑧「ロシア連邦技術庁（RTA）についての調査」（民間企業からの業務委託） 

⑨「ロシアのスコルコヴォ基金についての調査」（民間企業からの業務委託） 

⑩「ロシアの産業・エネルギー分野についての調査」（民間企業からの業務委託）    

 

                                       他 
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Ⅲ．国庫補助事業 

国（一般会計）からの補助金を得て下記の事業を実施した。 

 

ロシア地域貿易投資促進事業費補助事業 

１．情報収集・提供事業 

（１）ビジネス基礎情報整備事業 

    以下の事業項目に従い、日ロの企業情報、貿易投資関連基礎情報及びビジネス関連情報の

収集を行い、適宜更新を行いながら情報を提供した。 

①日露企業情報収集整備・更新 

②貿易投資関連基礎情報及びビジネス関連情報整備・更新 

③データベース構築・更新（ロシア企業情報データベース） 

 

（２）ビジネス詳細情報収集提供事業  

① ロシア新規市場開拓可能性調査 

Ａ．ロシア経済復活の可能性と日本企業のビジネス展開  

（平成28年 9月 11日～9月 18日 モスクワ市） 

油価下落やルーブル安の影響を受けて低迷するロシア経済の現状について、詳細な調

査・分析を行うことにより、日本企業のロシア市場進出のサポートを行うことを目的と

した本事業では、ロシアに進出している日本企業にとって重要なポイントとなるロシア

経済および市場の回復時期を見極めるべく、ロシア経済の現状について調査・分析を行

い、加えて、ロシア経済復活のカギを握る石油ガス分野、日本企業のプレゼンスの強化

が期待できる市場部門、日本企業の関心が高い産業部門等に関する調査を実施し、報告

書として取りまとめた。 

 

② ロシア経済法運用・市場慣行実態調査 

Ａ. ロシア広域経済圏の形成と日本企業のビジネス 

（平成29年 1月 13日～19日 モスクワ市） 

当会職員をロシア地域に派遣し、ロシア地域における経済法の運用及び市場慣行の現

状を把握することによって、日本企業のロシア地域への市場進出の促進を図った。 

今年度は、旧ソ連圏でユーラシア経済連合の加入国と、未加入国との間で関係が錯綜

し、これが日本企業にとってビジネスを展開する上で一つの障害となっていることに鑑

み、ロシア広域経済圏の現状や諸問題に加え、同連合と周辺諸国との関係につき調査を

実施した。収集した情報をもとに、ロシア地域における日本企業の活動の円滑化につな

がる報告書を作成し、ビジネス・マッチングに資する活動を行った。 
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２．ビジネスマッチング、コンサルティング事業 

（１） ビジネスフォーラム等開催事業 

①ロシア開催 

Ａ．サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム ラウンドテーブル「日本とロシア」 

（平成28年 6月 16日 （サンクトペテルブルグ市）） 

エネルギーと自動車に偏重した従来の日ロビジネススタイルから転換し、新たなビジネ

スモデルの創造と展開によって日ロ間のビジネス領域を多様化していくべく、今後の方向

性等について議論するために、ロシア 大のビジネス会議であるサンクトペテルブルグ国

際経済フォーラムの枠内でラウンドテーブル「日本とロシア：新たなビジネスモデルの創

造と展開」を実施した。（日ロ双方から各60名 計 120名が参加） 

 

Ｂ．ROTOBOモスクワ・エカテリンブルグ経済ミッション 

（平成 28 年 7 月 9 日～15 日 （モスクワ市、スヴェルドロフスク州エカテリンブルグ

市））  

日本企業各社の参加を得て、モスクワ市とスヴェルドロフスク州を訪問し、現地の投資

環境をテーマとした面談、意見交換会等を開催した。また、日本が2017年のパートナー国

となる国際工業見本市「イノプロム2016」の視察等を行った。 

 

Ｃ．東方経済フォーラム 

（平成28年 9月 2日 （ウラジオストク市）） 

9月 2日～3日にロシアのウラジオストク市で開かれた「第2回東方経済フォーラム」の

枠内にて、日ロ双方から計17名のモデレータ及び報告者が登壇する、日ロラウンドテーブ

ル「ロシア極東：日ロ協力の新段階」を実業ロシアと共同で開催した。 

 

②日本開催 

Ａ．ウリュカエフ・ロシア経済発展大臣講演会 

「露日経済関係発展のための具体的課題」 

（平成28年 7月 19日 ジェトロ本部） 

在日ロシア通商代表部の依頼に基づき、訪日するウリュカエフ・ロシア経済発展省大臣

の講演会を、ロシア経済の現状、政策の展望等に関わる情報を日本の官民の関係者に提供

することを目的として実施した。（250名が参加） 

 

Ｂ．日露ビジネス対話 

第 1部 分科会（参加者数 日：580名、ロ：280名） 

（平成28年 12月 16日 ホテルニューオータニ） 
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第2部 全体会合（参加者数 日：150名、ロ：200名） 

（平成28年 12月 16日 経団連会館） 

第 3部 日本側主催レセプション（平成28年 12月 16日 経団連会館） 

プーチン大統領訪日に際し、「経済協力 8 項目」に基づく具体的協力発展を目的とし、

「経済関係発展への新たな試み」をテーマとする会議を、日露の経済団体が主体となり開

催した。 

会議は、分科会と全体会合の二部構成となり、前半は前述の「8 項目」に沿ったテーマ

で8つの分科会が実施された。また、夕方から行われた全体会合には安倍総理大臣とプー

チン大統領が参加し、スピーチを行った他、日ロ双方の実業界の代表によるパネルディス

カッションが開催された。 

 

Ｃ．「イノプロム2017日本代表団」参加登録説明会 

（平成29年 3月 22日 東京証券会館） 

平成29年（2017年）7月 10日～13日の4日間、ロシアのスヴェルドロフスク州エカテ

リンブルク市で開催される産業総合博覧会「イノプロム2017」に関して、日本側参加者を

日本代表団として取りまとめることとなったため、イノプロムについて各種説明を実施し

た。 

 

（２）ビジネスマッチング推進事業 

    ①派遣型ビジネスマッチング事業 

日本の新規市場開拓につながる可能性の高いロシアの地域、分野にビジネスチャンスを

求める日本企業からなるミッションの派遣に際し、ビジネスマッチングの機会を設定する

ほか、当該地域や分野に詳しい日本人専門家を同行させ、日露双方の企業に対して、対日・

対露ビジネスに関する助言を行い、貿易取引・投資案件の成就を支援した。 

 

Ａ．日本の食品および消費財等のロシアへの輸出促進ビジネスマッチング 

 実施なし。 

 

Ｂ．対ロシア貿易・投資促進ビジネスマッチング 

・国際産業見本市「イノプロム」に関わる準備協議  

（平成28年 7月 9日～14日 エカテリンブルグ市） 

 

・国際産業見本市「イノプロム」に関わる第2回準備協議 

（平成28年 9月 9日～11日 モスクワ市） 

 

・国際産業見本市「イノプロム」に関わる第3回準備協議 
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（平成29年 3月 1日～6日 モスクワ市） 

 

・イノプロム展およびウラル地方における日露産業協力ミッション 

（平成28年７月10日～17日 エカテリンブルク市、ヴェルフニャヤサルダ市、 

ヴェルフニャヤピシュマ市） 

 

・ヴォルガ地方自動車産業・機械産業に対する日露産業協力ミッション 

（平成28年 10月 1日～9日 ウリヤノフスク市、ディミトロフグラード市） 

 

・不定形耐火物等 

（平成29年 3月 4日～11日 スヴェルドロフスク州） 

 

②受入型ビジネスマッチング事業 

日本の産業機械・設備、食品等のロシアへの輸出拡大を図るため、ロシアにおいて開発

事業を行っているロシア企業の幹部、設備・機材の輸入商社、食品バイヤー等を日本に招

き、日本で開催される展示会の視察、商談会の開催、企業訪問を通して、日本企業とのビ

ジネスマッチングを図った。 

      

・国際産業見本市「イノプロム」に関わる準備協議 

（平成28年 11月 19日～23日） 

11月 19日～23日にロシア産業・商業省のオシマコフ次官他同省関係者、FORMIKA（ロ

シア側事務局）等からなる代表団が訪日するのを機に、｢イノプロム｣への日本のパート

ナー国参加にかかわる通算第3回となる準備協議を関係機関とともに行った。また、一

行のJIMTOF2016 第 28回日本国際工作機械見本市視察を通じた日本企業との交流を支援

し、11月 21日にオシマコフ次官によるJIMTOF2016会場における日本企業向けイノプロ

ム説明会を（一社）日本工作機械工業会の協力を得て開催した。 

 

３．機構関連業務実施円滑化事業 

  「日露貿易投資促進機構」事務局業務の円滑な実施のために当会モスクワ事務所の機能

を活用して、ロシア連邦政府、地方行政府、実業ロシアをはじめとする経済団体との間の

頻繁な折衝、調整等を行った。必要に応じて、モスクワ事務所の職員を現地に同行させ、

適切な助言と支援を行い、また、ロシア人専門家、企業家の日本への渡航に際しては、日

本入国査証の支援を行い、事業の円滑な実施を可能にした。  
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中央アジア地域等貿易投資促進事業費補助事業  

１．投資環境整備・ビジネス振興事業 

 本事業の中の「（１）「投資環境整備 NW」：設立準備・運営円滑化事業」、「（２）ビジネ

ス情報収集・提供事業」、ならびに「（３）ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業」

は、世界有数のエネルギー資源埋蔵量を擁し、かつ地政学的に重要な位置にある中央アジア

諸国との経済関係拡大が我が国にとって重要であるとの認識に立ち、同諸国における投資環

境整備と、日本との間の民間ビジネス振興を目的とした一連の事業を行うものである。 

また、「（４）産業育成ビジネスマッチング事業」は、原燃料・一次産品生産に特化した

単純な産業構造を擁する中央アジア諸国にとって、産業多角化は長期的経済発展を図る上で

不可欠の要件であるとの認識に鑑み、これを日本企業とのビジネスマッチングによって支援

することを目的とする。 

平成 28 年度は、日本と中央アジア諸国の企業交流活発化と投資環境整備に関する意見交

換のため、諸会合を開催した（詳細は下記参照）。 

「（１）「投資環境整備NW」設立準備・運営円滑化事業」については、投資環境整備のため

の意見・情報交換、人的交流、相互理解強化のための機関としてこれまでにウズベキスタン、

キルギス、カザフスタン、トルクメニスタンとの間で設立した投資環境整備ネットワーク日

本側ウェブサイトの運営を行った。 

「（２）ビジネス情報収集・提供事業」では、日本企業に対する中央アジア経済に関する

情報提供強化を目的に、カザフスタンの研究機関との協力のもと、調査報告書「中央アジア

諸国の政治・経済情勢」をまとめた。 

「（３）ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業」においては、日本と中央アジア

諸国の企業交流活発化と投資環境整備に関する意見交換のため、「第６回日本カザフスタン

経済官民合同協議会」、「タジキスタン投資プレゼンテーション」等の会合を組織し、また「第

13回日本ウズベキスタン経済合同会議」などで二国間経済委員会の活動を支援した。 

「（４）産業育成ビジネスマッチング事業」では、中央アジア諸国の在京大使館および現

地パートナー機関を通じて、現地側のビジネスマッチング案件募集を行い、書類審査により

キルギスより食品加工企業２グループを平成 28 年度受入型ビジネスマッチング対象企業グ

ループに選定した。同グループを日本へ招聘し、インテックス大阪で開催された大阪での「ア

ジアフードショー2016」への出展、日本企業との面談および日本企業向けのプレゼンテーシ

ョン（大阪および東京）を開催し、日本企業とのマッチングを図った。 

派遣型ビジネスマッチング事業として、アゼルバイジャンの｢インダストリアル･パーク｣

視察と、パークの運営機関・登録企業との情報交換･交流を目的とする代表団を派遣した。

また、アゼルバイジャン・バクー市で開催された第９回日本アゼルバイジャン経済合同会議

の側面的支援を行うとともに、両国企業のビジネスマッチングを行った。 
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＜「投資環境整備NW」設立準備・運営円滑化事業＞ 

・日本カザフスタン投資環境整備ネットワーク業務調整出張 

（平成28年 9月 8日 カザフスタン・アスタナ市、アルマトィ市） 

 

＜ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業＞ 

・「第13回日本ウズベキスタン経済合同会議」 

（平成28年 4月 12日 ウズベキスタン・タシケント市） 

・「タジキスタン投資プレゼンテーション」 

（平成28年 10月 26日 東京） 

・「第6回日本カザフスタン経済官民合同協議会」 

（平成28年 11月 7日 東京） 

 

＜産業育成ビジネスマッチング事業＞  

・派遣型ビジネスマッチング 

1)アゼルバイジャン・インダストリアル・パーク視察ビジネスマッチング（バクー） 

（平成29年 2月 21日～26日） 

2)第 9回日本アゼルバイジャン経済合同会議でのビジネスマッチング 

（平成29年 2月 23日） 

・受入型ビジネスマッチング：キルギス食品加工企業グループ・ビジネスマッチング 

（平成28年 10月 15日～22日） 大阪フードショーに参加 

 

新興国市場開拓等事業費補助事業（ミッション・見本市等出展支援事業（ロシア、カザフスタン：

ミッション派遣、展示会等を通じた有望分野における市場獲得支援事業）） 

 

ミッション・見本市等出展支援事業 

日本からの高度技術の導入により自国産業の高度化、国民生活の質的向上を図ることに強い関

心を有するロシア、カザフスタンにおいて、日本のハイテク分野、とりわけ日本が国際競争力を

有する水・環境技術（水ビジネス、省エネ・省資源、再生可能エネルギー、廃棄物処理等）を中

心に、相手国への導入を目指し、ビジネスミッションの派遣やミニ展示会・見本市等の開催（ま

たはそれらへの出展）、それらに合わせたフォーラム、セミナー等の効果的な開催により、日本

の製品・技術力の発信を一体的に実施することを目的とする。 

 

（１）ミッション派遣・招聘事業 

１）新規市場開拓ミッション派遣事業 

１－１）ロシア 
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ロシアの中でも、連邦中央からインフラ整備に多額の予算が投じられている極東・シベリア地

域を対象とし、インフラ整備と技術導入の面で多様なニーズが存在することが想定される水分野

を対象に、以下の事業を実施した。 

 

【派遣】 

ロシア極東・シベリア地域の水道事業の現状把握および日本製水道関連部品のニーズ調査、さ

らには日本製上下水道設備・技術を紹介する展示会の参加・視察を行うため、当会職員をノヴォ

シビルスク州ノヴォシビルスク市に派遣した。 

・派遣期間：平成29年 2月 12日～18日 

・派遣先：ノヴォシビルスク州ノヴォシビルスク市（ロシア連邦） 

  

１－２）カザフスタン 

 中央アジア諸国の中でも、日本の技術製品の市場となりうる経済水準を擁するカザフスタンを

対象とし、同国において当該分野における問題解決が重要な政策課題として認識され、インフラ

整備と技術導入の面で多様なニーズが存在することが想定される水分野を対象に、以下の事業を

実施した。 

 

【派遣】 

 カザフスタン共和国の「石油の首都」と称される西部に位置するアティラウ市、および同国第

３の都市である南部のシムケント市を訪問し、現地の行政府、上下水道事業者業等と上下水道分

野での日本とカザフスタンの協力の可能性について協議するとともに、関連施設の視察等を行っ

た。 

・派遣期間：平成29年 2月 11日～16日 

・派遣先：アティラウ市、シムケント市（カザフスタン共和国） 

  

２）政策担当者等招聘事業 

ロシア及びカザフスタンより上下水道関係者を招聘し、水技術分野における相互理解促進に基

づく協力拡大と日本製水道技術の理解増進を目的に、日本の関係者との意見交換・情報交流、関

連施設視察等を行うため、以下の事業を実施した。 

 

【招聘事業】 

ロシア･イルクーツク州ならびにカザフスタン･アティラウ州より上下水道関係者を招聘した。 

・派遣期間：平成29年 1月 28日～2月 4日 

 ・視察先： 東京、神戸、大阪 

  

（２）展示会等開催事業 
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１）ロシア 

平成28年 10月 11日、12日、13日にイルクーツク市において、日本製水道設備メーカー、水

ビジネス関連会社などを対象とした「イルクーツク水ビジネス・省エネ・環境技術展示会」を開

催した。展示会期間中、参加各社が自社製品についてプレゼンテーションを行った。 

 

【イルクーツク水ビジネス・省エネ・環境技術展示会】  

・開催日時： 平成28年 10月 11日 10：00-18：00 

 平成 28年 10月 12日 10：00-18：00 

 平成 28年 10月 13日 10：00-14：00 

・会場： シブエクスポセンター  

  

２）カザフスタン 

カザフスタンの上下水道インフラ市場、住宅向け水関連設備市場への日本企業の進出を支援す

るため、平成28年 9月 5日～8日に、カザフスタンの旧首都にして 大の都市アルマトィ市で開

催された水関連国際展示会「aquatherm Almaty 2016」に日本企業のための展示ブースを設け、

日本企業の出展を支援した。 

 

【aquatherm Almaty 2016】 

・開催期間 平成28年 9月 5日～8日 

・会場 カザフスタン共和国アルマトィ市アタケン・エクスビジョン・センター 

・主催者 ITE Group plc社 

 

新興国市場開拓等事業費補助事業（ロビイング活動支援事業：ロシア） 

ロシアに進出した日系企業が抱える障壁事項の調査・分析、および現地政府機関への制度改善

の提案を目的とした協議の開催等を通じ、対象国におけるビジネス環境の整備と、日系企業によ

る市場の獲得、進出数の増加に貢献することを目的とした事業を実施した。 

 

１）調査・分析事業 

１-１）モスクワ・ジャパンクラブ商工機能強化関連調査 

本部から派遣する調査員により以下に示すヒアリング、視察を実施するとともに、現地の法

制・慣習および、ロビイング活動に詳しい会計事務所等に個別テーマの調査委託を実施した。ま

たその結果をふまえ、日ロ両国政府およびビジネス団体等へ向け改善要請を行い、日系企業の意

見・要望の伝達強化を図った。 

 

ア. ロシア中央・地方政府および関係組織に対するヒアリング 

・第１回現地調査 
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平成28年10月30日～11月3日、モスクワ市 

・第２回現地調査 

平成28年11月27日～12月4日、モスクワ市、ハンブルグ市 

・第３回現地調査 

平成29年1月25日～2月2日、モスクワ市 

・第４回現地調査 

平成29年2月19日～23日、モスクワ市 

・第５回現地調査 

平成29年2月26日～3月2日、モスクワ市 

 

１-２）日露ロビイング活動強化・ビジネス促進セミナー 

１-１）の調査内容もふまえ、現地の日系企業とロシア政府関連機関との意見交換を目的とし

た、掲題セミナーを実施した。 

・ロシア自動車部品現地推進プロジェクト分科会に関する説明会 

平成28年5月17日 在ロシア日本国大使館 

・第７回社会インフラ分科会（第２回日露ロビイング活動強化・ビジネス促進セミナー） 

平成29年2月21日 ワールドトレードセンター 

 

２）協議会等交流事業 

 ロシアにある諸外国の商工関連組織等との情報交換、連携を強化するための会合を以下のよう

に開催した。 

・在露米国商工会議所幹部との意見交換会 

平成28年10月28日 

・大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、韓国商工会（KOCHAM）代表との意見交換会 

平成28年11月29日 

・欧州ビジネス協会（AEB）との意見交換会 

平成29年2月8日 
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Ⅳ．石油特別会計補助事業 
 国（石油特別会計）からの補助金を得て下記の事業を実施した。 

 

産油国等連携強化促進事業費補助事業（中東等産油・産ガス国投資等促進事業） 

ロシア等産油・産ガス国投資等促進事業 

（１） 戦略的投資環境調査・情報提供事業  

◆ロシア 

（平成28年 11月 10日～15日 ロシア連邦沿海地方ウラジオストク市） 

 （平成28年 11月 27日～12月 7日 ロシア連邦イルクーツク州イルクーツク市、ブリャート

共和国ウランウデ市、ザバイカル地方チタ市） 

プーチン大統領は、極東・東シベリア開発を「21世紀の国家的優先課題」とし、極東・東シ

ベリア地域の経済開発を 重要政策の１つと位置づけ、立ち遅れたインフラや劣悪な居住環境

の改善に多額の資金を投じてきた。極東地域に隣接する東シベリアのバイカル地域（イルクー

ツク州、ブリヤート共和国、ザバイカル地方）は、石油、ガス、石炭などエネルギー資源の産

出地で、かつ各種産業が集中しており、極東以上に近年、産業多角化の必要性が説かれている

地域でもある。経済力および財政力、さらには住民の生活水準の観点からみても、極東地域以

上にポテンシャルの高い地域である。同地域への日本企業の投資を促進することは、ロシアが

進める産業多角化・高度化、さらには日ロ関係の多角化に資する。 

本事業では、極東シベリア地域の社会経済情勢および投資環境などに関する現地調査を実施

した。 

   

◆中央アジア・コーカサス 

（平成29年 3月 12日～18日 アゼルバイジャン共和国バクー市、カザフスタン共和国アルマ

トィ市、同アスタナ市） 

対象国における石油･天然ガス開発、精製・加工、および関連分野に対する外国企業の進出

の現状に関する情報を、その政治･経済的背景に関わる情報とともに収集･分析し、日本企業の

進出ならびに日本政府による協力政策策定の参考に資することを目的に、現地調査を実施した。

重点対象国はカザフスタンおよびアゼルバイジャンとし、対象国の外資導入政策や外資関連法

等、制度的側面よりむしろ実態面の把握に力点を置き、諸外国の先例の分析により、日本企業

進出のための課題をより鮮明に浮き彫りにすることを目指した。 

  

（２） 戦略的産業協力・企業間交流促進事業 

１）産業協力・企業間交流セミナー開催（日本開催） 

◆ロシア 

 ロシアを代表するエコノミストであるパーヴェル・ミナキル・ロシア科学アカデミー極東

支部経済研究所博士（前所長）および同研究所のオリガ・プロカパロ所長、東シベリア地域
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（特にイルクーツク州などバイカル地域）の専門家であるナターリヤ・スィソエヴァ・ロシ

ア科学アカデミーシベリア支部イルクーツク研究センター地理学博士を招聘し、「ロシア極

東・バイカル地域経済セミナー」を東京および札幌にて開催した。主にロシアの専門家の視

点からロシア極東経済と東方シフトの現状と展望、バイカル地域の社会経済情勢とその展望

について報告が行われた。また、関係機関を訪問し、日ロ専門家の交流を図った。 

 

・ロシア極東・バイカル地域経済セミナー in 東京 

（平成29年 3月 8日 如水会館） 

・ロシア極東・バイカル地域経済セミナー in 札幌 

（平成29年 3月 10日 ホテルポールスター札幌） 

 

◆中央アジア・コーカサス 

 カスピ海沿岸の炭化水素資源国であるカザフスタンおよびアゼルバイジャンより気鋭の

専門家を招聘し、両国のエネルギー戦略の方向性を展望し、かつそれに対する日本の参入・

協力の可能性について、両国の石油・ガス産業を取り巻く様々な環境、政治的ファクターの

影響などの分析に基づく両国のエネルギー戦略の将来に関わる報告、議論を行った。 

 

・産業協力・企業間交流セミナー「カスピ海産油国のエネルギー戦略～外的環境変化への対

応と日本との協力の可能性～」 

（平成29年 1月 20日 東京証券会館） 

・産業協力・企業間交流セミナー「中央アジア・コーカサス情勢に関する意見交換会」 

（平成29年１月23日 広島市立大学サテライトキャンパス） 

  

２）産業協力・企業間交流団派遣事業 

①「エネルギー産業協力セミナー」 

（平成 28年 6月 27 日～7月 2日 カザフスタン共和国アスタナ市およびロシア連邦ノヴォ

シビルスク市） 

石油・ガス等のエネルギー、あるいは環境関連分野における日本と対象国の間の技術協力

の拡大、日本からの技術移転の促進等を図り、これを通じて対象国における製造業育成、産

業多角化に貢献するとともに、日本企業の新たな市場開拓につなげることを目的に、代表団

を派遣、現地において「エネルギー産業協力セミナー」を開催した。 

 

②「チタ（ロシア）での環境セミナー」 

 （平成29年 3月 7日～11日 ロシア連邦ザバイカル地方チタ市） 

極東地域に隣接するザバイカル地方の州都チタ市は、石炭火力による深刻な大気汚染に直

面している。石炭エネルギーセンターの専門家と当会職員をザバイカル地方チタ市に派遣し、
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日本企業の新たな市場開拓につなげることを目的に、代表団を派遣、現地において「環境セ

ミナー」を開催した。 

 

Ⅴ．JKA補助事業 

(公財)JKAからの補助金を得て下記の事業を実施した。 

 

１．中堅・中小企業のためのロシアのビジネスイメージ改善補助事業 

（１）ロシアビジネスイメージ改善セミナーの実施 

日本人、日本企業のロシアに対するイメージの悪さ、或いは無関心によって、本来あるべ

きビジネスチャンスを失う可能性がないよう、机上の情報ではなく、実際にロシアビジネスに

従事する講師を招き、ロシアの負のイメージの改善と関心を高めることにより、日本企業とロ

シアとのビジネス関係の構築を目指すことを目的とし、東京、京都、旭川において計3回のロ

シアビジネスセミナーを開催した。事業内容をまとめた報告書「平成28年度ロシアビジネス

セミナー（東京・京都・旭川）」を作成した。 

 

・ロシアビジネスセミナー－インフラ・ビジネスの現場から－ 

（平成28年 9月 29日 フクラシア東京ステーション） 

・ロシアビジネスセミナー in 京都－医療関連ビジネスを中心に－ 

 （平成29年 2月 14日 京都リサーチパーク） 

 ・ロシアビジネスセミナー in 旭川 －医療分野を中心に－ 

 （平成29年 3月 17日 旭川グランドホテル）  

 

Ⅵ．二国間経済委員会事務局業務の運営  

中央アジア諸国、コーカサス諸国およびモンゴルの二国間経済委員会の事務局業務を下記の通

り運営した。 

 

・日本アゼルバイジャン経済委員会 

－G.イスマイルザデ 駐日アゼルバイジャン共和国特命全権大使との懇談会（平成28年5月

20日、パレスホテル） 

－平成28年度定時総会（平成28年7月22日、如水会館） 

－第9回日本アゼルバイジャン経済合同会議（平成29年2月23日、アゼルバイジャン共和国バ

クー市） 

－新旧駐アゼルバイジャン日本国大使との懇談会（平成29年3月17日、如水会館） 

 

・日本ウズベキスタン経済委員会 

－第 13 回日本ウズベキスタン経済合同会議（平成 28 年 4 月 12 日、ウズベキスタン共和国
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タシケント市） 

－平成28年度定時総会（平成28年 7月 22日、如水会館） 

－新旧駐ウズベキスタン共和国日本国大使との懇談会（平成28年 8月 23日、如水会館）  

 

・日本カザフスタン経済委員会 

－平成28年度定時総会（平成28年 7月 22日、如水会館） 

－第6回日本カザフスタン経済官民合同協議会（日本カザフスタン経済委員会及びカザフス

タン日本経済委員会の第15回合同会議を兼ねる）（主催：経済産業省、外務省、日本カザ

フスタン経済委員会、（一社）ロシア NIS 貿易会、カザフスタン共和国投資・発展省他、

後援：東京商工会議所、平成28年 11月 7日、ホテルニューオータニ） 

 

・日本トルクメニスタン経済委員会 

－平成28年度定時総会（平成28年 7月 22日、如水会館） 

－勝亦孝彦・駐トルクメニスタン日本国大使との懇談会（平成28年 8月 15日、如水会館） 

 

・日本モンゴル経済委員会 

－平成28年度定時総会（平成28年 7月 22日、如水会館） 

－ムンフオルギル・モンゴル国外務大臣との朝食会（平成28年 9月 28日、ホテルニューオ

ータニ） 

－エルデネバト・モンゴル国首相との昼食会（平成28年 10月 13日、帝国ホテル） 

－エルデネバト・モンゴル国首相歓迎レセプション（衆議院日本モンゴル友好議員連盟、参

議院日本モンゴル友好議員連盟、日本モンゴル協会、日本モンゴル虹の会、日本モンゴル

親善協会との共催、平成28年 10月 13日、霞ヶ関東海倶楽部） 

－新旧モンゴル国日本国大使との懇談会（平成28年 12月 12日、如水会館） 

－新旧モンゴル国日本国大使との夕食会（衆議院日本モンゴル友好議員連盟、参議院日本モ

ンゴル友好議員連盟、日本モンゴル協会、日本モンゴル友好協会、日本モンゴル虹の会、

日本モンゴル親善協会との共催、平成28年 12月 13日、霞ヶ関東海倶楽部） 

－日本モンゴルEPA発効を踏まえた2か国間貿易拡大のためのセミナーに参加（平成29年 2

月 21日、モンゴル商工会議所） 

 

Ⅶ．会議の開催 

定時総会、理事会、企画委員会を下記の通り開催した。 

 

・ 平成28年度定時総会（平成28年 6月 8日、如水会館）  

報告事項1 平成27年度事業報告 

報告事項2 公益目的支出計画実施報告書 
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第1号議案 平成27年度計算書類等（案） 

第 2号議案 役員選任の件（案） 

 

・ 平成28年度第1回理事会（平成28年 5月 20日、如水会館） 

議題： 

 第 1号議案 平成 27年度事業報告及び事業報告の附属明細書（案） 

第 2号議案 平成 27年度計算書類及び計算書類の附属明細書（案） 

第 3号議案 公益目的支出計画実施報告書（案） 

第 4号議案 平成 28年度定時総会開催の件（案） 

第 5号議案 平成 28年度事業計画及び収支予算の一部変更（案） 

第 6号議案 企画委員会委員の選任（案） 

第 7号議案 新規会員承認の件（案） 

 

・ 平成28年度第2回理事会（平成28年 6月 8日、如水会館） 

議題： 

第 1号議案 役員の選定（案） 

 

・ 平成28年度第3回理事会（平成29年 3月 21日、如水会館） 

議題： 

(1)議案審議 

第 1号議案 平成 29年度事業計画書（案） 

 第 2号議案 平成 29年度収支予算書（案） 

第 3号議案 新規会員承認の件（案） 

第 4号議案 企画委員会委員の選任の件（案） 

(2)その他 

 

・ 平成28年度第1回企画委員会（平成28年 5月 18日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：(1)平成28年度第1回理事会について 

・平成27年度事業報告（案）、平成27年度計算書類（案）    

・平成28年度事業計画及び収支予算の一部変更（案） 他 

(2)平成28年度定時総会および平成28年度第2回理事会について 

(3)その他 

 

・ 平成28年度第2回企画委員会（平成29年 3月 14日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：(1)平成28年度第3回理事会について 

      (2)その他 
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Ⅷ．平成28年度会員の入・退会の状況 
 

（平成29年 3月 31日現在） 

 

１．会員数 

正会員  27社（前年度  28社） 

準会員 102社（前年度 109社） 

合 計 129社（前年度 137社） 

 

２．入会 

正会員      0社 なし 

 

準会員      7社  株式会社神戸製鋼所 

            Moscow Representative office of "CMS International  

B.V."(Netherlands)  

東レ株式会社 

株式会社エムズコーポレーション 

株式会社日本旅行 

公益財団法人日本生産性本部 

株式会社アルゴナフト             

                                                

３．退会   

正会員      1社  株式会社東芝 

                                                                                              

準会員         14社  株式会社戸畑製作所 

タジマ工業株式会社 

株式会社博報堂 

コニカミノルタ株式会社 

新潟市 

株式会社ジェイトレーディング 

アビテル・データ株式会社 

あすかグリーンインベストメント株式会社 

有限会社スガハラアソシエーツ 

株式会社富山環境整備 

株式会社モトーレン阪神 

スターツコーポレーション株式会社 

五大洋株式会社 

Tandem LLC 

 

４．会員資格の変更 

１）準会員から正会員への変更    0社 

２）正会員から準会員への変更     0社 
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【事業報告の附属明細書】 

 

 平成28年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34

条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので

作成しない。 

 

平成29年 5月 22日 

一般社団法人ロシアNIS貿易会 

 


