
ロロシシアア工工業業団団地地協協会会セセミミナナーー  

「「ロロシシアアににおおけけるる日日本本企企業業のの現現地地生生産産のの課課題題」」ののごご案案内内  
平成27年４月１日 

日露貿易投資促進機構事務局 

（（一社）ロシアNIS貿易会） 

 拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、ロシアNIS貿易会は、来る４月23日（木）、ロシア工業団地協会との共催でロシア工

業団地協会セミナー「ロシアにおける日本企業の現地生産の課題」を開催致します。 

 トヨタ自動車の工場建設を皮切りに、近年ロシアでは、自動車、自動車部品メーカー、そし

て工作機械、消費財等の様々な日系企業の工場建設が相次いでいます。それに伴い、日

系企業のロシアにおける進出先候補として工業団地や経済特区に注目が集まっています。

 本セミナーでは、現地の専門家がロシアにおける工業団地の現状、政策動向に関する報

告、主な工業団地の紹介などを行います。ロシアでの工場建設、ビジネス開始を検討して

いる方には大変有用なセミナーであると存じますので、是非ご参加頂きますようお願い申し

上げます。 

ご参加を希望される方は、添付のプログラムをご覧いただき、「参加申込書」に必要事項

を ご 記 入 の 上 、４月17日（金）ま でに、 一 般 社 団 法 人 ロ シ ア NIS 貿 易 会 宛 にFAX

（03-3555-1052）もしくはEメール（webmaster@rotobo.or.jp）にてお申込み下さい。なお、お

席数には限りがございますので、満席に成り次第申込みは打切らせて頂きますので、ご了

承下さい。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

敬具

記 

◆日 時：  平成27年４月23日（木） 13:30～18:00 

◆会 場：  ホテルヴィラフォンテーヌ 汐留コンファレンスセンター 会議室２・３ 

◆会 場：  東京都港区東新橋1-9-2（汐留住友ビル 1階）  TEL: 03-3569-2341 

◆主 催：  日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシアNIS貿易会） 

◆主 催：  ロシア工業団地協会 

◆後 援：  （独）日本貿易振興機構（予定）、ロシア連邦通商代表部 

◆参 加 費：  無料 

◆プログラム：  添付をご参照ください。 

◆参 加 人 数：  60名（予定） 

◆使 用 言 語：  日本語、ロシア語（逐語通訳） 

◆連 絡 先：  一般社団法人ロシアNIS貿易会 

◆会 場：  担当：高橋、鳴沢 

◆会 場：  TEL：03-3551-6218  FAX：03-3555-1052 

◆会 場：  Email：webmaster@rotobo.or.jp 



ロシア工業団地協会セミナー 
「ロシアにおける日本企業の現地生産の課題」 

プログラム 
2015年４月23日（木）  

於：ホテルヴィラフォンテーヌ 汐留コンファレンスセンター 会議室２・３ 

 

時間 プログラム 

13:00～13:30 ウェルカム・コーヒー   

13:30～14:00 ◆開会   

 司会： 高橋 浩 

ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所 副所長 

 開会の辞： 高橋 浩 

ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所 副所長 

  セルゲイ・エゴロフ 

在日ロシア連邦通商代表部 主席代表 

  デニス・ジュラフスキー 

ロシア工業団地協会 専務理事 

  アンドレイ・クリンツェフ 

ロシア連邦産業・商業省 地方産業政策局 副局長 

  イヴァン・トンキフ 

ロシア連邦極東発展省 直接投資誘致局 局長 

14:00～14:20 ◆講演１ 

「日本企業にとってのロシアビジネス発展の展望」 

 スピーカー： 大橋 巌 

ロシア工業団地協会 日本・アジア太平洋地域担当顧問 

14:20～14:40 ◆講演２ 

「ロシアの工業団地における生産現地化の状況」 

 スピーカー： ニコライ・ミルキス 

モスクワ州開発公社 社長 

14:40～15:00 ◆講演３ 

「ロシアの地方における投資家支援のためのツール 行政支援と優遇」 

 スピーカー： イーゴリ・リャビコフ 

ウリヤノフスク州開発公社 副社長 

15:00～15:20 ◆講演４ 

「ロシア極東における日本企業のビジネス発展のための成功要因」 

 スピーカー： デニス・グロス 

工業団地「アヴァンガルド」（ハバロフスク州） 専務理事 



15:20～15:40 コーヒーブレイク  

15:40～16:00 ◆講演５ 

「ロシアにおける生産現地化のための最適なサイトの選択」 

 スピーカー： セルゲイ・ボチカリョフ 

工業団地「デッチノ」（カルーガ州） 商業ディレクター 

16:00～16:20 ◆講演６ 

「ロシアにおける生産現地化ための有効なツールとしての産業経済特区」 

 スピーカー： 調整中 

16:20～16:40 ◆講演７ 

「日本企業の工業プロジェクト実施のためのターンキー・ソリューション」 

 スピーカー： ヴィクトル・エフィモフ 

工業団地「シェレメチェヴォ」（モスクワ州） 社長 

16:40～17:00 ◆講演８ 

「ロシアにおける日本企業の投資プロジェクト実施のための欧州スタンダードと慣習」 

 スピーカー： セルゲイ・スペトニツキー 

「Lemminkainen」（工業団地「i –Park」、カルーガ州） 社長 

17:00～17:15 ◆質疑応答 

17:15～17:45 ◆名刺交換 

17：45～18:00 ◆閉会の辞 



訪日代表団メンバー・リスト 

2015 年４月１日現在 

 
氏名 組織・会社名 URL 役職 

1 ニコライ・ミルキス モスクワ州開発公社 http://www.mosregco.ru/ 社長 

2 
スヴェトラーナ・ 

カザコヴァ 
モスクワ州開発公社 http://www.mosregco.ru/ IR 部 部長 

3 デニス・グロス 工業団地「アヴァンガルド」 
 

専務理事 

4 
アンドレイ・ 

ベズヴェルホフ 
工業団地「アヴァンガルド」 

 
開発ディレクター 

5 
セルゲイ・ 

ボチカリョフ 

「Veles キャピタル」 

（工業団地「デッチノ」） 

http://www.indparks.ru/about

/members/?ELEMENT_ID=552 

商業ディレクター 

6 
ヴァレリー・ 

オニシチク 

「Veles キャピタル」 

（工業団地「デッチノ」） 

http://www.indparks.ru/about

/members/?ELEMENT_ID=552 

投資プロジェクト・ディレクター 

7 
イーゴリ・ 

リャビコフ 
ウリヤノフスク開発公社 http://www.ulregion.com/ 副社長 

8 
セルゲイ・ 

ヴァシン 
ウリヤノフスク開発公社 http://www.ulregion.com/ 社長 

9 
デニス・ 

バルィシニコフ 

ウリヤノフスク 

港湾型経済特区 
http://www.ulsez.ru/ 社長 

10 
ヴィクトル・ 

エフィモフ 
工業団地「シェレメチヴォ」 http://indpark.ru/ 社長 

11 
アルトゥール・ 

エフィモフ 
工業団地「シェレメチヴォ」 http://indpark.ru/ エコノミスト 

12 
イーゴリ・ 

マルチェフ 
株式会社「経済特区」 http://www.russez.ru/ プロジェクト管理・IR 部 部長 

13 
イリーナ・ 

ソスノフスカヤ 
株式会社「経済特区」 http://www.russez.ru/ IR 部 部長 

14 
セルゲイ・ 

スペトニツキー 

「Lemminkainen」 

（工業団地「i –Park」） 
http://www.lemminkainen.ru/ 社長 

15 ボリス・スィチョフ ロシア工業団地協会 http://www.indparks.ru/ プロジェクト分析主任 

16 
デニス・ 

ジュラフスキー 
ロシア工業団地協会 http://www.indparks.ru/ 専務理事 

17 
マクシム・ 

パズドニコフ 
ロシア工業団地協会 http://www.indparks.ru/ 共同理事長／認証ディレクター 

18 大橋 巌 ロシア工業団地協会 http://www.indparks.ru/ 日本・アジア太平洋地域担当顧問 

19 ヤナ・レレス ロシア工業団地協会 http://www.indparks.ru/ コミュニケーション・マネージャー 



締切：2015 年４月 17 日（金）（必着） 

送付先：FAX：03-3555-1052またはE-mail: webmaster@rotobo.or.jp 

一般社団法人ロシアNIS貿易会宛  担当：高橋、鳴沢 

 

ロシア工業団地協会セミナー 
「ロシアにおける日本企業の現地生産の課題」 

参加申込書 

(1)申込者氏名  英文表記  

(2)勤務先名称  

  英文表記  

(3)所属部署  

  英文表記  

(4)役職  英文表記  

(5)勤務先住所 〒  

(6)勤務先TEL  (7)勤務先FAX  

(8)E-mail  

 
ヴィラフォンテーヌ汐留 東京都港区東新橋 1-9-2（汐留住友ビル 1 階） TEL: 03-3569-2341 

・ 銀線、JR 新橋駅 より徒歩５分  ・ ゆりかもめ 汐留駅 より徒歩１分 


