ＡＭＪビジネス交流会

大国ロシアの現在と
広がる日ロビジネスのチャンス
主催
後援

11 月 12 日(木)会場：学士会館
第一部 13～17 時
第二部（懇親会）：17～19 時

アドバンストマテリアルジャパン株式会社
ロシア連邦通商代表部、ロシア NIS 貿易会、アーガスジャパン

最近の国際情勢だからこそ、私たち企業が民間レベルでの付き合いを深化させていきたいと、交流会を企画いたし
ました。交流会では、ロシア経済の現状、ビジネスにおけるリスクの管理等を専門家に解説いただきます。そのうえで、
ロシア通が一同に会する場で、知見を交換しあい、人的交流を深める機会にしたいと考えております。
日
会
定
会

程
場
員
費

来 賓

2015 年 11 月 12 日（木）
学士会館
200 名
第一部 10,000 円 （テキスト代込み）
第二部 懇親会・異業種交流会（無料）
在日ロシア連邦通商代表部、在日ロシア連邦大使館
外務省日露経済室、経済産業省ロシア・中央アジア・コーカサス室
※下記の登録フォームより、必ず事前にお申込みください。
※会場等の都合により、やむを得ず、お断わりさせていただくこともございます。あらかじめご了承くださいませ。

第一部 講演会
13:00

開会のご挨拶
セルゲイ・エゴロフ （在日ロシア連邦通商代表部 主席代表）

13:10

アジア市場を向くロシア経済
下斗米伸夫 （法政大学）

13:50

真のパートナー関係につなげる Legal management
Sergey MILANOV （K&L gates）

14:20

進化するロシア内陸物流
辻 久子 （ERINA 名誉研究員）
休

憩

15:00

（調整中）

15:30

ロシア原油産業と極東バンカーオイルの動向
Denis P. KALCHUGIN (Tranzit-DV Trading House)

16:10

パネルディスカッション

大国ロシアのこれからとビジネスチャンス
司会：
パネリスト：

17:00

中村繁夫 （アドバンストマテリアルジャパン）
下斗米伸夫 （法政大学）、Alexandr A. TIBULEVICH （METROPOL 副社長）
ほか調整中

閉会の挨拶
中村繁夫 （アドバンストマテリアルジャパン）
プログラムの内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

セミナーに関するお問い合わせ：
アドバンストマテリアルジャパン株式会社 戦略推進部 共田
TEL: 03-3507-2301 FAX: 03-3507-2302 E-Mail: seminar@amjc.co.jp
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第二部 懇親会・異業種交流会
17:00-19:00

会場： 学士会館
トークセッション：

主な来賓予定：
在日ロシア連邦大使館
在日ロシア連邦通商代表部
外務省日露経済室
経済産業省ロシア・中央アジア・コーカサス室
ＪＯＧＭＥＣ（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）
ＪＩＣＡ
経団連
Ｍｅｃｈｅｌ Ｃａｒｂｏｎ
ロシアＮＩＳ貿易会
Ａｒｇｕｓ Ｍｅｄｉａ
前回参加企業（一部）：
ＩＨＩ
ＫＰＭＧコンサルティング
アルコニックス
エコネコル
エスオーシー物流
サハリン石油ガス開発
サンアグロ
ソニー
トヨタ自動車
パーカー川上
パナソニック
ビー・インターナショナル
マツダ
ミナト国際コンサルティング
ルサール ジャパン
旭海運
伊藤忠商事
荏原製作所
乾汽船

丸紅
古河ロックドリル
五大洋
三井三池製作所
三井松島産業
三井物産
三菱マテリアル
三菱重工業
住商アグロインターナショナル
住友大阪セメント
商船三井近海
新日鉄住金
神戸製鋼所
千蔵工業
川崎重工業
双日
太平洋セメント
大同興業
大同特殊鋼
電源開発
日揮
日本ガイシ
日本高周波
日本鋳鍛鋼
日本無機化学工業
日立ソリューションズ
日立化成
日立製作所
巴工業
兵機海運
豊田通商
本田技研工業

セミナーに関するお問い合わせ：
アドバンストマテリアルジャパン株式会社 戦略推進部 共田
TEL: 03-3507-2301 FAX: 03-3507-2302 E-Mail: seminar@amjc.co.jp

アドバンストマテリアルジャパン主催
2015年3月4日

学士会館

３月４日、当社主催のロシアビジネス交流会が開催された。登録
時点で、参加者は約８０社１２０名を集め、ロシア連邦からも、大
使みずからがご挨拶を述べる機会となり、両国の注目・期待の高さ
がうかがえた。

講演会は、タイトなプログラムにも関わらず、ト

リを取った当社代表の中村の講演まで、熱心に耳を傾ける姿が目
立った。プログラム終了後、在日ロシア連邦大使館学校の児童たち
による、ロシア民謡が披露され、交流会に華を添えた。

はじめに、アファナシエフ大使からご挨拶を頂戴した。今

と、中小の企業では、ファイナンス面に不安があるものの、

回の交流会の開催に謝意を示され、また、難しい情勢ではあ

商社機能をいかした、リスクを管理しながらの安定したビジ

るものの、日本とロシアは隣国であることに変わりはなく、

ネスの可能性について展開した。

極東開発もふくめた、相互的な協力関係の醸成への期待をお
話しになった。その後、講演会に先立って、外務省 欧州局日
露経済室から室長の石川
誠己様、 経済産業省 通
商政策局ロシア・中央ア
ジア・コーカサス室か
ら、室長補佐の皮籠石直
征様からご挨拶を頂戴し

今回のロシアセミナーでは、上記のように広い分野のスペ
シャリストに講演いただき、また、企画段階から多くの専門
家ともお話しする機会を得た。総じて、ロシア連邦という国
への誤解、また制裁等は日本にとっては大きなビジネスチャ
ンスであることを、再認識させられた。当社としては、今後
も、ロシア企業との交流を深め、両国の経済的な友好をはぐ
くんでいきたい。

（文責；共田）

た。
（写真：アファナシエフ大使）

講演会では、丸紅でロシアビジネスに長く従事し、モスク
ワの日本センター長も務めた朝妻幸雄氏が、国際世論の偏り
や、最近のロシア国内の経済事情について豊富なデータで解
説した。そのうえで、昨今の事情が日本企業にとって大きな
チャンスであることを強調した。

（写真：エゴロフ在日ロシア連邦通商代表部首席代表）

つづいて、みずほ総合研究所の金野雄吾氏は、原油価格下
落がロシア経済に与える影響の、詳細な分析を示した。デ
フォルトリスクは限定的であるが、連邦予算は縮小となり、
今後のロシア経済のマイナス成長の見通しまで、客観的に分
析した。
トランスロシアエージェンシーの浦塚敏彦社長は、海運・
物流面からみたロシアビジネスの可能性を述べ、ロシア市場
の高付加価値化、ロシアの輸出競争力等、独自の視点で期待
（写真：ロシア大使館学校の子供たち）

を展開した。
ロシア鉱業界からは鉱山会社ＭＢＣコーポレーション、貴

≪開 催 概 要≫

金属精錬大手のＥＺＯＣＭ社が講演した。ロシア鉱業とＭＢ
Ｃコーポレーションの鉱山開発の進捗、また、あらためて、
ロシアの冶金技術の高さを印象付けた。その後も、ロシアＮ
ＩＳ貿易会のロシアの坂口泉氏が石油・ガス資源の現状や展
望を、アーガスメディアの三田真己氏はロシア石炭資源のポ
テンシャルの高さを話した。
最後に当社代表中村繁夫から、ロシア経済危機を〝Perfect
storm”と形容し、そのなかでもロシア鉱業界が抱いているポジ
ティブな印象を話した。とりわけ、輸出が主体となるグロー
バル企業にとって、つよく輸出ドライブがかかっているこ

「制裁下・動乱のロシア経済とビジネスチャンス」
日時 2014年3月4日 於学士会館
主催 アドバンストマテリアルジャパン
後援 ロシア連邦通商代表部
ロシアＮＩＳ 貿易会、株式会社ＪＳＮ
主な来賓
アファナシエフ 駐日ロシア連邦特命全権大使
エゴロフ 在日ロシア連邦通商代表部首席代表
石川誠己 外務省 欧州局日露経済室 室長
皮籠石直征 経産省 ロシア･中央アジア･コーカサス室室長補佐

