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令和4年 (2022年 )6月現在  

日本モンゴル経済委員会概要  

 事務局所在地 
 一般社団法人 ロシアNIS貿易会  業務部内 

 〒104-0033 東京都中央区新川1-2-12  金山ビル5F 

設立年月日  昭和47年9月12日（1972年） 

会員数  11社 

役員 
会 長  都梅博之 伊藤忠商事㈱ 代表取締役 専務執行役員 

機械カンパニー プレジデント 

理事会社 
 4社 

伊藤忠商事㈱、丸紅㈱、住友商事㈱、三菱商事㈱ 

事務局長 原 真澄 一般社団法人ロシアNIS貿易会 業務部 部長 

監事 西谷和雄 日本商工会議所 理事・国際部長 

会員会社 

1.伊藤忠商事㈱、2.丸紅㈱、3.住友商事㈱、4.三菱商事㈱ 

5.三井物産㈱、6.コマツ、7.モンゴル貿易開発銀行東京駐在員事務所 

8.㈱三菱UFJ銀行、9.ソフトバンクグループ㈱、10.(一社)PDAA 

11.野澤・中野法律事務所 

カウンターパート 

○ 日本政府   経済産業省 

○ L. エンフアムガラン・モンゴル国教育・科学大臣 

○ O. アマルトゥフシン・モンゴル商工会議所会頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

2001年～2006年 

(平成13年～平成18年 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001年(平成13年) 

－エンフバヤル首相一行歓迎会・講演会 （2001年2月14日～15日、於：東京） 

－モンゴル展、モンゴル・ビジネスセミナーに協力 （2001年10月、於：東京） 

2002年(平成14年) 

－日本モンゴル外交関係樹立30周年記念祝賀会（2002年2月21日、於：東京） 

 －モンゴル経済・投資セミナー（2002年6月5日、於：東京） 

 －モンゴル石油セミナー（2002年8月23日、於：東京） 

 －バトジャルガル駐日大使を囲む昼食懇談会  （2002年12月24日、於：東京） 

2003年(平成15年) 

－モンゴル国鉱業投資セミナー（2003年3月5日、於：東京） 

－モンゴル経済・中小企業セミナー（2003年6月19日､於：東京） 

－日本モンゴル経済交流ミッションの派遣 

 （2003年8月5日～6日、於：ウランバートル） 

－バガバンディ大統領歓迎レセプション（2003年12月4日、於：東京） 

2004年(平成16年) 

 －ガンゾリグ産業通商大臣講演会開催に協力（2004年4月16日、於：東京） 

2005年(平成17年) 

 －モンフオルギル外務大臣との懇談会（2005年3月23日､於:東京） 

－モンゴル-日本ビジネスフォーラム（2005年5月30日､於:東京） 

－バトボルト産業貿易大臣との懇談会（2005年6月3日､於:東京） 

2006年(平成18年) 

－エンフボルド首相との懇談会（2006年3月27日、於：東京） 

－エンフボルド首相歓迎レセプション（2006年3月28日､於：東京） 

－モンゴル国会議員団との懇談会（2006年5月16日､於：東京） 

－経済交流ミッション派遣    （2006年8月30日-9月2日､於：ウランバートル） 
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2007年～2011年 

(平成19年～平成23年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007年(平成19年) 

－エンフバヤル大統領歓迎レセプション（2007年2月27日､東京） 

 －モンゴル・日本ビジネスフォーラムに協力（2007年2月28日､東京） 

 －エンフバヤル大統領との昼食会（2007年3月2日､於：東京） 

 －第１回日本-モンゴル貿易投資官民合同協議会（2007年11月7日､於:東京） 

 

2008年(平成20年) 

－ルンデージャンツァン国家大会議議長一行歓迎レセプションを関係諸団体と

共同主催                        （2008年2月27日、於：東京） 

－オヨーン外務大臣との懇談会（2008年3月4日、於：東京） 

－第２回日本-モンゴル貿易投資官民合同協議会 

 （2008年10月9～10日、於：ウランバートル） 

 

2009年(平成21年) 

－デンベレル・モンゴル国商工会議所会頭との昼食懇談会の開催 

（2009年1月29日、於：東京） 

－日本・モンゴル外交関係樹立37周年記念レセプション・エンフボルド 

国家大会議副議長およびオトゴンバヤル教育･文化･科学大臣歓迎 

レセプション開催（他団体との共催、2009年2月24日、於：東京） 

－城所(新)･市橋（旧)駐モンゴル日本国大使との懇談会開催 

 （2009年3月11日、於：東京） 

－バヤル・モンゴル国首相来日歓迎レセプションを関係諸団体と共同主催 

(平成21年7月15日、於：ホテルニューオータニ東京） 

－第３回日本-モンゴル貿易投資官民合同協議会 

（2009年12月17日、於：東京） 

 

2010年(平成22年) 

－日本モンゴルＥＰＡ官民共同研究第１回会合に参加 

（2010年6月24日-25日 於：ウランバートル） 

－日本モンゴルＥＰＡ官民共同研究第２回会合に参加（2010年11月４日 於：東京） 

－エルベグドルジ大統領歓迎レセプションを関係諸団体と共同主催 

(2010年11月18日 於：ホテルニューオータニ) 

－第 4 回日本モンゴル官民貿易投資協議会 

(2010 年 12 月 12 日、於：ウランバートル) 

 

2011年(平成23年) 

－モンゴル国会議員団の小林会長表敬(2011年2月15日 於：伊藤忠商事) 

 －日本モンゴルＥＰＡ共同研究第３回会合参加 

（2011 年 3 月 21-22 日 於：ウランバートル） 

 －清水(新)･城所（旧)駐モンゴル日本国大使との懇談会 

 （2011年10月6日、 於：如水会館） 

－デンベレル・モンゴル国家大会議議長一行歓迎レセプションを関係諸団体と共同

主催                         (2011年12月13日、於：ホテルニューオータニ） 

－第5回日本モンゴル官民貿易投資協議会（2011年12月15日於：東京） 

－デンベレル・モンゴル国家大会議議長一行歓迎レセプションを関係８団体と共同

主催                         (2011年12月13日、於：ホテルニューオータニ） 
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2012年～2015年 

(平成24年～平成27年 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年(平成24年) 

－バトボルド・モンゴル国首相との朝食会 

（2012年3月13日、於：ホテルニューオータニ） 

－バトボルド・モンゴル首相歓迎・日モ国交樹立40周年記念レセプションを関係８団

体と共同主催                 (2012年3月13日、於：ホテルニューオータニ） 

－JETRO/モンゴル国主催モンゴル展2012に協力 

（2012年3月21日-23日、於：JETRO展示場） 

－DR.アリシア女史講演会｢資源戦略及び通商戦略上のモンゴルの重要性｣ 

（2012年6月20日、於：如水会館） 

－日モ国交樹立40周年記念モンゴル訪問団 

（2012年7月9日―14日 於：ウランバートル） 

－日モ国交樹立40周年記念・Ｌ．ボルド・モンゴル国外務大臣歓迎レセプション 

  を関係諸団体と共同主催    (2012年10月1日、於：ホテルニューオータニ) 

2013年(平成25年) 

－第6回日本モンゴル貿易投資・鉱物資源開発官民協議会 

（2013年5月3日、 於：ウランバートル 外務省会議場） 

－JETROジャパン・ビジネスフェア in モンゴルに協力 

（2013年5月3-4日 於：ウランバートル 商工会議所展示ホール） 

－アルタンホヤグ・モンゴル国首相歓迎レセプションを関係８団体と共同主催 

(2013年９月11日、於：ホテルオークラ東京） 

－アルタンホヤグ・モンゴル国首相との朝食会 

（2013年９月12日於：ホテルオークラ東京） 

－JETRO・駐日モンゴル国大使館主催 アルタンホヤグ・モンゴル国首相講演会に

協力                       （2013年９月12日 於：ホテルオークラ東京） 

－安倍総理主催晩餐会に小林会長が出席（2013年９月13日 於：首相公邸） 

2014年(平成26年) 

－モンゴル経済関係議員団との懇談会 

（2014年３月５日 於：ホテルニューオータニ） 

－経団連・モンゴル国政府主催モンゴル・ビジネス・フォーラムに後援 

（2014年７月22日、於：ホテルニューオータニ） 

－エルベグドルジ大統領との朝食会 

（2014年７月24日 於：ホテルニューオータニ） 

2015年(平成27年) 

－モンゴルにおけるプロジェクト調査（2015年１月） 

－サイハンビレグ首相との朝食会（2015年2月10日  於：ホテルオークラ） 

－日モンゴル・ビジネスミーティングをジェトロと共同主催 

（2015 年 2 月 10 日 於：JETRO） 

－安倍総理主催晩餐会に小林会長が出席（2015 年 2 月 10 日 於：首相公邸） 

－エンフボルド国家大会議議長歓迎レセプションを関係諸団体と共同主催 

（2015年2月26日18:30-20:00 於:ホテルニューオータニ） 

－日本モンゴル書道展に協力 

（2015年3月5日～3月24日 於：伊藤忠青山アートスクエア） 

－日本モンゴル貿易投資に関する情報提供「2014年のモンゴルの貿易」（2015年3月）  

－エルベグドルジ大統領との朝食会を開催 （2015年5月22日 於：帝国ホテル） 

－エルデネバト産業大臣他第7回日モンゴル官民合同協議会モンゴル側代表団

との朝食会を開催           （2015年6月29日 於：ホテルニューオータニ） 

－第7回日本モンゴル官民合同協議会 

（2015年6月29日 於：経済産業省、ビジネス交流会 於：JETRO） 
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2016年～2019年 

(平成28年～令和元年)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年(平成28年) 

－ニャムタイシル・モンゴル国大統領兼首相顧問との意見交換会 

（2016年2月25日 於：駐日モンゴル国大使館） 

－エルデネバド産業大臣銅製錬技術視察団との円卓会議 

（2016年3月1日 於：駐日モンゴル国大使館） 

－ムンフオルギル外務大臣との朝食会（2016年9月28日 於：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（2016年10月13日 於：帝国ホテル） 

－JETROおよびモンゴル国政府主催「モンゴル貿易投資フォーラム」に協力 

（2016年10月13日 於：JETRO） 

－エルデネバト首相歓迎レセプションを日モ関係諸団体6団体と共同開催 

                （2016年10月13日 於: 東海大学校友会館「望星の間」） 

－清水武則・前駐モンゴル日本大使、高岡正人・新駐モンゴル日本大使との昼食懇談会  

（平成28年(2016年)12月12日（月）12:00～13:30 於：如水会館） 

－清水武則・前駐モンゴル日本大使、高岡正人・新駐モンゴル日本大使歓送

迎会を日本モンゴル関係諸団体と共同主催 

                 （平成28年(2016年)12月13日 於：東海大学校友会館) 

2017年(平成29年) 

－エンフボルド国家大会議議長歓迎レセプションを日本モンゴル関係諸団体と

共 同 主 催 （ 平 成 29年 ( 2 017年 ) 3月 27日  於 ： 東 海 大 学 校 友 会 館 ) 

－第8回日本モンゴル官民合同協議会を経済産業省、モンゴル国外務省、モン

ゴル商工会議所    (平成29年 (2017年 )7月4日  於：モンゴル国外務省 )  

－JETRO、モンゴル国食糧・農牧・軽工業省、モンゴル商工会議所主催、 

「日本・モンゴル経済連携協定（EPA）発効1周年記念セミナー・ネットワーキング交流会」に協力  

(平成29年(2017年) 7月4日、於：モンゴル商工会議所)  

2018年(平成30年) 

－モンゴル国政府、日本貿易振興機構（ジェトロ）主催、「モンゴル・日本ビジネ

スフォーラムに協 力 (平 成 3 0年 ( 2 0 1 8年 ) 2月 2 2日  於 ： ジェトロ ) 

－ツォグトバータル外務大臣歓迎レセプションを日本モンゴル関係諸団体（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、公益財

団法人日本モンゴル協会、日本モンゴル友好協会、日本モンゴル親善協会、

日本モンゴル虹の会、日本モンゴル経済委員会）と共同主催 

(平成30年(2018年)2月23日 於：ホテルニューオータニ) 

－第9回日本モンゴル官民合同協議会 

(平成30年(2018年)12月12日 於：霞山会館) 

－フレルスフ首相歓迎レセプションを日本モンゴル友好親善団体 (参議院日本

モンゴル友好議員連盟、衆議院日本モンゴル友好議員連盟、日本・モンゴル

友好協会、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）と共同開催  (平成30年(2018年)12月12日 於：東海大学校友会館) 

2019年(令和元年) 

－ソミヤバサル鉱業・重工業大臣歓迎昼食会 

(令和元年(2019年)9月20日 於：明治記念館) 

－モンゴル国政府主催 モンゴル鉱山投資フォーラムに協力 

(令和元年(2019年)9月20日 於：明治記念館) 

－高岡正人・前駐モンゴル日本大使、小林弘之・新駐モンゴル日本大使歓送

迎会を日本モンゴル関係諸団体と共同主催 

（令和元年(2019年)11月26日 於：東海大学校友会館) 

－第１回勉強会・懇親会(令和元年(2019年)12月19日 於：ロシアNIS貿易会) 

－日本貿易振興機構（ジェトロ）主催日本モンゴル・ビジネス・フォーラムを後援 

(令和元年(2019年)12月20日 於：日本貿易振興機構（ジェトロ）) 
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2020年～2022年 
(令和2年～令和4年) 

2020年(令和2年) 

－第2回勉強会資料配付(令和2年(2020年)7月30日) 

－第3回勉強会資料配付(令和2年(2020年)12月14日) 

 

2021年(令和3年) 

－モンゴル投資誘致セミナー(Invest in Mongolia-東京2021フォーラム)をモンゴ

ル国政府国家開発庁、International Finance Corporation(IFC、世界銀行グ

ループ)、JETRO、在日モンゴル国大使館と共同主催 

(令和3年(2021年)5月20日 オンライン) 

－日本貿易振興機構（ジェトロ）、モンゴル商工会議所主催 

モンゴル中小企業対日輸出促進オンラインセミナー 「日本モンゴル経済連携

協定（EPA）の利活用を通じたモンゴル産品の対日輸出促進」に協力 

(令和3年(2021年)6月25日） 

－第4回勉強会資料配付(令和3年(2021年)9月13日) 

－モンゴル国と日本国の外交関係樹立50周年記念祝賀レセプションに出席 

(駐日モンゴル国大使館主催 )(令和4年 (2022年 )2月24日、於：駐日モンゴル

国大使館) 

 

2022年(令和4年) 

－モンゴル経済フォーラム2022(Mongolia Economic Forum 2022)に協力 

(主催：モンゴル国政府)（令和4年（2022年）4月7日～8日、於：モンゴル国政

府宮殿およびオンライン） 

－第5回勉強会資料配付(令和4年(2022年)4月11日) 

－第6回勉強会資料配付(令和4年(2022年)6月13日) 

 


