
      

  「「日日ロロ貿貿易易・・産産業業対対話話」」ののごご案案内内  
 

平成２８年１月２５日 

日露貿易投資促進機構事務局（ロシアNIS貿易会(ROTOBO)） 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて来る２月２９日（月）～3月１日（火）、マントゥロフ・ロシア産業・商業大臣率いる代表団訪日を

機に、下記の要領により東京において「日ロ貿易・産業対話」(以下、会議)を開催致します。 

ロシア産業・商業省は、自動車・航空機・造船等を含む機械製造、金属、化学、医療・製薬等、エ

ネルギー分野を除くほぼ全てのロシアの鉱工業と、商業・貿易を司る中央政府機関です。その管轄

範囲が極めて広範であることから、このたびの会議には多岐に渡る分野の、ロシアを代表する国

営・民間の大企業が参加し、自社の事業に関するプレゼンテーション・事業提案等を行います。また

政府の側からは、産業・商業省に加え、経済発展省、極東発展省等、日本との関係構築に積極的

な各省庁が顔を連ねております。これに対応し、日本側からも経済産業省をはじめとする関係省

庁・団体、ならびに関連企業が参加、このように両国の政府・ビジネス関係者が一堂に会することか

ら、本会議は単なる情報収集のみならず、人脈形成や商談の機会としてご利用いただくことが可能

でしょう。 

つきましては、参加ご希望の方は、別添１「日ロ貿易・産業対話 プログラム」（暫定版）をご覧い

ただき、別添２の「日ロ貿易・産業対話 参加申込用紙」にご記入の上、２月２４日（水）までにロシア

NIS貿易会（ROTOBO）宛にＦＡＸ（03-3555-1052）もしくはＥメール（forum@rotobo.or.jp）にてお申込

みください。 

なお、本会議については、専用サイト（http://www.jp-ru.org/manturov/index.html）を開設し、プロ

グラムの詳細等の最新情報を随時更新いたしますので、適宜ご参照ください。 

 ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、何卒よろしくご検討のほど、お願いいたします。 

敬具

記 

 

◆日 時： 2016年２月29日（月）～３月１日（火）（詳細は別添１をご参照ください） 

◆会 場： 虎ノ門ヒルズフォーラム（http://forum.academyhills.com/toranomon/index.html） 

        〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階 

  TEL：03-5771-9201（代）          

◆規 模： 日露双方から総計300名の参加を予定。 

◆主 催： （日本側） 経済産業省、（一社）ロシアNIS貿易会（ROTOBO）、（独）日本貿易振興機構

（ジェトロ）（予定）、（一社）経団連日本ロシア経済委員会 

        （ロシア側） ロシア産業・商業省、FORMIKA 

◆後 援：  露日ビジネスカウンシル、実業ロシア 

◆参加費： 無料 ／ ◆議事次第：別添１を参照 ／ ◆使用言語：日本語、ロシア語（同時通訳） 

◆本件専用サイト：http://www.jp-ru.org/manturov/index.html 

◆連絡先： （一社）ロシアNIS貿易会（ROTOBO） 

  担当：高橋、輪島、片岡 

  TEL：03-3551-6218 ／ FAX：03-3555-1052 ／ Email：forum@rotobo.or.jp 



（別添１） 

ママンントトゥゥロロフフ･･ロロシシアア産産業業・・商商業業大大臣臣代代表表団団訪訪日日    

「「日日ロロ貿貿易易・・産産業業対対話話」」  
プログラム（暫定版） 

平成２８年１月２５日現在 

時間 プログラム 

２
月
２
９
日
（
月
） 

09:30-10:30 

<於：ロビー受付> 
レジストレーション 

分
科
会 

第
一
部 

10:30-12:00 

(1)<ホール A-2+3> 

(2)<ホール A-４> 

(1)【第１分科会】日ロ間における共同プロジェクト：新たな機会と展望 

◇モデレータ： ロシア側（調整中） 

◇日本側報告： 

 ・赤石浩一 経済産業省審議官（通商政策局担当）（予定） 

・目黒祐志 三井物産（株）執行役員 CIS 総代表 兼 モスクワ三井物産(有)社長 

・（株）国際協力銀行（JBIC）(調整中) 

・（独）日本貿易保険（NEX）(調整中) 

◇ロシア側報告： 

 ・G.カラマノフ ロシア連邦産業・商業省次官 

・M.シェレイキン ロシア連邦極東発展省次官(予定) 

・露日ビジネスカウンシル(調整中) 

・D.ゴロバノフ ロシア輸出入銀行 総裁 

・K.ルィジコフ ロシア直接投資基金 副総裁（予定） 

・対外経済銀行（調整中） 

・ロスネフチ（調整中） 

・AO「経済特区」（調整中） 

(2) 【第２分科会】 製造分野におけるイノベーション：日本企業の経験 

◇モデレータ： 米谷光司 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）理事 

◇日本側報告： 

 ・桑田 始 （株）IHI 常務執行役員 

・森 雅彦 DMG 森精機（株）取締役社長 

・中村正人 パナソニック・ロシア（有）副社長 

・日産自動車（株）(調整中) 

◇ロシア側報告： 

 ・A.ミヘエフ ロシア連邦産業・商業省工作機械・重化学機械製造局長 

・D.コソフ 「スタンコプロム」社長代行 

・PAO「ソラーズ」（調整中） 

・「STAN」グループ（調整中） 

12:00-13:00 

<於：メインホール> 
ランチビュッフェ 



分
科
会 

第
二
部 

13:30-15:00 

(1)<ホール A-2+3> 

(2)<ホール A-４> 

(1)【第３分科会】医療・製薬分野における協力 

◇モデレータ： ロシア側（調整中） 

◇日本側報告： 

 ・小松研一 （一社）Medical Excellence JAPAN 副理事長 

・A.ポタポフ 武田薬品工業(株) ロシア CIS エリアヘッド 

・神島誓雄 東芝メディカルシステムズ(株) 常務 

・オリンパス(株) (調整中) 

◇ロシア側報告： （調整中） 

 

２
月
２
９
日
（
月
） 

(2)【第４分科会】インフラ近代化分野における日ロ協力 

◇モデレータ： 岡田秀一 （一社）ロシア NIS 貿易会（ROTOBO）副会長 

 日本電気（株）執行役員副社長 

◇日本側報告： 

 ・土井 亨 三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）代表取締役社長 

・田中嘉郎 前川製作所（株）取締役会長 

・川崎重工業(株) (調整中) 

・双日（株）(調整中) 

◇ロシア側報告： 

 ・I.チギリ ロシア連邦産業・商業省冶金・素材局長 

・R.ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

・O.ベロジョロフ OAO「ロシア鉄道」社長 

・V.シポルト ロシア連邦ハバロフスク地方知事 

15:00-15:30 

<於：メインホール前室> 
コーヒーブレイク 

全
体
会
合 

15:30-17:30 

<於：メインホール> 

15:30-15:45 

 

 

 

15:45-15:55 

◆開会挨拶 

 ・林 幹雄 経済産業大臣(予定) 

 ・D.マントゥロフ ロシア連邦産業・商業大臣(予定) 

 

◆署名式（予定） 

15:55-16:00 ※セットチェンジ 

16:00-17:30 ◆パネルディスカッション 

◇モデレータ：（調整中）  

◇日本側パネリスト：（以下、全て予定） 

 ・上田隆之  経済産業審議官 

 ・村山 滋 （一社）ロシア NIS 貿易会会長／川崎重工(株)社長 

 ・朝田照男 (一社)日本経済団体連合会日本ロシア経済委員会委員

長／丸紅（株）会長 

 ・飯島彰己 三井物産(株）代表取締役会長 

 ・石毛博行 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）理事長 



◇ロシア側パネリスト： 

・ロシア連邦産業・商業省代表 

・S.ヴォスクレセンスキー ロシア連邦経済発展省次官／貿易経済露

日政府間委員会ロシア側副議長 

・A. レピク「実業ロシア」会長／「露日ビジネスカウンシル」議長 

・R.ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

・D.シュガエフ 国家コーポレーション「Rostec」副総裁 

 17:30-19:00 

<於：ホールＡ-2+3、4> 
レセプション 

３
月
１
日
（
火
） 

分

科

会 

第

三

部 

13:30-16:30 

<於：ホール A-2+3> 

【ロシア工業団地協会特別分科会】 

～ロシアにおける日本企業の生産現地化：新たなトレンドと諸制度～

 

◇モデレータ： 高橋 浩 ロシア NIS 貿易会 ロシア NIS 経済研究所 副所長 

◇来賓挨拶： 

 ・S.エゴロフ 在日ロシア連邦通商代表部主席代表 

◇日本側報告： 

 ・中居孝文 ロシアＮＩＳ貿易会 モスクワ事務所長 

・日立建機（株）(調整中) 

◇ロシア側報告： 

 ・V.オシマコフ ロシア連邦産業・商業省戦略発展・プロジェクト管理局長 

・D.ジュラフスキー ロシア工業団地協会 専務理事 

・I.ヴェセロフ ロシア連邦カルーガ州地域発展局 局長 

・S.ヴァシン ロシア連邦ウリヤノフスク州開発公社 社長 

・V.ペチュルチク ロシア連邦トゥーラ州開発公社 社長代行 

・I.イシェンコ テクノポリス「モスクワ」 社長 

・A.アブラモワ 工業団地「スタンコマシ」 部長 

・V.クシナリョフ ロシア連邦ハバロフスク地方投資・発展庁 部長 

 

※会議に平行して、2月29日～3月１日両日とも終日、ホールＡ-１においてＢ２Ｂ個別面談が実施されます。 

   



締切：2016年２月２４日（水）（必着）                                    （別添 ２） 
送付先：FAX：03-3555-1052またはE-mail: forum@rotobo.or.jp 

（一社）ロシアNIS貿易会宛  担当：高橋、輪島、片岡   

「日ロ貿易・産業対話」参加申込用紙 
１．申込者氏名・所属情報 

(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  

２．プログラム関連 

(1) 分科会第一部（2/29 10:30-12:00）につき参加ご予定
の分科会をご選択ください。 
※該当するいずれかに○をお付けください。 

※分科会は同時並行で行われますので、お一人で複数の分科会には

参加できません。 

◆【第１分科会】日ロ間における共同プロジェクト 

 

◆【第２分科会】製造分野におけるイノベーション 

 

◆分科会第一部には出席しない 

(2) 分科会第二部（2/29 13:30-15:00）につき参加ご予定
の分科会をご選択ください。 
※該当するいずれかに○をお付けください。 

※分科会は同時並行で行われますので、お一人で複数の分科会には参

加できません。 

◆【第３分科会】医療・製薬分野における協力 

 

◆【第４分科会】インフラ近代化分野における日ロ協力 

 

◆分科会第二部には出席しない 

(3) 分科会第三部（3/1 13:30-16:00）につき参加のご予
定をご回答ください。 
※該当するいずれかに○をお付けください。 

※本セッションは日付が異なりますので、ご注意ください。 

◆【ロシア工業団地協会特別分科会】に参加する 

 

◆分科会第三部には出席しない        

(4) 署名式において契約・MOU等の文書の署名・交換を希望
されますか？？ 

 

① 希望する    ② 希望しない 

→①の場合、担当者ご連絡先を以下にご記入ください。

追って事務局よりご連絡申し上げます。 

 

 

(5) 会議の開催期間中に、ロシア側代表団参加企業との個
別面談を希望されますか？ 
 

※ロシア側参加企業については、別添3のリスト（暫定版）をご参照

ください。ただし、リストは随時更新されますので、専用サイトで

のご確認をお願い致します。 

※ご関心のある方は、お早目（2/15月まで）にお申し込みをお願い

いたします。 

  ※個別面談は、ご提供いただいたご連絡先をロシア側事務局にお伝え

し、ロシア側が調整いたします。先方の意向によりご希望に添えな

い場合がございますこと、予めご了承ください。 

① 希望する    ② 希望しない       

→①の場合、担当者ご連絡先と、希望する面談者を以

下にご記入ください。追ってロシア側事務局よりご

連絡申し上げます。 
 
◆ご連絡先： 
 
 
◆面談を希望する相手： 
 
 

※個人情報の取扱には十分注意し、当案件以外の目的では使用いたしません。／※お二方以上ご参加の場合、本紙をコピーの上、お一人ずつご記入、ご返送ください。 

 



 （別添 ３） 

ロシア側参加企業リスト（１月 25 日時点） 

 



 



 



 



 

 


