
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29年４月７日 

（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26日（水）、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。 

 2015年以来ロシア経済はマイナス成長を強いられていましたが、昨年下半期には底を打

ち、今後は徐々にプラス成長が実現すると見込まれます。ロシア側も経済危機に手をこま

ねいてはおらず、この間に輸入代替、輸出促進、地域産業育成などに関する政策制度を継

続的に整備、発動し、ロシアの地方における企業・投資誘致、新たな産業発展を積極的に

図ろうとしています。 

 ロシア工業団地協会はロシアの主要な公営および民営の工業団地、地方開発公社、建

設・エンジニアリング企業、コンサルティング会社等を会員としています。 

本セミナーでは、ロシアの全国・主要地方レベルにおける工業団地の整備と企業誘致支

援に関する 新の動きをご紹介するほか、ロシア工業団地のリスト、ロシアにおける工場

立地のノウハウ、地方における投資優遇策などに関する皆様に有益な資料（英語）の 新

版も配付予定です。 

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21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29年４月26日（水） 13:30～17:00 

◆会 場：  如水会館 2階 ペガサスの間  

◆会 場：  東京都千代田区一ツ橋2-1-1 TEL: 03-3261-1101 

◆主 催：  （一社）ロシアNIS貿易会 

◆主 催：  ロシア工業団地協会 

◆後 援：  ロシア連邦産業商業省、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：  90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：中居、高橋、片岡 

◆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（予定） 
2017年４月26日（水）  

於：如水会館 2Ｆペガサスの間          平成 29 年年４月 7 日現在 

時間 プログラム 

13:30 – 13:35 
司会および開会の辞 

ロシア NIS 貿易会ロシア NIS 経済研究所 調査部部長 中居孝文 

13:35 – 13:45 
報告① 露日通商・経済関係の発展のための優先課題 

駐日ロシア連邦通商代表部 首席代表 セルゲイ・エゴロフ 

13:45 – 13:55 
報告② ロシアにおける輸入代替促進戦略と外国企業誘致政策 

ロシア連邦産業商業省 第一次官 グレプ・ニキーチン（P） 

13:55 – 14:05 
報告③ ロシアにおける経済回復の見通しと企業進出環境の実態 

ロシア工業団地協会 日本・アジア太平洋地域担当顧問 大橋 巌 

14:05 – 14:15 

報告④ ロシアにおける外国企業の進出の諸施策・諸形態〜製品輸出から多様な現

地生産へ 

ロシア工業団地協会 共同会長 マクシム・パズドニコフ 

14:15 – 14:30 
報告⑤ ロシアにおける現地生産化と産業協力の諸形態〜プロジェクトの実例 

モスクワ州開発公社 社長 チムール・アンドレエフ 

14:30 – 14:45 
報告⑥ ロシアにおける現地生産プロジェクトの法的・税務的側面 

GDP Quadrat マネージングパートナー エカチェリーナ・エフドキモワ 

14:45 – 15:00 
報告⑦ ロシアにおける企業誘致の実務〜誘致支援ワンストップ・サービスの手法 

ウリヤノフスク州開発公社 副社長 イーゴリ・リャビコフ 

15:00 – 15:15 コーヒーブレーク、名刺交換 

15:15 – 15:30 
報告⑧ ロシア市場参入の一手法としての現地生産 

スヴェルドロフスク州知事顧問 ワジム・トレチャコフ 

15:30 – 15:45 
報告⑨ ロシアにおける現地生産のための優遇税制・経済特区・優先開発区 

極東投資誘致エージェンシー 長官 レオニード・ペトゥホフ 

15:45 – 16:00 
報告⑩ ロシアにおいて投資プロジェクトを実行するうえでの特殊事情・留意点 

投資建設会社「ストゥピノ・プロ」 ディレクター フィリッポ・バルダセロット 

16:00 – 16:15 
報告⑪ 地方における投資誘致政策〜トゥーラ州の事例 

トゥーラ州開発公社 首席コンサルタント アンドレイ・ジャブリコフ 

16:15 – 16:30 
報告⑫ 地方における産業開発の優先分野〜チュメニ州の事例 

チュメニ州インフラ開発エージェンシー 副長官 オリガ・ロマネツ 

16:30 – 16:45 
報告⑬ ロシアにおける工場建設の遂行とコントラクターの機能 

テボディン・ビルフィンガー コンサルティング部長 オリガ・ベロワ 

16:45 – 17:00 質疑応答・まとめ 

17:00 閉会 



訪日機関リスト（予定） 

平成 29 年年４月 7 日現在 

  
組織・会社名 URL 

1 ロシア工業団地協会 http://www.indparks.ru/en/ 

2 ロシア連邦産業商業省 http://minpromtorg.gov.ru/en/ 

3 ロシア極東投資誘致エージェンシー http://www.investvostok.ru/en/ 

4 スヴェルドロフスク州政府 http://www.midural.ru/ 

5 モスクワ州開発公社 
http://mosregco.ru/ 

 

6 中央ウラル開発公社 http://investural.com/en 

7 ウリヤノフスク州開発公社 http://ulregion.com/en/ 

8 トゥーラ州開発公社 http://www.invest-tula.com/en/corporation/ 

9 チュメニ州インフラ開発エージェンシー  

10 イルクーツク州投資発展エージェンシー 
https://www.investinregions.ru/en/regions/irkutsk

/ 

11 GDP クアドラト http://www.gdpquadrat.com/en/ 

12 ストゥピノ・プロ http://industrialpark.org/ 

13 PRO ビジネスパーク  

14 テボジン・ベルフィンガー http://www.tebodin.bilfinger.com/ 

15 株式会社工業用地開発局 http://belprompark.ru/ 



締切：2017 年４月 21 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：中居、高橋、片岡 

 

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 
 

平成29年4月26日（水） 

13:30～17:00 

於：如水会館 2Ｆ ペガサスの間 

 

(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  

 

如水会館 

 

・地下鉄東西線竹橋駅下車  

  1b 出口 徒歩 4 分／3a 出口  

徒歩 5 分  

・地下鉄半蔵門線神保町駅下車  

A9 出口 徒歩 3 分 

・都営地下鉄三田線神保町駅下車 

A9 出口 徒歩 3 分 

・都営地下鉄新宿線神保町駅下車 

   A9 出口 徒歩 3 分  

・東京駅より車で 5 分 


