第２回 中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX II）

開催のご案内
2022年1月11日
一般社団法人 ロシアNIS貿易会（ROTOBO）
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さてこの度、(一社)ロシアNIS貿易会は経済産業省の助成を得て、第２回目となる日本と中央アジア諸
国とのビジネス振興、貿易・投資促進を目的とした複合的オンライン事業「中央アジア・バーチャルEXPO」
（以下、CAVEX II）を開催致します。
本事業は、2020年の年初から始まった新型コロナウィルスの世界的流行により国境をまたぐ移動が制
限される状況の下で、デジタル技術の活用による日本と中央アジア諸国の企業との新たな交流方式を提
案し、事業機会の創出を図るものです。2021年２月に開催した第１回CAVEXでは、中央アジアの企業・
組織から日本側への各種情報発信・PRを目的に、投資ウェビナー、現地企業によるバーチャル展示会、
双方企業によるB2B等を実施、多数のご参加を得てご好評をいただきました。CAVEX IIでは開催期間の延
長、バーチャル展示会のビジネスマッチング機能向上に加え、展示会に新たに「日本ブース」を設けるなど、
各種のバージョンアップを行い、中央アジア企業と日本企業との更なるビジネス機会創出を図ります。
CAVEX II枠内の各事業の詳細につきましては別紙の「CAVEX開催概要」をご参照ください。プラットフォーム
となる特設ウェブサイトおよびバーチャル展示会には期間中、いつでもどなたでもアクセスしていただけますが、
オンラインイベントへのご参加、出展企業とのB2Bには事前のお申し込みが必要です。お申し込み方法につきまし
ては別紙の各項目をご参照ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

敬具

概 要
◆開催期間：2022年１月17日（月）～３月４日（金）

※詳細は別紙1参照

うち▶本開催期間（バーチャル展示会開催期間）
：１月24日（月）～３月４日（金）
◆主催：（一社）ロシアNIS貿易会

/ ◆協力：経済産業省、他

◆特設ウェブサイト：https://www.cavex2.rotobo.or.jp

※行事により異なる

※１月17日（月）に開設します。

◆本件連絡先： （一社）ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所
担当：▶ 全般；輪島 /

▶国別行事；カザフスタン、トルクメニスタン（森、斉藤）
、

ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン（大内、橋之爪）、日本（斉藤、橋之爪）
共通連絡先：TEL；03-3551-6218 /

Email；central-asia@rotobo.or.jp

（別紙１）
「第２回 中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX II）
」

０．基本事項
（１）事業構成
「第２回 中央アジア・バーチャルEXPO」
（以下、CAVEX II）は、以下の４つのサブ事業で構成さ
れ、各サブ事業の役割・機能と、相互の関係は下図に示す通りです。
①CAVEX II 特設ウェブサイト
②CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント
③CAVEX II -B2B（商談会）
④CAVEX II バーチャル展示会

【CAVEX IIの事業構成とサブ事業の相関図】

②CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント
日本との間のビジネス振興を目的とした出展各国によるウェビナー、プ
レゼンテーション、バーチャルツアー等のオンラインイベント
「１（２）開催日程」参照）のナショナルウィークに 1
 本開催期間（
ヵ国当たり２～３日にわたり開催

③CAVEX II -B2B（商談会）
 出展各国の企業/組織とオンラインで個別面談
 事前予約制、参加無料
 必要な場合、主催者より日露通訳を無償提供

 事前登録制、参加無料
 日露同時通訳

①CAVEX II 特設ウェブサイト
申し込み

面談申し込み

 出展各国の基礎情報の提供
 各国最大 20 までの出展企業/組織リスト
 CAVEXII ナショナルウィーク・オンラインイベント情報/申し込み
 CAVEXII バーチャル展示会への入口（登録/ログイン）
来場者登録/ログイン

④CAVEX II バーチャル展示会
 バーチャル空間に設けられる展示会場に各国がナショナルブースを
設営、企業・製品情報等を展示
 出展者と来訪者の間でコミュニケーションも可能（名刺交換等）
 各国ブースおよび特設ステージにおける各国 PR ビデオの上映
 ナショナルウィーク・オンラインイベント記録映像の上映

（２）開催日程
CAVEX IIの開催期間は2022年１月17日（月）～３月４日（金）で、以下の３期間に分けられます。
１）プレオープン期間：１月17日（月）～１月23日（日）


１月17日、特設ウェブサイト開設（以降、３月４日まで）、出展各国に関する情報提供開始。



CAVEX II -B2B（商談会）申し込み受付の開始（以降、３月４日まで）
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CAVEX II バーチャル展示会の来場者事前登録開始１）



CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント参加申し込み受付継続２）
注１） 一度ご登録いただくと、以降はログインのみで展示会にご入場いただけます。詳細は後
出「１．CAVEX II特設ウェブサイト」および「４．CAVEX II バーチャル展示会」をご
参照ください。
）
注２） CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベントは、本日（１月11日）より参加の
お申込みを受け付けます。詳細は後出「２．CAVEX II ナショナルウィーク・オンライ
ンイベント」をご参照ください。

２）本開催期間：１月24日（月）～２月25日（金）


CAVEX II バーチャル展示会、開幕（以降、３月４日まで）



CAVEX II -B2B、開始（以降、３月４日まで）



下記の各国ナショナルウィークごとに、各種オンラインイベントを開催
1/24（月）～1/28（金）

ウズベキスタン

1/31（月）～2/4（金）

カザフスタン

2/7（月）～2/11（金）

キルギス

2/14（月）～2/18（金）

トルクメニスタン

（注）CAVEX IIの国の順序は、一貫して日本語の50音順に従います。
３）フォローアップ期間：２月26日（土）～３月４日（金）


CAVEX II特設ウェブサイトとバーチャル展示会を通じた情報提供の継続



CAVEX II-B2Bの申し込み受付・実施の継続



３月４日（金）
、CAVEX II 事業終了、特設ウェブサイトおよびバーチャル展示会閉鎖

１．CAVEX II 特設ウェブサイト
（１）概要
１）URL：https://www.cavex2.rotobo.or.jp
２）開設期間：1/17（月）～3/4（金）
プレオープン期間～フォローアップ期間までのCAVEX II全事業期間
３）目的と機能：P.1【CAVEX事業構成とサブ事業の相関図】参照
４）言語：日露二言語対応

（２）各国出展企業情報
CAVEX II 特設ウェブサイト（以下、ウェブサイト）のメインコンテンツとして、各国のCAVEX II
出展企業（１国当たり最大20社/組織）の基礎情報、製品情報等を掲載します。ご希望の場合は、本
ウェブサイトを通じてお申込みいただければ、
これら企業とオンラインで個別に面談が可能です
（
「３．
CAVEX II-B2B（商談会）
」
）
。
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（注）現時点（1月11日）～ウェブサイト開催までの期間、URL（https://jp-ca.org/search_ja/）にア
クセスいただきますと、
「出展企業検索」にて出展企業情報をご覧いただくことができます。
CAVEX II バーチャル展示会の機能を、一部事前に公開するもので、1月17日以降に始まる個別
面談お申し込みのご検討にお役立ていただければ幸いです。

（３）CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント・プログラム
本ウェブサイトでは、CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント（詳細は次項参照）の
プログラムを掲載し、参加申し込みを受け付けます。
ただし、オンラインイベントのお申し込みは、既に本日（１月11日）より受け付け可能となってお
りますので、詳細は次項をご参照ください。

（４）CAVEXIIバーチャル展示会来場者登録
CAVEXIIバーチャル展示会への入場にはお手数ながら「来場者登録」が必要となります。登録は
本ウェブサイトを通じて行い、開設日の１月17日より事前登録が可能です。一度登録すると次回以
降はログインのみで入場が可能となります。
具体的登録手順については、
「４．CAVEX II バーチャル展示会」をご参照ください。

（５）問い合わせ受付
本ウェブサイトは、CAVEX II事業全体のプラットフォームとして、各種お問い合わせ、ご要望を受
け付けます。開設後、指定のフォームにて主催者あてご送信ください。

２．CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント
（１）目的
CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント（以下、オンラインイベント）は、基本的
に中央アジア側から日本側に対し、企業あるいは投資プロジェクトのプロモーションを行い、案件
形成と二国間ビジネスの促進につなげることを目的とします。ただしCAVEX IIにおいては日本側か
らも中央アジア向けに、相互理解促進のためのオンラインイベントを実施します。

（２）開催期間
1/24（月）～2/25（金）
（CAVEX II 本開催期間）のうちの指定された１週間において1カ国当た
り２～３日。各国のスケジュールは以下、および別紙２をご参照ください。
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【CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント開催スケジュール】１）
国名

日時
14:00-15:30
1/24（月）
16:00-17:00

ウズベキス
タン

タイトル
ウェビナー「ウズベキスタンの経済・投資ポテンシャルと日本との協力の展望」
セッション１：ウズベキスタン経済発展の現状とビジネス有望分野
セッション２：投資誘致の推進力としての自由経済特区の可能性（仮）

14:00- 15:00

分野別ウェビナー「ウズベキスタンにおける医療・製薬分野の最新発展動向」

15:30-17:30

ウェビナー「日本とウズベキスタンの民間セクター協力の可能性～CAVEX IIウズベ
キスタン出展企業プレゼンテーション」

15:00- 16:00

バーチャルツアーinウズベキスタン 第１部「Hotel Inspira-S Tashkent」

16:15- 17:15

バーチャルツアーinウズベキスタン 第２部「
『ブハラシティ』プロジェクトの紹介」

14:00-15:00

ウェビナー「カザフスタンと日本の投資発展の可能性」
セッション１：総論「カザフスタンの投資環境」

1/25（火）

1/26（水）

2/1（火）
カザフスタ
ン

15:00-16:00

セッション２；テーマ別分科会「IT分野における協力の可能性」（仮）

14:00-15:00

セッション３：テーマ別分科会「医療分野における協力の可能性」
（仮）

15:00-16:00

セッション４：テーマ別分科会「冶金分野における協力の可能性」
（仮）

2/2（水）

14:00-15:00
2/9（水）
キルギス

ウェビナー「キルギス共和国の投資魅力と有望産業分野における協力の可能性」
セッション１：キルギス共和国の経済の現状と外国投資環境

15:15-16:15

セッション２：各分野における投資の可能性：人材育成・派遣、IT

16:30 -17:30

セッション３：各分野における投資の可能性：農業、食品加工、繊維等

13:30-14:00

バーチャルツアーinキルギス 第１部「経済特区『ビシケク』」
（仮）

15:00-16:00

バーチャルツアーinキルギス 第２部「イシククリ湖の観光ポテンシャル」

14:00 –15:00

ウェビナー「日本とトルクメニスタンの貿易・投資関係のさらなる発展の可能性」

15:30 –17:00

ウェビナー「CAVEX II 参加トルクメニスタン企業による日本向け
プレゼンテーション：第１部」

14:00-15:00

ウェビナー「CAVEX II 参加トルクメニスタン企業による日本向け
プレゼンテーション：第２部」

15:10-16:20

ビデオツアー「トルクメニスタン３企業へのバーチャル訪問」

15:30-16:15

バーチャルツアー「日本の文化：緑茶と茶道」
（仮）

16:30-18:00

バーチャルツアー「東京：Kawasaki Robostageとお台場訪問」
（仮）

2/10（木）

2/16（水）
トルクメニ
スタン
2/17（木）

日本

２）

2/21（月）

注１） 上記スケジュール・内容は1/11（火）現在のもので、今後大いに変更の可能性があります。
CAVEX II特設ウェブサイトを通じたお知らせにご注意ください。
注２） 日本のオンラインイベントは中央アジアの参加者向けに、ロシア語で催行されます。日本人
のご参加も可能ではありますが、別紙２にプログラム・申し込み方法等の記載はありません
ので、1月17日に開設されるCAVEX II 特設ウェブサイトをご参照ください。
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（３）その他概要
１）参加料：無料。
２）言語： 基本的に日露同時通訳。企画により一部日露逐語通訳あるいは日露いずれかの字幕。
３）会議システム： Zoom。ただし、ブラウザ上で参加できるため、ソフトのインストールは不要
です。申し込み締め切り後、配信リンクをお申込みいただいた方にEメールにてお知らせします。
４）お申し込みと締め切り：

お申し込みは、CAVEX特設ウェブサイト開設後はそちらより承りま

すが、本日より受付可能です。申し込み先URL、また締め切り日は国により異なりますので、詳
細は（別紙２）の各国プログラムをもってご確認ください。
５）記録： オンラインイベントは動画で記録し、CAVEXバーチャル展示会（後出）の各国ブース・
スクリーン、ならびにナショナルウィーク中はフォローアップ期間には特設ステージのスクリ
ーン上で公開されます。

３．CAVEX II -B2B（商談会）
（１）概要
１）目的：CAVEX II -B2B（商談会／以下、B2B）は、CAVEX II バーチャル展示会に出展する中央
アジアおよび日本の各出展企業と、展示会を訪問する日本その他の企業をマッチングさせ、オ
ンライン面談（商談）を行うことにより、日本との間の案件形成とビジネスの促進を図ること
を目的とします。
２）実施期間と時間：1/24（月）～3/4（金）CAVEX II本開催期間～フォローアップ期間の日本のワ
ーキングディの、日本時間14:00-18:00（以下、コアタイム）の間に、1枠30分を基本として、
面談を設定します。
（注）コアタイムで枠が不足する場合、前後の時間帯を利用する場合があります。
３）お申込み：１月17日（月）より特設ウェブサイト（https://www.cavex2.rotobo.or.jp）にて受
け付けます。最終の受付期限は、終了日前日の３月３日（木）12:00（日本時間）です。
４）参加料：無料
５）面談に用いるシステムと時間：面談にはZoomを使用し、面談が成立した方に、主催者よりリン
クをEメールにてお知らせします。ブラウザから参加できるため、ソフトのインストールは不要
です。時間は１回30分を基本とし、時間枠の調整は主催者が行います（詳細は次項「B2Bの手順」
ご参照）
。
６）言語：必要に応じ、主催者が日露通訳を無償でご提供いたします。

（２）B2Bの手順：お申し込みから面談まで
B2Bのお申し込みから面談までの流れは以下の通りです。
① CAVEXII特設ウェブサイト（https://www.cavex2.rotobo.or.jp）の「お問い合わせ」フォームよ
り目的を「商談申込み」として、国および対象企業を指定してお申し込み。
② 主催者が相手側企業に面談の意志を確認。双方合意の場合、面談時間を設定し、また必要な場
合は日露通訳を手配する。
③ 主催者がZoomで会議を組成、面談前日までに双方の企業にURLを送付する。
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④ 面談当日の所定の時間に、主催者がZoom上の面談会場を開き、日本側・相手国側双方の参加
者、また必要な場合は通訳を招待する。
⑤ 日本側・相手国側双方の参加者がオンライン面談／商談を行う。
⑥ 所定の時間経過後、主催者が接続を解除し、面談を終了する。
【CAVEX II-B2B（商談会）実施イメージ】
D:日露通訳

A：出展企業

C：Zoom

B：日本を主とする面談希望
企業企業

（３）注意事項
１）主催者はZoomによってB2Bを開始し、終了しますが、面談/商談自体に同席することはありま
せん。また誰と面談を行ったか等、本件に係る情報を当事者の許可なく第３者に公開すること
もありません。
２）B2Bの対象となるのは、CAVEX II出展企業/組織のみです。
３）お申し込みは基本的に先着順です。時間枠の不足、相手側の都合等により、面談が成立しない
場合もございますので、予めご了承ください。

４．CAVEX II バーチャル展示会
（１）概要
１）目的：バーチャル空間に設けられる各国ナショナルブースによるオンライン展示と、特設ステ
ージによる情報提供により、以下を目指します。


デジタル技術を活用し、企業/投資プロジェクト等の相手国側への効果的PRを図ること



また、対象国の基礎的な情報、投資および／あるいは観光に関わる魅力を伝えること



B2Bの候補となる企業/プロジェクトの情報を効果的に展示するとともに、出展者と来場者
の交流を図り、面談/商談につなげること

２）開設期間：1/24（月）～3/4（金） CAVEX本開催期間～フォローアップ期間
３）入場方法：CAVEX II バーチャル展示会の会場は日本のSoVeC（株）が提供する「そのまま展示
会」というシステムを用いて制作されており、入場に際しては「来場者登録」と利用規約への同
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意が必要となります。一般的なインターネットブラウザがあれば登録は可能ですので、特別なソ
フトをダウンロードいただく必要はありません。、１月17日（月）より特設ウェブサイト
（https://www.cavex2.rotobo.or.jp）にて事前登録を受け付けます。一度ご登録いただきますと、
次回以降はログインのみでご入場いただけます。登録手順は次項をご参照ください。
４）入場料：無料。
５）言語：日露二言語対応。

（２）来場者登録
来場者登録の手順は以下の通りです。
【CAVEXIIウェブサイト】

② 来場者登録画面に必
要項目を入力する

①「新規登録」を選択

⑤ 登録したメールアド
レスに認証のための
メールが届く

⑥ メールに記載されている
URL をクリックする

④ 仮登録の完了
③ 来場目的を選択する

⑦ 登録完了
※ 登録後はメールアドレス
とパスワードのみで入場
（ログイン）可能となりま
す（左★図参照）
。
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（３）展示コンテンツとブース機能
【制作途上のバーチャル展示会場】
（2021.12.16時点）

ナショナルブース

ナショナルブース

特設ステージ

【ナショナルブースの例】
※ウズベキスタンブースにて、企業情報を閲覧している状態（2021.12.16 時点）

③

②

①

⑤
④
CAVEX II バーチャル展示会（以下、展示会）会場には参加各国のブースが開設されており、出展
物およびその主な機能は以下です。
① 20の展示コンテンツ：ナショナルブースの壁には展示会参加企業/組織のパネル（最大20枚）が設
置されており、選択していただくことで当該の企業/組織の基礎情報、製品やプロジェクト紹介資
料、動画等をご覧いただけます。
② パネルを選択して開いた状態。日露二カ国語でご覧いただけます。ダウンロードも可能です。
③ 来場者アカウント管理パネル：登録を行うことにより、各来場者はご自身のアカウントをもち、
会場内での活動の記録を管理することができます。
④ 機能メニュー：ご希望の機能を選択することにより、出展企業の検索、オンラインイベントや商
談の申し込み等が可能です。
⑤ ナショナルブース担当者：顔写真あるいはアイコンを選択し、当該の担当者のデータを閲覧、希
望する相手と名刺交換やチャットでの交流が可能です（相手が在席モードの場合に限る）
。
その他、展示会場にはビジネスマッチングのための多様な機能が備わっておりますので、ぜひご来
場のうえ、お試しいただければ幸いです。

以上
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（別紙２）

CAVEX II ナショナルウィーク・オンラインイベント
各国プログラム
（2022年1月11日現在 最新版）
１．ウズベキスタン（2022年１月８日時点）
第１日目：ウェビナー「ウズベキスタンの経済・投資ポテンシャルと日本との協力展望」
 日

付： 2022 年１月 24 日（月）

 時

間： セッション１；14:00-15:30（日本時間）／10:00-11:30（ウズベキスタン時間）
セッション２；16:00-17:00（日本時間）／12:00-13:00（ウズベキスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会、ウズベキスタン共和国商工会議所

 協

力： 経済産業省、日本ウズベキスタン経済委員会、在日ウズベキスタン共和国大使館

 言

語:

日露同時通訳

 会議システム: ZOOM
 申し込み締切：2022 年 1 月 20 日（木）12:00（日本時間）/08:00（ウズベキスタン時間）
 申し込み先 URL：

https://jp-ca.org/entry/?post_id=2181

日本時間
（ウズベキスタン時間）

プログラム

14:00-15:30
（10:00-11:30）

セッション１: ウズベキスタン経済発展の現状とビジネス有望分野

14:00-14:05
（10:00-10:05）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:05-14:10
（10:05-10:10）

◆日本側来賓挨拶
佐々木 幹夫 日本ウズベキスタン経済委員会

14:10-14:15
（10:10-10:15）

◆ウズベキスタン側代表挨拶
アドハム・イクラモフ ウズベキスタン共和国商工会議所

14:15-14:20
（10:15-10:20）

◆ウズベキスタン側代表挨拶
ウズベキスタン共和国投資・対外貿易省（報告者確認中）

14:20-14:30
（10:20-10:30）

◆ウズベキスタン側報告
ウズベキスタン経済発展・貧困撲滅省（報告者確認中）

14:30-14:40
（10:30-10:40）

◆ウズベキスタン側報告
ウズベキスタン投資発展庁（報告者確認中）

14:40-14:50
（10:40-10:50）

◆ウズベキスタン側報告
ウズベキスタン輸出促進庁（報告者確認中）

14:50-15:00
（10:50-11:00）

◆ウズベキスタン側報告
ウズベキスタン観光・スポーツ省（報告者確認中）

15:00-15:30
（11:00-11:30）

◆質疑応答／閉会

15:30-16:00
（11:30-12:00）

休憩/リザーブ
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ロシア NIS 経済研究所
会長／三菱商事㈱

会頭

部長

元会長

16:00-17:30
（12:00-13:30）

セッション２: 投資誘致の推進力としての自由経済特区の可能性

16:00-16:05
（12:00-12:05）

◆開会

16:05-16:15
（11:05-11:15）

◆ウズベキスタン側報告
自由経済特区「ジザフ」
（報告者確認中）

16:15-16:25
（11:15-11:25）

◆ウズベキスタン側報告
製薬部門向け自由経済区（報告者確認中）

16:25-16:35
（11:25-11:35）

◆ウズベキスタン側報告
観光部門向け自由経済特区（報告者確認中）

16:35-16:45
（11:35-11:45）

◆日本側コメント（予定）

16:45-17:00
（11:45-12:00）

◆質疑応答／閉会

第２日目：分野別ウェビナー「ウズベキスタンにおける医療・製薬分野の最新発展動向」
 日

付： 2022 年１月 25 日（火）

 時

間： 14:00-15:00（日本時間）／10:00-11:00（ウズベキスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会、ウズベキスタン共和国商工会議所

 協

力： 経済産業省、日本ウズベキスタン経済委員会、在日ウズベキスタン共和国大使館

 言

語:

日露同時通訳

 会議システム: ZOOM
 申し込み締切：2022 年 1 月 20 日（木）12:00（日本時間）/08:00（ウズベキスタン時間）
 申し込み先 URL：

https://jp-ca.org/entry/?post_id=2184

日本時間
（ウズベキスタン時間）

プログラム

14:00-14:05
（10:00-10:05）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:05-14:10
（10:05-10:10）

◆ウズベキスタン側代表挨拶
ウズベキスタン保健省（確認中）

14:10-14:15
（10:10-10:15）

◆ウズベキスタン側代表挨拶
アリシェル・テミルロフ 製薬産業発展庁

14:15-14:25
（10:15-10:25）

◆ウズベキスタン側報告
タシケント・ファルマパーク（報告者確認中）

14:25-14:35
（10:25-10:35）

◆ウズベキスタン側報告
製薬関連企業（報告者確認中）

14:35-14:45
（10:35-10:45）

◆ウズベキスタン側報告
製薬関連企業（報告者確認中）

14:45-15:00
（10:45-11:00）

◆質疑応答／閉会
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ロシア NIS 経済研究所

副長官

部長

第２日目：ウェビナー「日本とウズベキスタンの民間セクター協力の可能性
～CAVEX IIウズベキスタン出展企業プレゼンテーション」
 日

付： 2022 年１月 25 日（火）

 時

間： 15:30-17:30（日本時間）／11:30-13:30（ウズベキスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会、ウズベキスタン共和国商工会議所

 協

力： 経済産業省、日本ウズベキスタン経済委員会、在日ウズベキスタン共和国大使館

 言

語:

日露同時通訳

 会議システム: ZOOM
 申し込み締切：2022 年 1 月 20 日（木）12:00（日本時間）/08:00（ウズベキスタン時間）
 申し込み先 URL：

https://jp-ca.org/entry/?post_id=2205

日本時間
（ウズベキスタン時間）

プログラム

15:30-15:35
（11:30-11:35）

◆開会

15:35-17:13
（11:35-13:13）

◆ウズベキスタン出展企業によるプレゼンテーション：＠7 分×14 社
（報告者及び報告順調整中）

17:13-17:23
（13:13-13:23）

◆日本側コメント（予定）

17:23-17:30
（13:23-13:30）

◆質疑応答／閉会

第３日目：バーチャルツアー in ウズベキスタン
第１部「Hotel Inspira-S Tashkent」
 日

付： 2022 年１月 2６日（水）

 時

間： 15:00-16:00（日本時間）／11:00-12:00（ウズベキスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会、
（株）HIS ／◆ 協 力：経済産業省

 言

語： 日露逐語通訳

 会議システム: ZOOM
 定

員： 50 名（先着順）

 申し込み締切：2022 年 1 月 20 日（木）12:00（日本時間）/08:00（ウズベキスタン時間）
 イベント概要：中央アジア屈指の観光資源を抱えるウズベキスタンでは、コロナ禍以降を見据
えて観光開発への投資を活発化しています。同分野への外資参入も相次いでおり、日系企業の
例ではHISが首都タシケントでホテル建設事業を進め、まもなく開業を迎えるところです。そ
こで本バーチャルツアーでは、同社が手掛ける現地ホテル「Hotel Inspira-S Tashkent」の代表
者にホテルの紹介を行っていただくほか、実際に施設内でカメラを回し、ホテル内観の様子を
お伝えいただきます。
 申し込み先URL：

https://jp-ca.org/entry/?post_id=2189
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日本時間
（ウズベキスタン時間）

プログラム

15:00-15:05
（11:00-11:05）

◆主催者より開会および技術事項伝達

15:05-15:25
（11:05-11:25）

◆Hotel Inspira-S Tashkent プレゼンテーション
マルフ・ウマロフ HHH CENTRALASIA FE LLC 代表取締役
※使用言語は日本語

15:25-15:45
（11:25-11:45）

◆ホテル内オンラインツアー

15:45-16:00
（11:45-12:00）

◆質疑応答／閉会

第３日目：バーチャルツアー in ウズベキスタン
第２部「『ブハラ・シティ』プロジェクトの紹介」
 日

付： 2022 年１月 2６日（水）

 時

間： 1６:15-17:15（日本時間）／12:15- 13:15（ウズベキスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会

 協

力： 経済産業省、在日ウズベキスタン共和国大使館

 催行協力：（株）HIS
 言

語:

日露逐語通訳

 会議システム: ZOOM
 定

員： 50 名（先着順）

 申し込み締切：2022 年 1 月 20 日（木）12:00（日本時間）/08:00（ウズベキスタン時間）
 イベント概要：イスラーム文化の中心地として栄華を誇り、今なお歴史的景観と文化遺産に
恵まれるブハラ市。現在、同市ではさらなる観光客誘致を見据えた都市開発プロジェクト
「ブハラ・シティ」が進行中であり、近代的なオフィスビルやホテル、集合住宅地、ショッ
ピングセンターの建設が都市部で計画されています。本バーチャルツアーでは、本プロジェ
クトの代表者にご登壇いただき、プロジェクト概要や現場の様子をお伝えいただきます。
 申し込み先URL：

https://jp-ca.org/entry/?post_id=2212

日本時間
（ウズベキスタン時間）

プログラム

16:15-16:20
（12:15-12.20）

◆主催者より開会および技術事項伝達

16:20-16:25
（12:20-12:25）

◆「ブハラ・シティ」プロジェクト ビデオ上映

16:25-16:40
（12:25-12:40）

◆「ブハラ・シティ」プロジェクトプレゼンテーション
アジムジョン・プロトフ 国家単一企業「ブハラ・シティ」代表取締役
※日露逐語通訳

16:40-17:00
（12:40-13:00）

◆プロジェクトサイト内オンラインツアー

17:00-17:15
（13:00-13:15）

◆質疑応答／閉会
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２．カザフスタン（2021年12月23日時点）
第１日目：ウェビナー「カザフスタンと日本の投資発展の可能性」
セッション１:総論 ＆ セッション２: IT分野
 日

付： 2022 年２月１日（火）

 時

間： セッション１；14:00-15:00（日本時間）／11:00-12:00（カザフスタン時間）
セッション２；15:00-16:00（日本時間）／12:00-13:00（カザフスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会

 協

力： 経済産業省、日本カザフスタン経済委員会、在日カザフスタン共和国大使館

 言

語:

日露同時通訳

 会議システム: ZOOM
 申し込み締切：2022年１月2８日（金）12:00（日本時間）/0９:00（カザフスタン時間）
 申し込み先URL：

https://jp-kz.org/entry/?post_id=3176

日本時間
（カザフスタン時間）

プログラム

14:00-15:00
（11:00-12:00）

セッション１：総論「カザフスタンの投資環境」

14:00-14:03
（11:00-11:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:08
（11:03-11:08）

◆日本側来賓挨拶
髙原 一郎 日本カザフスタン経済委員会

14:08-14:18
（11:08-11:18）

◆カザフスタン側報告
国営企業「カザフインベスト」副総裁（確認中）

14:18-14:28
（11:18-11:28）

◆カザフスタン側報告
アスタナ国際金融センター会長顧問（確認中）

14:28-14:38
（11:28-11:38）

◆カザフスタン側報告
株式会社「情報会計センター」副代表（確認中）

14:38-14:43
（11:38-11:43）

◆日本側コメント（調整中）

14:43-15:00
（11:43-12:00）

◆質疑応答

15:00-16:00
（12:00-13:00）

セッション２：テーマ別分科会「IT 分野における協力の可能性」

15:00-15:03
（12:00-12:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15:03-15:13
（12:03-12:13）

◆カザフスタン側報告
国際 IT スタートアップ・テクノパーク「アスタナ・ハブ」
（確認中）

15:13-15:20
（12:13-12:20）

◆カザフスタン側報告
OQUDA 株式会社（確認中）

15:20-15:27
（12:20-12:27）

◆カザフスタン側報告
有限責任事業組合「Cerebra.ai」
（確認中）

15:27-15:34
（12:27-12:34）

◆カザフスタン側報告
有限責任事業組合「WebTotem」
（確認中）

15:34-15:41
（12:34-12:41）

◆カザフスタン側報告
有限責任事業組合「Clockster」
（確認中）
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ロシア NIS 経済研究所
会長／丸紅㈱

部長

取締役副会長（予定）

ロシア NIS 経済研究所

部長

15:41-15:48
（12:41-12:48）

◆カザフスタン側報告
有限責任事業組合「Kids Security」
（確認中）

15:48-15:53
（12:48-12:53）

◆日本側コメント（調整中）

15:53-16:00
（12:53-13:00）

◆質疑応答／閉会

第２日目：ウェビナー「カザフスタンと日本の投資発展の可能性」
セッション３: 医療分野 ＆ セッション４: 冶金分野
 日

付： 2022 年２月２日（水）

 時

間： セッション３；14:00-15:00（日本時間）／11:00-12:00（カザフスタン時間）
セッション４；15:00-16:00（日本時間）／12:00-13:00（カザフスタン時間）

 主

催： （一社）ロシア NIS 貿易会

 協

力： 経済産業省、日本カザフスタン経済委員会、在日カザフスタン共和国大使館

 言

語:

日露同時通訳

 会議システム: ZOOM
 申し込み締切：2022年１月2８日（金）12:00（日本時間）/0９:00（カザフスタン時間）
 申し込み先URL：

https://jp-kz.org/entry/?post_id=3235

日本時間
（カザフスタン時間）

プログラム

14:00-15:00
（11:00-12:00）

セッション３：テーマ別分科会「医療分野における協力の可能性」

14:00-14:03
（11:00-11:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:13
（11:03-11:13）

◆「SK-Pharmacy」の活動概要
有限責任事業組合「SK-Pharmacy」代表（確認中）

14:13-14:23
（11:13-11:23）

◆「SK-Pharmacy」プレゼンテーション
有限責任事業組合「SK-Pharmacy」コマーシャルディレクター（確認中）

14:23-14:28
（11:23-11:28）

◆在カザフスタン外国製薬・医療機器サプライヤーのコメント（確認中）

14:28-14:33
（11:28-11:33）

◆在カザフスタン外国製薬・医療機器サプライヤーのコメント（確認中）

14:33-14:40
（11:38-11:40）

◆日本側コメント（調整中）

14:40-15:00
（11:40-12:00）

◆質疑応答

15:00-16:00
（12:00-13:00）

セッション４：テーマ別分科会「冶金分野における協力の可能性」

15:00-15:03
（12:00-12:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15:03-15:13
（12:03-12:13）

◆「タウケン・サムルク」の活動概要
国営鉱業企業「タウケン・サムルク」マネージングディレクター（確認中）
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ロシア NIS 経済研究所

ロシア NIS 経済研究所

部長

部長

15:13-15:23
（12:13-12:23）

◆「タウケン・サムルク」のプロジェクト紹介
国営鉱業企業「タウケン・サムルク」プロジェクトマネージャー（確認中）

15:23-15:33
（12:23-12:33）

◆「YDD Corporation」の活動概要
有限責任事業組合「YDD Corporation」コマーシャルディレクター（確認中）

15:33-15:38
（12:33-12:38）

◆日本側コメント①（調整中）

15:38-15:43
（12:38-12:43）

◆日本側コメント②（調整中）

15:43-16:00
（12:43-13:00）

◆質疑応答／閉会

３）キルギス（2021年12月28日時点）
第１日目：ウェビナー「キルギス共和国の投資魅力と有望産業分野における協力の可能性」
◆ 日

付： 2022年２月９日（水）

◆ 時間：

セッション１：14:00 - 15:00（日本時間）／11:00 - 12:00（キルギス時間）
セッション２：15:15 - 16:15（日本時間）／12:15 - 13:15（キルギス時間）
セッション３：16:30 - 17:30（日本時間）／13:30 - 14:30（キルギス時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、キルギス共和国投資発展庁、在日キルギス共和国大使館

◆ 協

力： 経済産業省

◆ 言

語:

日露同時通訳

◆ 会議システム：ZOOM
◆ 申し込み締切：2022年２月７日（月）12:00（日本時間）/0９:00（キルギス時間）
◆ 申し込み先URL：https://jp-kg.org/entry/?post_id=1950
日本時間
（キルギス時間）

プログラム

14：00-15:00
（11：00-12:00）

セッション１：キルギス共和国の経済の現状と外国投資環境

14：00-14：05
（11：00-11：05）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14：05-14：10
（11：05-11：10）

◆日本側来賓挨拶
前田 茂樹 駐キルギス共和国日本国特命全権大使（予定）

14：10-14：15
（11：10-11：15）

◆キルギス側来賓挨拶
（確認中）

14：15-14：23
（11：15-11：23）

◆キルギス側報告（１）
キルギス共和国エネルギー省（報告者、テーマ確認中）

14：23-14：31
（11：23-11：31）

◆キルギス側報告（２）
キルギス共和国農業省（報告者、テーマ確認中）

14：31-14：39
（11：31-11：39）

◆キルギス側報告（３）
キルギス共和国天然資源・環境・技術監督省（報告者、テーマ確認中）
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ロシア NIS 経済研究所

部長

14：39-14：47
（11：39-11：47）

◆キルギス側報告（４）
キルギス共和国文化・情報・スポーツ・青年政策省付属観光局（報告者、テーマ確認中）

14：47-15：00
（11：47-12：00）

◆質疑応答/セッション 1 閉会

15:00-15:15
（12:00-12:15）

休憩/リザーブ

15：15-16:15
（12：15-13:15）

セッション２：各分野における投資の可能性：人材育成・派遣、IT

15：15-15：20
（12：15-12：20）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15：20-15：28
（12：20-12：28）

◆キルギス側報告（１）
キルギス共和国労働・社会保障・移民省付属国民労働斡旋センター（報告者、テーマ確認中）

15：28-15：36
（12：28-12：36）

◆キルギス側報告（２）
「キルギス商品の対日輸出の展望」
四橋 道徳 有限責任会社「Japan Style Training Center」

15：36-15：44
（12：36-12：44）

◆キルギス側報告（３）
「Japan Style Training Center の活動について」
アイベク・サマロフ 有限責任会社「Japan Style Training Center」 社長

15：44-15：52
（12：44-12：52）

◆キルギス側報告（４）
「ハイテクパークの優位性」
チュバク・テミロフ キルギス共和国ハイテクパーク

15：52-16：00
（12：52-13：00）

◆キルギス側報告（５）
「Unique Technologies－18 年間に亘る日本向けソフトウェア開発の経験」
アジズ・アバキロフ 有限責任会社「Unique Technologies」 創設者

16：00-16：05
（13：00-13：05）

◆日本側コメント（調整中）

16：05-16：15
（13：05-13：15）

◆質疑応答/セッション２閉会

16:15-16:30
（13:15-13:30）

休憩/リザーブ

ロシア NIS 経済研究所

部長

代表取締役

社長

16：30-17:30
（13：30-14:30）

セッション 3：各分野における投資の可能性：農業、食品加工、繊維等

16：30-16：35
（13：30-13：35）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

16：35-16：43
（13：35-13：43）

◆キルギス側報告（１）
「キルギス産はちみつの対日進出」
ヌラディル・アクマトフ 有限責任会社「Aman GreenFood」

16：43-16：51
（13：43-13：51）

◆キルギス側報告（２）
「Alysh-Dan Organicы商品の対日輸出可能性」
トゥルスナリ・トロムショフ 農業協同組合「Alysh-Dan Organic」

16：51-16：59
（13：51-13：59）

◆キルギス側報告（３）
「薬草栽培とベリー・ハーブティー『イシククリの花束』生産について」
エレーナ・ノヴィコヴァ 有限責任会社「EcoFloris」 社長

16：59-17：07
（13：59-14：07）

◆キルギス側報告（４）
「繊維分野における需要と専門家不足について」
アジムクル・ジョルドゥバエフ 有限責任会社「Pasadena Moda 」

17：07-17：15
（14：07-14：15）

◆キルギス側報告（５）
（調整中）

17：15-17：20
（14：15-14：20）

◆日本側コメント（調整中）

17：20-17：30
（14：20-14：30）

◆質疑応答／閉会

別 2-8

ロシア NIS 経済研究所

部長

プロジェクトマネージャー

社長

第２日目：バーチャルツアー in キルギス
「経済特区『ビシケク』」（仮）
◆ 日

付： 2022年２月10日（木）

◆ 時

間： 13:30-14:30（日本時間）／10:30-11:30（キルギス時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、キルギス共和国投資発展庁

◆ 協 力： 経済産業省、在日キルギス共和国大使館、
（株）大陸トラベル
◆ 言 語： 日露逐語通訳 ／ ◆ 使用システム：ZOOM
◆ 定

員： 50 名（先着順）

◆ 申し込み締切：2022年２月７日（月）12:00（日本時間）/0９:00（キルギス時間）
◆ イベント概要：首都南郊に所在する経済特区「ビシケク」は1995年に開所され、現在32カ国
300以上の企業が入居する国内最大の特区となっています。本バーチャルツアーでは、同経済
特区内に入居する企業数社を訪問してライブ中継にて工場や事業活動の様子をお伝えするほ
か、実際に企業代表者よりお話を伺う予定です。
◆ 申し込み先URL：https://jp-kg.org/entry/?post_id=1953
日本時間
（キルギス時間）

プログラム

13:30-13:35
（10:30-10:35）

◆主催者より開会および技術事項伝達

13:35-14:15
（10:30-11:15）

◆経済特区「ビシケク」内入居企業のオンライン訪問（訪問先企業確認中）

14:15-14:30
（11:15-11:30）

◆質疑応答／閉会

第２日目：バーチャルツアー in キルギス
第２部「イシククリ湖の観光ポテンシャル」
◆ 日

付： 2022年２月10日（木）

◆ 時

間： 15:00-16:00（日本時間）／12:00-13:00（キルギス時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、キルギス共和国投資発展庁

◆ 催

行： （株）大陸トラベル

◆ 協 力： 経済産業省、在日キルギス共和国大使館
◆ 言 語： 日露逐語通訳 ／ ◆ 使用システム：ZOOM
◆ 定

員： 50 名（先着順）

◆ 申し込み締切：2022年２月７日（月）12:00（日本時間）/0９:00（キルギス時間）
◆ イベント概要：琵琶湖の９倍以上もの面積を誇るイシククリ湖は、その美しい景趣からしば
しば「中央アジアの真珠」と形容され、域内有数の保養地として多くの観光客が訪れる場所
となっています。本バーチャルツアーでは「イシククリ湖の観光ポテンシャル」をテーマと
し、同湖の魅力に加えポスト・コロナを見据えた観光開発プロジェクトについてご紹介しま
す。
◆ 申し込み先URL：https://jp-kg.org/entry/?post_id=1962
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日本時間
（キルギス時間）
15:00-15:05

プログラム
◆主催者より開会および技術事項伝達

（12:00-12:05）
15:05-15:45

◆イシククリ湖バーチャルツアー（詳細調整中）

（12:05-12:45）
15:45-16:00
（12:45-13:00）

◆質疑応答／閉会

４）トルクメニスタン（2022年1月11日時点）
第１日目：ウェビナー「日本とトルクメニスタンの貿易・投資関係のさらなる発展の可能性」
◆ 日

時：

2022年２月16日（水）

◆ 時

間：

1４:00-1５:00（日本時間）／1０:00-1１:00（トルクメニスタン時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、在日トルクメニスタン大使館

◆ 協

力： 経済産業省、日本トルクメニスタン経済委員会、トルクメニスタン商工会議所

◆ 言

語： 日露同時通訳

◆ 会議システム：Zoom
◆ 申し込み締切：2022年２月１４日（月）12:00(日本時間)/0８:00(トルクメニスタン時間)
◆ 申し込み先URL：https://jp-tr.org/entry/?post_id=1936
日本時間
（トルクメニスタン時間）

プログラム

14:00-14:03
（10:00-10:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:08
（10:03-10:08）

◆日本側来賓挨拶
都梅 博之 日本トルクメニスタン経済委員会 会長／
伊藤忠商事㈱ 常務執行役員、機械カンパニープレジデント（予定）

14:08-14:17
（10:08-10:17）

◆「2020～2025 年における国営商品・原料取引所の活動改善戦略」
ハルナザル・オヴェゾフ トルクメニスタン国営商品・原料取引所

14:17-14:26
（10:17-10:26）

◆「トルクメニスタン繊維産業の輸出ポテンシャル発展に関する情報」
アマンゲリディ・ヌルィエフ 公開型株式会社「トルクメンドクマ」 副社長

14:26-14:35
（10:26-10:35）

◆「トルクメニスタン石油分野の概要」
セルダル・ピリエフ 国営コンツェルン「トルクメンネビト」国際協力・投資プロジェクト部長

14:35-14:44
（10:35-10:44）

◆「国営コンツェルン『トルクメンガス』のガス化学・ガス精製コンプレクスプロジェクト実現の方向性」
アマン・ハシエトフ 国営コンツェルン「トルクメンガス」ガス精製部門主任専門家

14:44-14:53
（10:44-11:53）
14:53-14:58
（10:53-10:58）
14:58-15:00
（10:58-11:00）

ロシア NIS 経済研究所

部長

ブローカー

◆「国営コンツェルン『トルクメンヒミヤ』の発展の展望」
ユーリー・マラムハ 国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」
◆日本側コメント（調整中）
◆閉会
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投資・資本建設副部長

第１日目：ウェビナー「CAVEX II 参加トルクメニスタン企業による
日本向けプレゼンテーション：第１部」
◆ 日

時：

2022年２月16日（水）

◆ 時

間：

1５:３0-1７:00（日本時間）／1１:３0-1３:00（トルクメニスタン時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、在日トルクメニスタン大使館

◆ 協

力： 経済産業省、トルクメニスタン商工会議所

◆ 言

語： 日露同時通訳

◆ 会議システム：ZOOM
◆ 申し込み締切：2022年２月１４日（月）12:00(日本時間)/0８:00(トルクメニスタン時間)
◆ 申し込み先URL：https://jp-tr.org/entry/?post_id=1936
日本時間
（トルクメニスタン時間）

プログラム

15:30-15:33
（11:30-11:33）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15:33-15:40
（11:33-11:40）

◆企業体「Deryaplastik」
「Deryaplastik 社の活動」 ロフシャン・ムハメトヌロフ

15:40-15:47
（11:40-11:47）

◆企業体「Owadan Ulke」
「トルクメニスタン初の国産原料マーガリン生産者」 マディナ・ガディミ

15:47-15:54
（11:47-11:54）

◆企業家レジェプムィラト・オラゾフ（商標『Taze Ay』
）
「
『Taze Ay』―甘い夢の国」 メカン・オラゾフ 主任会計士

15:54-16:01
（11:54-12:01）

◆個人企業「Mekan」
「
『Mekan』のお菓子ーテイストパワー」 アルスラン・アタエフ

16:01-16:08
（12:01-12:08）
16:08-16:15
（12:08-12:15）
16:15-16:22
（12:15-12:22）
16:22-16:29
（12:22-12:29）
16:29-16:34
（12:29-12:34）
16:58-17:00
（12:58-13:00）

ロシア NIS 経済研究所

部長

社長

貿易部長

製造部長

◆企業体「Duygy」
「わたしたちはスイートエモーションがどのように作られるか知っている」
パリヴァン・バイラムサヘドフ 技術者
◆企業家ムハメト・アマノフ（商標『BARS』
）
「ブランド『BARS』について」 バイラム・アマノフ 製造部長
◆「Doganlar Yyldyzy」
「キャンディーを手に、人生をもっと甘く」アルチョム・アルギン デザイナー、販売マネージャー
◆個人企業「Rowshen」
「一歩一歩の快適さ」 メルゲン・ムハメトグリエフ
◆日本側コメント（調整中）

◆質疑応答／閉会
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輸出マネージャー

第２日目：ウェビナー「CAVEX II 参加トルクメニスタン企業による
日本向けプレゼンテーション：第２部」
◆ 日

時：

2022年２月1７日（木）

◆ 時

間：

1４:０0-1５:00（日本時間）／1０:０0-1１:00（トルクメニスタン時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、在日トルクメニスタン大使館

◆ 協

力： 経済産業省、トルクメニスタン商工会議所

◆ 言

語： 日露同時通訳

◆ 会議システム：ZOOM
◆ 申し込み締切：2022年２月１４日（月）12:00(日本時間)/0８:00(トルクメニスタン時間)
◆ 申し込み先URL：https://jp-tr.org/entry/?post_id=2001
日本時間
（トルクメニスタン時間）

プログラム

14:00-14:03
（10:00-10:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:10
（10:03-10:10）

◆個人企業 「Berk Gerden」
「改質ビチューメンからの防水材の製造」

14:10-14:17
（10:10-10:17）
14:17-14:24
（10:17-10:24）

ロシア NIS 経済研究所

メルダン・メレドフ

「
『Hazar-Tolkuny』―トルクメニスタンにおけるあなたのフォワーダー」
セルダル・アシロフ 副社長
◆個人企業「Yyndam yollar」
「
『Yyndam yollar』―あなたの信頼できるパートナー」
ゲルディムィラト・フダイベレノフ 輸送部長
◆企業体「Terne Logistics」
「最高の物流パートナー」 アイグリ・アクマメドヴァ

14:31-14:36
（10:31-10:36）

◆日本側コメント（調整中）

（110:36-11:00）

チーフマネージャー

◆運輸・物流企業 「Hazar-Tolkuny」

14:24-14:31
（10:24-10:31）

14:36-15:00

部長

物流担当部長

◆質疑応答／閉会

第２日目：ビデオツアー「トルクメニスタン３企業へのバーチャル訪問」
◆ 日

時：

2022年２月1７日（木）

◆ 時

間：

１５:１0-1６:２０（日本時間）／1１:１0-1２:２0（トルクメニスタン時間）

◆ 主

催： （一社）ロシアNIS貿易会、在日トルクメニスタン大使館

◆ 協

力： 経済産業省、トルクメニスタン商工会議所

◆ 言

語： 日露同時通訳

◆ 会議システム：ZOOM
◆ 定

員： ５０名（先着順）

◆ 申し込み締切：2022年２月１４日（月）12:00(日本時間)/0８:00(トルクメニスタン時間)
◆ 申し込み先URL：https://jp-tr.org/entry/?post_id=2001
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日本時間
（トルクメニスタン時間）

プログラム

15:10-15:12
（11:10-11:12）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15:12-15:17
（11:12-11:17）

◆企業体「Ak Bulut」紹介ビデオ

15:17-15:24
（11:17-11:24）

◆プレゼンテーション「Ak Bulut社の歴史」
アタムラト・モマドフ 販売マネージャー

15:24-15:34
（11:24-11:34）

◆質疑応答（ライブ）
アタムラト・モマドフ

15:34-15:37
（11:34-11:37）

◆個人企業「Ak-Gaya」紹介ビデオ

15:37-15:44
（11:37-11:44）
15:44-15:54
（11:44-11:54）
15:54-16:00
（11:54-12:00）
16:00-16:07

ロシア NIS 経済研究所

販売マネージャー

◆プレゼンテーション「
『GAYA』―快適さと高品質の統合」
ドブレト・アジゾフ

社長補佐

◆質疑応答（ライブ）
ドブレト・アジゾフ

社長補佐

◆企業家アシラリエヴァ・シェムシャト（商標『Cigildem』
）紹介ビデオ
◆プレゼンテーション「高品質で快適なわたしたちの家具」

（12:00-12:07）

オラズタチ・フダイヤロヴァ

販売マネージャー

16:07-16:17
（12:07-12:17）

◆質疑応答（ライブ）
オラズタチ・フダイヤロヴァ

販売マネージャー

16:17-16:20
（12:17-12:20）

部長

◆閉会
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