2013 年 10 月 三共製作所グループ

ベトナム Japan ICT Week 視察ツアーのご案内
三共製作所グループの次回のベトナム視察ツアーは 10 月末を予定しております。ハノイで開催される
ベトナム最大規模のＩＣＴイベントに合わせて、ハノイ・ホーチミンの２大都市をまわります。

Japan ICT Week 2013 について

（会場：Crowne Plaza West Hanoi Hotel）

2007 年より開催しております Japan ICT Day を、日越国交関係樹立 40 周年に当たる本年、開催規模やプログラムを
さらに充実させ、Japan ICT Week として開催します。
8 回目の今回は、これまで実施してまいりました日越双方からのビジネスセッションに加え、中長期的な視野での真の
パートナーシップを探るオフショア開発フォーラム、学生・ベンチャー企業によるアプリケーションコンテスト、学生・
IT エンジニアを対象にした Job フェア、日越企業による BizUP スクエア等を企画しております。

（公式サイトより）

主なプログラム

※プログラムは予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
詳細は公式サイト http;//www.vj-ictweek.com にてご確認下さい。

Japan ICT Day 2013（ 10 月 23 日 ）
時間
09:00-09:15

プログラム
開会挨拶

・ベトナムソフトウェア・IT 協会（VINASA）
・ベトナム情報通信省（MIC）
・日越 IT 協力クラブ（VJC）

09:15-10:30

ジェネラルセッション

・ベトナム IT 産業の概要

ベトナム情報通信省（予定）

・日越間でのビジネスに関するセッション
・スポンサーセッション
10:30-10:45

コーヒーブレイク

10:45-12:00

テーマ別セッション

（ベトナム ICT における最新トピックに関するセッション）

12:00-13:00

ネットワーキングランチ

（ベトナム協会関係者や参加者の皆様で、情報交換）

13:00-15:00

テーマ別セッション

（日越間の IT ビジネスに関する課題や機会を共有するセッション）

15:00-15:15

コーヒーブレイク

15:15-16:30

事例セッション

16:30-17:30

アプリケーションコンテスト（事前審査を通過したファイナリストによるプレゼンテーション）

18:00-20:00

ネットワーキングディナー

（日越間での IT ビジネスの先進事例をご紹介）

（アプリケーションコンテストの表彰式の他、
アトラクション、ベトナム料理など）

オフショア開発フォーラム（ 10 月 24 日 ）
時間
08:30-09:00

プログラム
ご挨拶
オフショア大學 代表 幸地 司、ベトナム企業代表者

09:00-11:30

協賛企業／事例セッション

11:30-13:00

ネットワーキングランチ

13:00-13:45

セッション 1

（途中 10:00-10:30 までコーヒーブレイク）

「中国プラスワン（China plus one strategy）時代のオフショア開発」
オフショア大學 代表 幸地 司

13:45-14:30

セッション 2

「ベトナムオフショア開発への高速アジャイルプロセスの適用と実際」
オフショア大學 長瀬 嘉秀
株式会社テクノロジックアート 代表取締役／浙江大学客員教授

14:30-15:00

コーヒーブレイク

15:00-16:30

パネルディスカッション：

日越 Win-Win のオフショア開発とは？
～長期的視点で、いかに技術力、組織力を向上させるか～

パネラー：

オフショア大學 幸地 司、長瀬 嘉秀、ベトナム企業代表者 2 名

16:30-17:30

ビジネスマッチング（商談会）

17:30-19:30

ネットワーキングディナー

2013 年 10 月

ベトナム視察ツアー

仮日程表

※訪問先・訪問時間はまだ仮予定です。参加者確定後、ご希望に合わせて調整させて頂きます。

月日

時刻

Ａ）２２日出発の場合

10 月 22 日

09:00

関西空港４階

（火）

10:30

関西空港発

13:05

ハノイ着

14:30

ホテルにチェックイン

Ｅカウンター前

Ｂ）２３日出発の場合

集合

東京（成田）からの

VN331 便

ご出発・ご帰国も可能です。

その後、ハノイ市内視察
18:30

夕食
ホテル

10 月 23 日

08:30

ホテル出発

（水）

09:00

泊

Japan ICT Week 2013 へ

09:00

関西空港４階

開会挨拶

10:30

関西空港発

ジェネラルセッション、

13:05

ハノイ着

テーマ別セッション

14:30

ホテルにチェックイン

Ｅカウンター前

集合

VN331 便

12:00

ネットワーキングランチ

その後、ハノイ市内視察、または

13:00

テーマ別セッション、事例セッション

Japan ICT Week 2013 へ（事例セッショ

アプリケーションコンテスト

ン、アプリケーションコンテストなど）

18:00

18:30

ネットワーキングディナー
ホテル

夕食

泊

10 月 24 日

08:30

ホテル出発

（木）

09:00

オフショア開発フォーラム（協賛企業／事例セッション）

ホテル

泊

ホテル

泊

Japan ICT Week 2013 へ

Job フェア、BizUP スクエア（展示ブース）など
11:30

ネットワーキングランチ

13:00

オフショア開発フォーラム（セッション、パネルディスカッション、商談会）

17:30

ネットワーキングディナー

10 月 25 日

07:30

ホテル出発（チェックアウト）
、空港へ

（金）

09:00

ハノイ発 VN231 便

11:00

ホーチミン着

午後

人材育成機関 CICS 視察
テクノロジックアート

ベトナム事務所

訪問

ホーチミン市内視察など
18:30

夕食

【オプション】

21:00

空港へ

帰国日を延期し、ホーチ
ミンでの滞在日数を追加

10 月 26 日

00:10

ホーチミン発

（土）

07:20

関西空港着

VN320 便
解散

～おつかれさまでした～

することも可能です。

機中泊

ベトナム視察
■旅行先
■旅行期間
■旅行代金
（概算）

旅行代金等について

ベトナム（ハノイ、ホーチミン）
Ａ）２０１３年１０月２２日（火） ～ ２０１３年１０月２６日（土）
Ｂ）２０１３年１０月２３日（水） ～ ２０１３年１０月２６日（土）
Ａ）お一人様 １３６，５００円（関空発着 エコノミークラス利用）
Ｂ）お一人様 １２４，５００円（関空発着 エコノミークラス利用）
※お申込み時期・参加人数・現地での実費により上下致します。
※旅行代金はお客様の実費に基づき、帰国後の精算となります。

■利用予定航空会社

ベトナム航空

■宿泊先ホテル

ハノイ：

■お申込み期限

2013 年 10 月 07 日（月）を予定

未定（三つ星クラスを予定）

■旅行代金に含まれるもの
＊往復航空運賃、空港施設使用料
＊上記ホテルでの宿泊料金
＊上記に記載のある飲食代
■旅行代金に含まれないもの
＊Japan ICT Week2013 参加費
＊娯楽・イベント参加費等
＊個人的費用（クリーニング代、電話代、ボーイ・メイド等へのチップ等）
＊超過手荷物料金
＊海外旅行損害保険料（任意）
＊日本における集合・解散地点までの交通費、宿泊費、荷物の搬送費
※上記金額は 2013 年 8 月 16 日現在の運賃、料金、為替相場に準拠したもので、航空運賃、ベトナム国
内費用に変更が生じましたら、金額を変更させていただく場合があります。

