「第14回日本ウズベキスタン経済合同会議」
開催のご案内
平成30年10月1日
日本ウズベキスタン経済委員会事務局
（一般社団法人ロシアNIS貿易会）
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、来る10月25日（木）、下記の要領により東京において「第14回日本ウズベキスタン経済合同会議」を開催します。
今般会議はタシケントで開催された前回13回合同会議より２年以上を経て、またミルジヨエフ現大統領就任後、初めての
開催となります。会議では、ウズベク側からは急速に進む改革の現状や具体的な投資案件等に関わる報告が、日本側か
らもこれに対応した同国との経済協力方針やビジネスの現状等に関わる報告が行われる予定です。両国の政府およびビ
ジネス関係者が一堂に会する貴重な機会となりますので、情報交換、人脈形成などの場としてぜひご活用ください。
参加ご希望の方は、別紙１「プログラム」をご参照のうえ、別紙３「参加申込書」にて、10月19日（金）までに（一社）ロシア
NIS 貿 易 会 内 日 本 ウ ズ ベ キ ス タ ン 経 済 委 員 会 事 務 局 あ て に FAX （ 03-3555-1052 ） も し く は E メ ー ル （ centralasia@rotobo.or.jp）にてお申込みください。
また今回は、下記の要領にてウズベク側代表団参加企業との個別面談/B2Bを行います。ご希望の場合は、10月12日
（金）までに別紙２「ウズベキスタン側代表団リスト」をご参照のうえ、別紙３「参加申込書」該当欄にてお申し込みください。
お申し込み多数の場合は、ウズベク側と協議のうえ面談相手を決めますので、ご希望に添えない場合があることを予めご
了解ください。
定員になり次第、締切日前にお申込みの受付を終了させて頂く場合がありますので、ご関心の向きはお早目にお申込み
いただけますようお願い申し上げます。皆様のご参加をお待ちしております。
敬具
記
◆日 時：

◆会 場：

2018年10月25日（木）

ホテルニューオータニ

合同会議

14：30～17：00

日本側主催レセプション

17：00～19：30

※個別面談/B2B

12：00～14：30

合同会議

ガーデンタワー宴会場階 翠鳳の間

レセプション

ザ・メイン宴会場階 edo ROOM

※個別面談会場はガーデンタワー宴会場階 やまぶきの間（予定）
〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4‐1 TEL：03-3265-1111（代）
http://www.newotani.co.jp/tokyo/info/access/index.html
◆主 催：

日本ウズベキスタン経済委員会、（一社）ロシアNIS貿易会、ウズベキスタン日本経済委員会

◆後 援：

在日ウズベキスタン共和国大使館

◆参加費：

日本ウズベキスタン経済委員会会員企業 無料 （ただし、1社あたり8名まで）
その他 １人当たり 10,000円（消費税込み/ 参加費にはレセプション代が含まれます）
＊参加費は、お申込みあり次第、随時ご請求申し上げます。
＊参加申し込みのキャンセルは、10月19日（金）まで受け付けます。同日以降キャンセルし、既に参加費をお振込
の場合は、返金には応じかねますので、よろしくご了承のほど、お願い申し上げます。
＊ （一社）ロシアNIS貿易会会員であっても、経済委員会会員ではない場合がありますのでご注意ください。

◆定員：

160名 ／

◆プログラム：別紙１参照 ／

◆連絡先：

日本ウズベキスタン経済委員会事務局
TEL：03-3551-6218

◆言語： 日ロ同時通訳

担当：原、輪島、片岡、森、大内

FAX：03-3555-1052

Email：central-asia@rotobo.or.jp

（別紙１）

第14回日本ウズベキスタン経済合同会議
プログラム



日 時： 2018年10月25日（木）
会 場： ホテルニューオータニ

合同会議

14：30～17：00

※個別面談/B2B 12：00～14：30

レセプション

17：00～19：30

合同会議

ガーデンタワー宴会場階 翠鳳の間

レセプション

ザ・メイン宴会場階 edo ROOM
2018年09月28日現在

時間

経済合同会議プログラム

14:00-14:30

レジストレーション

14:30-14:50

【オープニング・セッション】
◇開会挨拶 佐々木幹夫・日本ウズベキスタン経済委員会会長／三菱商事㈱特別顧問
◆開会挨拶 S.ホルムラドフ・ウズベキスタン日本経済委員会会長／ウズベキスタン共和国副首相
◇日本側来賓挨拶 （調整中）
◆ウズベク側来賓挨拶 （調整中）

14:50-15:30

【報告前半： 二国間経済関係発展に向けた政府及び関係機関の取り組み】
◇「日本とウズベキスタンとの経済関係発展に向けた取り組み」（仮）
経済産業省代表
◆「ウズベキスタン経済の現状と展望」（仮）
ウズベキスタン政府代表
◇「対ウズベキスタン経済協力について」（仮）
（独）国際協力機構代表
◆「日本企業を含む外国投資誘致に向けたウズベキスタン政府の取組みおよび優遇策」（仮）
ウズベキスタン政府代表

15:30-15:50
15:50-16:40

コーヒーブレイク
【報告後半： 貿易投資拡大に向けたプロジェクトの実例および具体的提案】
※日ウ其々３件程度を目途に調整中
※ウズベキスタン側報告候補
◆「電力分野における日本との協力の可能性について」
国営株式会社ウズベクエネルゴ
◆「石油ガス、鉱物分野における投資プロジェクトの展望」
国営ホールディング会社ウズベクネフチェガス
◆「化学工業分野における投資プロジェクトの展」
国営株式会社ウズキミヨサノアト、

他

質疑応答
16:40-16:50

【総括】
◇佐々木幹夫・日本ウズベキスタン経済委員会会長
◆S.ホルムラドフ・ウズベキスタン日本経済委員会会長

16:50-17:00

【署名式】
第14回日本ウズベキスタン経済合同会議議定書等

17:00-19:30

日本側主催レセプション

※合同会議開催前、ご希望の方には別室（ガーデンタワー宴会場階 やまぶきの間）にてウズベク側代表団メンバーとの個別
面談/B2Bをアレンジいたします。詳細は案内状および申込書をご参照ください。

（別紙２）

第 14 回日本ウズベキスタン経済合同会議
ウズベキスタン側代表団リスト
2018 年 10 月９日時点、暫定版

1.

S.ホルムラドフ

ウズベキスタン共和国副首相／投資国家委員会議長／ウズベキスタン日
本経済委員会会長

2.

Zh.ホジャエフ

ウズベキスタン共和国対外貿易大臣

3.

B.ウマロフ

ウズベキスタン共和国観光発展国家委員会議長

4.

L.クドラトフ

ウズベキスタン共和国投資国家委員会第一副議長

5.

Sh.ナザロフ

ウズベキスタン共和国自動車道路国家委員会第一副議長

6.

D.アジモフ

ウズベキスタン共和国住宅公共サービス省第一次官

7.

B.ユスパリエフ

ウズベキスタン共和国保健省第一次官

8.

B.アシラフハノフ

ウズベクネフチェガス（石油・ガス公社）総裁

9.

N.サイドゥラエフ

ウズベキスタン国営対外経済活動銀行（NBU）第一副総裁

10. S.アンナクリチェフ

ウズプロムストロイバンク第一副総裁

11. Sh.ナビエフ

ウズキミョサノアト（化学工業公社）副総裁

12. Zh.アブドゥサロモフ

ウズベクエネルゴ（電力公社）副総裁

13. U.サリモフ

ウズアフトサノアト（自動車工業公社）副総裁

14. O.ジュマエフ

ウズベクイパクサノアト（シルク産業協会）副総裁

15. B.ハビブラエフ

カラカルパクスタン共和国閣僚会議副議長

16. K.ムフタロフ

ウズベキスタン共和国外務省局長／合同会議代表団事務局長

17. U.コディロフ

ウズベキスタン共和国対外貿易省部長／合同会議代表団事務担当

18. E.トゥルグノフ

ウズベキスタン共和国国家投資委員会主任専門家／合同会議代表団事務
担当

（別紙３）
日本ウズベキスタン経済委員会事務局／（一社）ロシア NIS 貿易会 宛て （担当：原、輪島、片岡、森、大内）
FAX：03-3555-1052 / E-mail：central-asia@rotobo.or.jp

第14回日本ウズベキスタン経済合同会議
10月25日（木） 合同会議 14：30～17：00／ レセプション 17：30～19：30 於：ホテルニューオータニ

参加申込書
締切日：10月19日（金）
(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TEL
(7)報告

(6)E-mail
合同会議での報告を希望されますか？

①はい

②いいえ

※報告の機会には限りがご
ざいますので、ご希望の方 →①の場合、ご希望のタイトルあるいはテーマを以下にご記入ください。
は速やかに、事務局まで
お申し出ください。

(8)署名式

合同会議署名式（16:50－17:00を予定）で文書の署名を希望されますか？

※件数調整の都合上、ご希

①

望の方は速やかに事務

希望する

② 希望しない

局までご連絡いただけま
すよう、お願い申し上げ

→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。

ます。

(9)個別面談/B2B
（12:00～14:30）

ウズベキスタン代表団との面談を希望されますか？

①はい

②いいえ

⇒①の場合、別添２をご参照のうえ、面談希望相手と面談/テーマ（簡単に）をご記入ください。面談相手
は基本的に企業（リスト10～13、およびシルク産業協会）からご選択ください。
※お申込件数、またウズベ
⇒①の場合、
締め切りは10月12日（金）ですのでご注意ください。
キスタン側の日程等の
関係で、ご希望どおりに
ならない可能性があるこ

面談相手：

とを予めご承知おきくだ
さい。

面談テーマ：
＊日本ウズベキスタン経済委員会の会員ですか？

① はい

⇒②の場合、以下に参加費ご請求関連情報をご記入ください。
①請求先（請求書の宛名：所属、個人名等）

(10)参加費
②請求書送付先の住所

③複数名分をまとめた請求書発行を希望される場合、他の方のお名前
※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。

② いいえ

