日 本・サ ウジア ラビア
産 業協力 タスク フォース
事 務局

ア ブダビ
産 業協力
プ ロジェ クト

中東ビジネスセミナー
～Hot な中東ビジネスの今～
ジ ェトロ 大阪 本部、中 東協力 センタ ー中 東産油 国産業 協力 事務局 は、大阪 府、大
阪 市、大 阪商 工会議 所の共 催、 ならび に関西 経済連 合会の後援 をいた だき 、中東 ・
北 アフリ カ地 域、サウ ジアラ ビア王 国な らびに アラブ 首長国 連邦（ UAE）ア ブダビ 首
長 国の政 治・文化・事業機 会につ いての 最新 情報を 提供す るセ ミナー を開催 します 。

ア ラブ首長 国連邦

約 4 億人 の人 口を抱 える中 東・ 北アフ リカ（MENA） 地域 はその 経済規 模・ 成長力
サ ウジアラ ビア

の 高さか ら近 年注目 を集め てい る地域 です。 中でも サウ ジアラ ビア は 2,900 万人 の
人 口を擁 し、 同地域 の政治 ・経 済・文 化・宗 教の中 心地 です。 また、 アブ ダビは 一
人 あた り GDP が 10 万ド ルを超 えて おり、世 界で 最も裕 福な国 のひ とつで す。両国 と
も 豊富な 石油 資源、 オイル マネ ーを背 景とし て、目 覚し い経済 発展を 遂げ ている 国
で もあり ます 。
本 セミナ ーで は、MENA 地域・サ ウジ アラビ ア・アブ ダビの ご紹介 と 、現地 での聞
き 取り調 査な どで入 手した 、最 新の事 業機会 に関す る情 報をご 提供い たし ます。

日時

2014 年 2 月 27 日（木）

13:30～16:45 （受付開始

13:00）

※ セミナ ー開 催後、 16:45～ 17:15 ま で名刺 交換会 を開 催いた します

講演①

「知られざる中東・北アフリカ（MENA）地域の政治・経済・文化」
アジア経済研究所・ジェトロ上席主任研究員 福田 安志

講演②

「中東・北アフリカ（MENA）地域のビジネスチャンスとリスク」
ジェトロ海外調査部中東アフリカ課
課長代理 若林 利昭

講演③

「サウジアラビア・アブダビへのゲートウェイ ～現地ニーズのご紹介～」
一般財団法人中東協力センター中東産油国産業協力事業事務局
副事務局長 鈴木 良幸 ／ 副事務局長 杉浦 純

講演④

「サウジアラビアでの事業展開事例」
東洋紡株式会社

講演⑤

「アブダビでの事業展開事例」
株式会社竹中製作所

内容

※ 各講演 のタ イトル は変更 にな る可能 性があ ります

会場

大阪商工会議所 1 号会議室

主催

ジェトロ大阪、中東協力センター中東産油国産業協力事業事務局

共催

大阪府、大阪市、大阪商工会議所

後援

関西経済連合会

協力

近畿経済産業局

参加費
定員

無料
１５０名（定員になり次第、申込を締め切ります）
2014 年 2 月 20 日（木）までに、以下の申込フォームよりオンラインでお申込みください。

申込方法

http://www.jetro.go.jp/events/item/20140120885/
※ オンラ イン で申込 できな い場 合は、 問合せ 先にご 連絡 くださ い。

問合せ先

担当：勅使河原
TEL:06-4705-8604

FAX:06-4705-8650

E-mail:osc@jetro.go.jp

※ ご記入 いた だいた 個人情 報は 、参加 者リス トを作 成す る目的 および 開催 者から の各種 ご案 内（e メ ール含 む）を
お 送りす る目 的のみ に使用 し、 他の目 的には 一切使 用し ません 。

