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タイ投資セミナー「国際ビジネスセンター（IBC）」・個別相談会の開催について 

グローバル いいな 

《 本件に関するお問合せ先 》 

以 上 

   株式会社 福岡銀行（取締役会長兼頭取 柴戸 隆成）は、タイ王国大使館経済・投資事務所（タイ投資委員会
（BOI）東京事務所）が主催するセミナー「国際ビジネスセミナー（IBC）」・個別相談会を後援することとなり
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

   本セミナーでは、タイ投資委員会（BOI）、タイ国税局、タイ中央銀行およびタイ事業開発局の代表者による
講演やその講演者との個別相談会が行われるので、タイへの進出・投資における条件や恩典について現地機関と
直接最新の情報を得る機会となります。  

 詳細につきましては、別紙「開催案内兼参加申込書」をご覧いただきますとともに、ご参加の際は、タイBOI
東京事務所宛にFAXまたはＥメールにてお申込みください。 

＜概要＞ 

記 

名称 タイ投資セミナー「国際ビジネスセンター（IBC)」・個別相談会 

開催日時 2019年4月25日（木） １３：３０～17：45（13：15 受付開始） 

会場 
ホテルオークラ福岡 ４階「平安の間」 

（福岡県福岡市博多区下川端町3-2） 

講演内容 

（予定） 

①「国際貿易センター（IBC）業種の概要」 

    タイ投資委員会（BOI）投資促進第4部 ウィーラ・パンティスッチャイ部長 

②「IBCの事業範囲と税制上に優遇措置」 

    タイ国税局（調整中） 

③「財務センター」 

  タイ中央銀行（調整中） 

④「タイにおける外国企業によるIBCの事業展開」 

  タイ事業開発局（調整中）           

個別相談会 
希望者に対する講演者との個別相談会 

※事前にお申込み頂いた方を優先させて頂きます。 

申込締切 2019年4月12日（金） 

参加費用 無料 

主催 タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京事務所） 

地方後援 
（予定） 

福岡銀行、福岡県、九州経済国際化推進機構、公益社団法人北九州貿易協会、   
西日本シティ銀行 

全国後援 
（予定） 

国際機関日本アセアンセンター、日本貿易振興機構（JETRO）、        
中小企業基盤整備機構、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、商工中金、           
日タイ・ビジネスフォーラム（JTBF） 



タタイイ投投資資セセミミナナーー「「国国際際ビビジジネネススセセンンタターー（（IIBBCC））」」・・個個別別相相談談会会    

開開催催ののごご案案内内    
22001199 年年（（平平成成 3311 年年））44 月月 2255 日日（（木木））福福岡岡 

 

タイでは外国企業の販売業参入には規制が設けられていますが、BOI の奨励する国際貿易センター（ITC）   

事業で認可を受けられました場合、卸売業での独資が認められてきました。これまで多くの日本企業に申請を頂い

ております。昨年 12月にこの ITCと、国際地域統括本部（IHQ）が国際ビジネスセンター（IBC）という新業種に

統合され、条件や恩典が大きく変更致しました。今回のセミナーは、新たに申請を検討されている企業の皆様は  

もちろんのこと、既に ITCや IHQで奨励を受けられた企業様におかれましても各関連機関の代表者から直接最新の

情報を得て頂く良い機会ですので、ぜひ万障お繰り合わせの上、ご参加いただきたくご案内申し上げます。 

セミナーへの参加をご希望の方は、別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、4月 12日（金）までに当事務所

まで FAX または E メールにてご返送下さい。受付票などは発行しておりませんので、お申込後直接会場にお越し

下さい。会場受付にて名刺を申し受け、受付に代えさせて頂きます。 

さらに、希望者には、セミナー後、講演者との個別相談会も行います。個別相談のご希望がございましたら、

参加申込書内にてチェックをご記入の上、講演者へのご要望・ご質問事項欄におきまして、機関ごとに質問事項を

ご記入ください。こちらでタイムテーブルを組み、予め時間をお知らせ致します。コマ数に限りがございますので、       

申込用紙所定欄に講演者へのご質問をご記入頂ければ可能な限りセミナーの中でも回答させて頂きます。        

申込枠の空き状況に応じて当日参加も受け付け致します。尚、同様の内容で、4月23日（火）東京、4月24日（水）

大阪の日程でも、セミナーと個別相談会を開催致します。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

 日時  2019年（平成 31年）4月25日（木） 

セミナー  13:30～16:00（受付開始 13:15） 

個別相談会 16:15～17:45 

 

 会場  ホテルオークラ福岡 （〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町 3-2 Tel:092-262-1111） 

会場地図：https://www.fuk.hotelokura.co.jp/access/ 

セミナー  4階「平安の間」 

個別相談会 4階「末広の間」 

 参加費    無料 
 

主催  タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京事務所）   

地方後援  福岡県、九州経済国際化推進機構、公益社団法人北九州貿易協会、 

福岡銀行、西日本シティ銀行 

全国後援  国際機関日本アセアンセンター、日本貿易振興機構（JETRO）、中小企業基盤整備機構、 

三菱UFJ銀行、 三井住友銀行、みずほ銀行、商工中金、日タイ・ビジネスフォーラム（JTBF） 
   

～プログラム（予定）～ ※予告なく変更される場合がございます （泰-日逐次通訳） 

13:15-13:30 参加者登録   

13:30-13:35 

 

開会挨拶 

 

タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京事務所） 

パリエス・ピリヤマーサクン 公使 

13:35-14:00 

 

講演 

 

「国際貿易センター（IBC）業種の概要」 

タイ投資委員会（BOI） 

14:00-14:30 

 

講演 

 

「IBCの事業範囲と税制上の優遇措置」  

タイ国税局  

14:30-14:45 休憩  

14:45-15:05 

 

講演 

 

「財務センターについて」 

タイ中央銀行 

15:05-15:30 

 

講演 

 

「タイにおける外国企業による IBCの事業展開」 

タイ事業開発局  

15:30-16:00 質疑応答  

16:15-17:45 個別相談会 ※希望者のみ（事前にお申込み頂いた方を優先させて頂きます） 

  

Tel:092-262-1111
https://www.fuk.hotelokura.co.jp/access/


22001199 年年（（平平成成 3311 年年））44 月月 2255 日日（（木木））福福岡岡  

タタイイ投投資資セセミミナナーー「「国国際際ビビジジネネススセセンンタターー（（IIBBCC））」」・・個個別別相相談談会会  
参加申込書 

 返送先：E-mail: thaiboitokyo@gol.com  FAX: 03-3589-5176  

 

 参加者一人につき申込書１枚となっています。複数名お申込みの際は、コピーしてご使用下さい。 

 和 文（必ず英文もご記入下さい） 英 文  

氏名  ※必須 Mr.  /  Ms.                  

役職  ※必須 

部署  ※必須 

貴社名  ※必須 

所在地 〒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ                                                                      ＦＡＸ  

Ｅメール  

Fukuoka Bank 

貴社の業種 

１）製造業     □ 農産品・食品      □ 鉱物･金属･ｾﾗﾐｯｸｽ  □ 軽工業    □ 機械･金型･金属加工 

           □ 自動車・自動車部品   □ 電気・電子製品  □ 化学・紙  

□プラスチック      □その他 （                         ） 

２）非製造業 □ 商社  □ 物流  □ 輸送  □ 観光・ホテル 

  □ 建設  □ その他（                ） 

３）その他 □ 政府機関 □ 非営利団体・機関 □ 銀行・金融 

  □ コンサルタント □ 報道  □ 研究・教育機関 □ その他（                  ） 

講演者へのご要望・ご質問事項： 

講演者に取り上げてもらいたい内容、あるいはご質問事項がございましたら、ご記入下さい。 

 

個別面談の希望の有無と相談先（複数回答可）※講演者へのご要望・ご質問事項欄に質問をご記入ください 

□ 希望あり →（□ BOI    □ 国税局  □事業開発局  □タイ中央銀行） 

※貴社の投資状況 （製造業・非製造業の方のみ） 

１）タイに既に進出している場合 現地企業名 ：                                                    

        □ 今後追加投資計画がある  □ 現在、特にない 

２）タイに進出していない場合 

         □ 今後海外進出の計画がある （国名：            ）＊複数国回答可 

        □ 現在、進出の計画はない 

※ご記入いただいた個人情報は、参加者リスト等を作成する目的、当事務所からの各種ご案内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。主催、後援団体からのご案内が重複した場合はご容赦下さい。 
 

申込方法： 本参加申込書をご記入の上、2019年 4月12日（金）までにFaxまたはEメールでお申し込み下さい。 

お問い合わせ: タイBOI東京事務所  Tel:(03)3582-1806  Fax:(03)3589-5176  E-メール：thaiboitokyo@gol.com 
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