開始時間:13h 時 - ベトナム時間帯(GMT+7)), 2021 年 11 月 15 日 - 26 日
会議活動

開催方法: ONLINE
オンライン会議: Zoom
規模: 600+ の委員
言語: ベトナム語 – 日本語

2021 年 11 月 15 16 日

2021 年 11 月 22 - 26 日

セミナー

ビジネスマッチング

15 - 26.11.2021: オンライン展覧会
主催:
- ベトナムソフトウェア IT サービ
ス協力 (VINASA)
- 一般社団法人情報サービス産業協
会(JISA)
- JETRO 日本貿易振興機構(JETRO)
- Vietnam - Japan IT 協力委員会
(VJC)

支援団体:
- ベトナム日本商工会議所 (JCCI))*
-日本アセアンセンター (AJC)*
-関西電子情報産業協同組合(KEIS)*
- NPO 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)*
-一般社団法人 沖縄デジタルコンテンツ産業振興協議
(OADC)*
-一般社団法人ソフトウェア協会( (SAJ)*
-石川県情報システム工業会(ISA)*
-日本情報サービスイノベーションパートナー協会
(JASIPA)*
-国際情報化協力センター(CICC)*
-一般社団法人 組込みシステム技術協会(JASA)*
-日本オンラインゲーム協会(JOGA)*

[2021 年 11 月 15 日 Hanoi Time. GMT+7] セミナー1:
【セッション 1】with/after Covid-19 時代に ICT 分野における日本ベトナの協力
12.30 - 13.00

申込

13.00 - 13.10

開会挨拶::
・レ クアン ルオン様 •VJC 会長、LUVINA 代表取締役 社長
・ベトナム情報通信省の代表者

13.10 - 13.20

ベトナム情報通信省の代表の講義

13.20 - 13.35

講義: ベトナムの経済と日本ベトナムにおける DX の動向- ハノイでの日本
貿易振興機構の事務局長の中島丈雄様

13.35 - 13.55

講義: ガイダンスとアドバイス - “with/after コロナ時代を迎えるように情報
技術サービス改善”
ActionCoach 事業開発コンサルタント

[注: この内容はアンケート調査結果に基づいて、日本市場向け、Covid パン
デミック時代に直面している課題を諮問し、解決するように VJC により、
特別に準備されます。]
13.55 - 14.05

サービソリューションを提供している情報技術事業からの発表

14.05 - 14.15

トークショー
ホスト: VJC 副会長、VTI の代表取締役社長 Tran Xuan Khoi 様
ゲスト:
-

ActionCoach の事業開発コンサルタント
ベトナム情報通信省の代表者

-

Đại diện JETRO Hà Nội ハノイの JETRO 日本貿易振興機構の代表者

-

ベトナム企業の代表者

-

日本企業の代表者

【セッション 2】ベトナム-日本の ICT 協力-インサイダーからの視点
14.15 - 14.30

ビデオ: ベトナム-日本の IT 協力の実話-日本からの視点
[注: IT 企業のニーズ、要件、期待に関して VJC が直接に収集したストリー
トや意見で、ベトナム企業に実際情報を提供上げる]

14.30 - 14.40

サービスソリューション提供している IT 事業からの発表 

14.40 - 14.50

サービスソリューション提供している IT 事業からの発表 

14.50 - 15.25

グループディスカッション:
ホスト: レ クアン ルオン様 •VJC 会長、LUVINA 代表取締役 社長
ゲスト:
・日本の協会の代表者
・ベトナムの企業の代表者
・日本の企業の代表者

15.25 - 15.35

Q＆A
終了と次セミナーの紹介

15.35

2021 年 11 月 16 日
セミナー2

Hanoi Time. GMT+7]

: ベトナム日本サービス産業デー

12.30 - 13.00

申込

13.00 - 13.15

開会挨拶: VINASA/VJC, ベトナム JETRO, JISA

13.15 - 13.30

基調講演: ベトナム-日本産業サービス分野における情報技術の応用

VJC の代表者
13.30 - 13.45

基調講演: 日本産業サービスシステムの状況―一般社団法人 組込みシステ
ム技術協会（JISA）の代表者

13.45 - 14.00

基調講演: 産業サービスシステムについてベトナムでの日本企業の需要
JCCI/JETRO の代表者

14.00 - 14.15

サービスソリューション提供している IT 事業からの発表

14.15 - 14.30

サービスソリューション提供している IT 事業からの発表

14.30 - 15.00

Q＆A

15.00

終了と次セミナーの紹介

[2021 年 11 月 22 - 26 日] ビジネスマッチングウィーク
[紹介：ビジネスマッチングウィークの間申し込んだ企業は両方で同意したスケジュールにビ
ジネスパートナーをマッチングして、打ち合わせを開催します。]

