株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ

News Release

〒810-8693 福岡市中央区大手門1-8-3
http://www.fukuoka-fg.com/

TEL 092-723-2500（代表）

平成25年8月22日

お客様向けセミナー『海外駐在員が語る「アジアの‘今’」』の開催について
当社ならびに子会社である福岡銀行、熊本銀行、親和銀行は、お客様向けのセミナーとして『海外駐在員が語る
「アジアの‘今’」』を下記のとおり開催いたします。
本セミナーでは当社の海外駐在員事務所長が、現地から見たナマの情報や海外展開を行っている企業の実例等を
ご紹介します。
当社では、今後とも海外ビジネス展開を目指す皆様のお手伝いに努めてまいります。

記

＜開催概要＞
開催日

平成 25年 10月 2日（水）

時 間

15：00 ～ 18：15

会 場

福岡銀行本店ビル 4階セミナールーム

（受付開始 14：30 ～ ）
（福岡市中央区天神2-13-1）

第一部 15：00～16：30 パネルディスカッション 「アジアの‘今’」
進行役
：ベーカー＆マッケンジー法律事務所
栗田 哲郎 氏
パネリスト ：FFG海外駐在員事務所長
大連
小田 周平
安恒 忠紀
上海

内 容

香港

菅

シンガポール

酒口 昇

バンコク

貞方 泰徳

大輔

第二部 16：45～18：15
① ビジネス交流会
海外ビジネスに携わるお客様同士の交流の機会をご提供いたします。
交流会では軽食をご用意しております。
② FFG海外事務所長への個別相談会
ご希望のお客様は1社15分程度、各海外事務所長への個別相談をお受けします。
参加費

第一部、第二部ともに無料

主 催

ふくおかフィナンシャルグループ ・ 福岡銀行・熊本銀行・親和銀行

後 援

経済産業省 九州経済産業局

事務局

FFGビジネスコンサルティング

定 員

50名 （先着順）

申込締め切り

※定員になり次第、締め切らせていただきます

平成25年9月27日（金）

（＊） 詳細につきましては、別紙の案内チラシをご参照ください。

《 本件に関するお問合せ先 》
ＦＦＧビジネスコンサルティング
田中、篠原、黒澤 TEL 092 – 723 – 2244
福岡銀行

九州営業部

菊竹、結城

TEL 092 – 723 – 2515

熊本銀行

営業推進部

土佐、須崎

TEL 096 – 385 – 1280

親和銀行

コンサルティング営業部

木村、辻郷

TEL 095 – 824 – 6153

海外駐在員が語る「アジアの
‘今’」開催のご案内
海外駐在員が語る「アジアの‘今’」開催のご案内
【セミナーの概要】
【セミナーの概要】
ふくおかフィナンシャルグループの海外駐在員事務所長が、サポート事例のご紹介等を通して、
ふくおかフィナンシャルグループの海外駐在員事務所長が、サポート事例のご紹介等を通して、
現地事務所からみたナマの最新情報をお伝えします。
現地事務所からみたナマの最新情報をお伝えします。

10月 2日（水）

開催日

平成 25年

時 間

15：00 ～ 18：15

会 場

福岡銀行本店ビル 4階セミナールーム

（受付開始

14：30

～ ）

（福岡市中央区天神2-13-1）

第一部 15：00～16：30 パネルディスカッション 「アジアの‘今’」
進行役

：ベーカー＆マッケンジー法律事務所
栗田 哲郎 氏
パネリスト ：FFG海外駐在員事務所長
大連
小田 周平
安恒 忠紀
上海

内 容

香港

菅

シンガポール

酒口 昇

バンコク

貞方 泰徳

大輔

第二部 16：45～18：15
① ビジネス交流会
海外ビジネスに携わるお客様同士の交流の機会をご提供いたします。
交流会では軽食をご用意しております。

② FFG海外事務所長への個別相談会
ご希望のお客様は1社15分程度、各海外事務所長への個別相談をお受けします。

参加費

第一部、第二部ともに無料

主 催

ふくおかフィナンシャルグループ ・ 福岡銀行・熊本銀行・親和銀行

後 援

経済産業省 九州経済産業局

事務局

FFGビジネスコンサルティング

定 員

50名 （先着順）

申込締め切り

※定員になり次第、締め切らせていただきます

平成25年9月27日（金）

進行役紹介
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士 栗田 哲郎 氏
東京大学法学部卒業。日本国内の大手法律事務所に勤務後、シンガポールの大手法律事務所にパートナーとして執務。
日本企業の東南アジア進出、M＆A、国際税務、および紛争解決等に関するアドバイスを提供する「アジアへの進出企業
サポート」のスペシャリスト。

お申込みは裏面の参加申込書をご記入の上、FFGビジネスコンサルティング宛にFAXにてお送りいただくか、も
しくはFFGビジネスコンサルティングのホームページ（http://www.ffgbc.com/）にアクセスの上、「商談会・セミ
ナー情報」よりお申込みください。（先着順ですので、お早めにお申込みください。）
株式会社 ＦＦＧビジネスコンサルティング

TEL

０９２－７２３－２２４４

〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1

FAX

０９２－７１３－６４８６

お問合せ先

担当：（田中・篠原・黒澤）

お申込みは、このままＦＡＸで

ＦＡＸ

【申込締切日：９月２７日】

０９２－７１３－６４８６ まで送信ください。

海外駐在員が語る「アジアの‘今’」
開催日：10月2日（水）

お申込み
方 法

参加申込書

参加申込書をご記入の上、FFGビジネスコンサルティング宛にFAXにてお送りいただくか、もしくは
下記のホームページにアクセスの上、「商談会・セミナー情報」よりお申込みください。
※先着順ですので、お早めにお申込みください。
※定員に達した場合にのみ、申込書にご記入いただいた電話番号へお断りの
ご連絡を差し上げます。
※受講票は発行致しませんので、当日は直接会場へお越しください｡
当日は受付で御名刺を頂戴します。
FFGビジネスコンサルティングホームページ http://www.ffgbc.com/
業種

貴社名

電話番号
ＦＡＸ番号
〒

Ｅ－ＭＡＩＬ(代表者)

－

福岡・熊本・親和 銀行

御住所

ＦＦＧお取引行
支店
第二部
御役職

御名前

第一部
①交流会 ②個別相談

個別相談希望エリア
（記入例：上海）

参加者
氏名

ご参加希望の部に ○ をご記入下さい

個別相談内容 （御希望者のみ記入をお願いします）

※個人・企業情報の保護について
お申込の際にお伺いする個人情報は、㈱ふくおかフィナンシャルグループ、㈱福岡銀行、㈱熊本銀行、㈱親和銀行、㈱ＦＦＧビジネスコン
サルティング及び九州経済産業局とが共有し、お問い合わせへの回答といった連絡と本セミナーの円滑な遂行及び改善のための分析や、
本セミナーの内容に応じた関連する情報提供に利用いたします。ご提供いただいた情報については、法令に基づく開示請求があった場合、
本人の同意があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、第三者には提供いたしません。ご提供いただいた個人情報を正確に取り
扱うよう努めます。

株式会社 ＦＦＧビジネスコンサルティング

ＴＥＬ

０９２-７２３-２２４４

〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1

ＦＡＸ

０９２-７１３-６４８６

お問合せ先

担当：（田中・篠原・黒澤）

