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平成２３年８月８日 

 

  

   

 

日本・東京商工会議所 

 

ＡＰＥＣ中小企業サミット２０１１（成都）のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 このたび中国工業和信息化部より、標記サミットへの参加の要請がありました。 

 ＡＰＥＣ中小企業サミットは、昨年１１月にはＡＰＥＣ首脳会議等の開催に併せて、横

浜でも開催いたしましたが、中国ではＡＢＡＣ中国が、２００８年以来、毎年開催してい

ます。 

 今回のサミットでは、「成長の力」のテーマの下、「開放と共有」、「イノベーション遺伝

子」、「消費市場」、「産業高度化」、「モバイル・インターネット」および「女性の重要な任

務」などに焦点を当て、起業家、投資家、エコノミストなどが意見交換を行う予定です。 

 当所では、中国側の要請に応じ、同サミットに参加する使節団を下記のとおり派遣する

ことにいたしました。ＡＰＥＣ参加国・地域および中国内陸部の中小企業関係者が多数集

い、交流する機会になると思われますので、是非ご参加くださいますようお願い申しあげ

ます。 

 なお、本来、登録料８００ＵＳドルのところ、中国側のご配慮により、当所からの参加

者は免除となっております。 

敬具 

 

記 

 

１．日 程  平成２３年８月２８日（日）～９月１日（木）［４泊５日］ 

（詳細下表） 

 

２．訪問地  中国四川省成都市 

 

３．目 的  ＡＰＥＣ中小企業サミット２０１１への参加 

※同サミットの詳細は別紙 

 

 

 

 



４．経費 

（１）航空賃（成田－成都 往復） 

ビジネスクラス  219,680円 

エコノミークラス  91,680円 

 

（２）宿泊（インターコンチネンタル） 

デラックススイート 180,000円（1泊 45,000円） 

エグゼクティブ   104,000円（1泊 26,000円 

スタンダード     72,000円（1泊 18,000円） 

※上記料金から参加者特別割引が適用されるように APEC中小企業サミット事

務局が要請中です。 

 

（３）共通経費（現地移動バス、日本語ガイド 等） 

              20,000円 

 

５．申込方法 

 別添参加申込書と REGISTRATION FORMに必要事項をご記入のうえ、８月１８日

（木）までに当所宛てにご送付ください（APEC中小企業サミット事務局には、当所か

ら一括で送付します）。 

【本件担当】国際部（渡辺・石井・栗原） 

ＴＥＬ ０３－３２８３－７７６２ 

E-mail kokusai@jcci.or.jp 

 

《詳細日程》 

日 時 内   要 備 考 

8 月 28 日(日)   

16:00 成田空港集合  

17:35 成田空港発（NH947）  

22:20 成都空港着  

23:00 ホテル着 

《成都 インターコンチネンタル泊》 

 

8 月 29 日(月) 

～31 日(水) 

 

APEC SME サミット 2011 参加 

（於：センチュリーシティ、新国際展示・会議センター） 

 

 

9 月 1 日(木)   

7:00 ホテル発  

7:30 成都空港着  

8:55 成都空港発（NH948）  

14:50 成田空港着  

 （解散）  



【ＡＰＥＣ中小企業サミット２０１１の概要】 

 

期 日：２０１１年８月２９日（月）～３１日（水）［詳細別紙］ 

場 所：中国四川省成都市 センチュリーシティ、新国際展示・会議センター 

主 催：中国国際貿易促進委員会、四川省人民政府、ＡＢＡＣ 

協 賛：ＡＰＥＣ中小企業支援機関連合、四川省万博局、中国国際貿易促進委員会四川分会、成都市人

民政府 

後 援：中国外交部、中国商務部、中国工業和信息化部 

参加者：８００名（予定） 
 

APEC中小企業サミット スケジュール： 

８月２９日  

7:00-22:00 受付 

9:30-9:50 基調講演 

10:30-12:00 テーマ・フォーラム「電子商取引の基盤：集積したサプライチェーン」 

12:00-13:00 昼食 

13:30-15:00 テーマ・フォーラム「ＳＮＳ：限りない人間志向の価値」 

15:00-15:10 休憩 

15:10-17:40 テーマ・フォーラム「小売業の新戦略」 

18:30-20:00 開会式および招待宴 

20:10-21:50 イブニング・フォーラム「新規公開株前夜」 

「マイクロブログのビジネス・パワー」 

８月３０日  

9:00-9:20 基調講演 

9:20-11:00 会議 起業家：開放と共有の時代 

11:00-11:10 休憩 

11:10-12:30 会議 エコノミスト：産業高度化の施策 

12:30-13:30 昼食 

14:00-15:50 テーマ・フォーラム「財務観察：優良企業のイノベーション遺伝子」 

「投資家：急成長を捉える」 

15:50-16:00 休憩 

16:00-17:40 テーマ・フォーラム「モバイル・インターネット：未来の巨人の生誕地」 

「８０年代世代の挑戦者」 

19:00-20:00 友好レセプション 

20:10-21:50 イブニング・フォーラム「ＩＴリーダー：生活変化技術」 

20:10-21:50 円卓会議「起業家精神：世界を変える夢」 

８月３１日  

9:00-10:30 会議「ＣＥＯ：女性の役割」 

10:30-10:40 休憩 

10:40-12:10 会議「中国の消費市場：価値を生む重要」 

12:10-13:30 昼食 

14:00-14:20 基調講演 

14:20-15:30 会議「フォーチュン 500 社のダイアログ：成長企業のグリーン戦略」 

15:30-15:40 休憩 

15:40-17:20 トピック「中小企業金融：解決への道」 

17:20-18:00 閉会式 

 基調講演 

18:30-19:20 授賞式（中国成長企業賞） 

19:30-21:00 歓迎宴 

9 月１日  

9:00-12:00 ・産業視察（希望者） 

・四川地震後の復興視察（希望者） 



 

日本・東京商工会議所 国際部 行 

E-mail kokusai@jcci.or.jp 

ＦＡＸ ０３－３２１６－６４９７ 

 

ＡＰＥＣ中小企業サミット２０１１（成都） 

参加申込書 

（申込期限：８月１８日（木）） 
 

 

氏 名                             

 

企業・団体名                          

 

役 職                             

 

連絡先 

 

電 話                            

 

ＦＡＸ                            

 

E-mail                            
 

フライト・宿泊 

 

フライト 

 

□ ビジネスクラス （219,680円） 

 

□ エコノミークラス（91,680円） 

 

宿泊 ※いずれも特別割引適用前の料金額です。 

 

□ スイート   （180,000円） 

 

□ エグゼクティブ（104,000円） 

 

□ スタンダード  （72,000円） 
 



 

 

REGISTRATION FORM 

 

Please complete the form and send by email to the Organizing Committee to register TODAY! 

 

Title: � Mr.  � Mrs.  � Ms.  � Prof.  � Dr.  � Others (Please specify :        ) 

 

Name:                                          Job Title:                                

 

Organization Name:                               Industry:                      

 

Tel:                    Fax:                     Mobile:                                

  

E-mail:                           Organization Website:                               

                            

Postal Address:                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you need a formal invitation letter for obtaining a visa:      □yes      □✔ no 

 

Contact person (if different than the person above): Name, address, email. 

 

Special Requirements: (If any, please specify.) (Please note: we will try our best to 

meet your requirements but not a guarantee.) 

 

 

 

 

 

(86 10) 58691198 ext. 8032 

www.apec-smesummit.org 

(86 10) 5869 3206/3208 

Total Package Price Of USD800 Net Only!! 

Package includes: 

� Registration fee for APEC SME Summit 2011 

� Shuttle Buses from Airport-Hotel-APEC SME Summit Venue 

� Passes to attend all APEC SME Summit 2011 events  

� Summit documentations, luncheon, refreshments, welcome banquet, friendship 

reception and farewell banquet. 


