
             

 

訪メコン地域経済ミッションのご案内 
２００９年１０月２８日（水）～１１月５日（木）（９日間） 

（訪問国：タイ･ラオス･ミャンマー） 

 

 

日本商工会議所では、本年度の日メコン交流年を記念いたしまして、ミャンマーなどメコン地域※1への経済視

察ミッションを派遣いたします。 

天然資源・人的資源ともに豊富なメコン地域は、経済発展の大きな可能性を有しており、多くの投資家の注目

を集めております。また、産業によっては、中国プラスワンもしくはネクストワンを探す動きが出てきており、

新しい生産地・マーケットとしてもメコン地域に注目が集まっています。さらにミャンマーにつきましては、２

０１０年の選挙による民主化が期待されており、将来的な貿易・投資の増加が予想されております。 

本ミッションでは、同時期に開催される第７回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議※2にもオ

ブザーバーとして参加いただくこととしております。経済ミッションと合同会議の両方にご参加いただくことで、

メコン地域の経済・社会情勢に関する理解をより一層深めていただけるものと存じます。 

つきましては、以下に経済視察ミッションおよび第７回合同会議の詳細を記しますので、皆様におかれまして

は、奮ってご参加いただきますようよろしくお願い申しあげます。 

◆派 遣 期間：２００９年１０月２８日（水）～１１月５日（木）（成田発着、機内泊含む７泊９日） 

◆訪 問 先：タイ（バンコク）、ラオス（ビエンチャン）、ミャンマー（ヤンゴン、ネーピードー） 

◆対 象 者：対メコン地域の貿易・投資に取り組んでいる方、もしくは取り組むことを計画している方 

◆募 集 人 数：３０名 

◆企画・運営：日本商工会議所 

◆旅行企画・実施： 株式会社ＪＴＢ法人東京 法人営業新宿支店 

 

【参加メリット】 

１．メコン圏地域の経済社会情勢を包括的に把握することが可能 

  タイ、ラオス、ミャンマーと、メコン地域の中でも様々な特色を持つ国を訪問することで、メコン地域の経

済社会情勢を包括的に把握することができます。 

２．現地企業や日系企業を訪問することで、ビジネスに直結する生の情報を得ることが可能 

  現地企業とのビジネスマッチング、日系企業の成功事例把握など、直接御社のビジネスに直結する情報や人

的ネットワークを得ることができます。 

３．各国政府の最新の経済政策を知ることが可能 

  本ミッションでは、各国の政府関係機関との懇談を予定しております。それにより、現在の経済政策の詳細

や将来のロードマップなど、普段得ることは難しい最新の情報を得ることができます。 

 

※１：メコン川流域に位置する、カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオスの五カ国を指します。 

※２：日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会が事務局を担当する、日本・ミャンマー間の貿易・投資につ

いて話し合いを行う会議。ミャンマー政府関係者および現地有力企業の参加が予定されています。 
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【実施要領】 

◆日程    ：２００９年１０月２８日(水)～１１月５日（木）（成田発着、機内泊除く７泊９日） 

(１)１１月２日（月）に、第７回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議を開催いた

します。合同会議の議題につきましては、別紙日程・議題（案）をご参照ください。 

(２)場合によって、ミャンマーのみの参加も可能です。 

(３)日程詳細につきましては、別紙日程表をご参照ください。なお、各スケジュールは２００９年

９月２８日現在のもので、現地事情等により今後変更になる場合もございますので、予めご了

承ください。 

◆訪問都市  ：タイ（バンコク）、ラオス（ビエンチャン）、ミャンマー（ヤンゴン、ネーピードー） 

◆参加費用  ：２９８，０００円 

      (１)上記旅行代金は、大人お１人様の料金（１名１室利用）です。 

(２)日程の一部のみのご参加、現地からのご参加などを希望される場合は、下記事務局までご連絡

ください。 

(３)上記旅行代金は２００９年９月２８日現在のもので、宿泊先の変更、移動手段の変更等により

今後変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 ※上記旅行代金に含まれるもの 

 ○航空運賃等     ：別紙日程表に記された区間の団体航空運賃、成田空港施設使用料、海外空港税、   

燃油特別付加運賃（10月から値上げとなる場合があります。その場合はその差額が

追加となります。） 

 ○宿泊代金      ：別紙日程表に記された各地の宿泊代金（１人1部屋、税金・サービス料込み） 

             （ﾊﾞﾝｺｸ‐ﾃﾞｼｭﾀﾆ、ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ‐ﾗｵ・ﾌﾟﾗｻﾞ、ﾔﾝｺﾞﾝ‐ﾄﾚｰﾀﾞｰｽﾞ、ﾈｰﾋﾟｰﾄﾞｰ‐ﾃｨﾝｹﾞﾊｰ） 

○専用バス      ：別紙日程表に記された空港送迎および視察交流時のバス料金 

 ○ガイド料金     ：別紙日程表に記された空港送迎および視察交流時のガイド料金 

 ○食事料金      ：朝食７回、昼食７回、夕食４回（機内食は除く） 

 ○団体行動中の料金  ：チップ・税金ならびにサービス料 

 ○手荷物料金     ：航空会社の規定範囲内 

 ○渡航手続き費用   ：タイ、ラオスおよびミャンマー 

 ○ミャンマー査証料金および手続き代行手数料 ：タイ、ラオスにつきましては、査証は不要です。 

 ○海外空港税・燃油特別付加運賃 

 ○第７回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会第７回合同会議参加費 

 

 ※上記旅行代金に含まれないもの 

 ○超過荷物運搬料金  ：航空会社の規定範囲を超える分について 

○ビジネスクラスご利用追加代金：２８０，０００円 

○海外旅行傷害保険 

 ○成田空港までの国内交通費、電話代や自由行動時の各自の個人的費用 

 

 ※ご参考：別紙日程の１１月１日（日）～１１月５日（月）のみご参加される場合の参加費用は、 

  １９２，０００円です。ミャンマーへの航空券、宿泊代金等を含んだ費用となります。詳細につきましては、

下記お問合せ先までご連絡ください。 
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◆募集人数  ：３０名（最少催行人員１０名） 

        (１)参加費は、１０名以上の参加を前提に設定したものですので、参加者が１０名を下回る場

合については別途追加料金が生じることがあります。予めご了承ください。 

        (２)当ミッションは大メコン圏ビジネス研究会が中心となって企画し、同研究会会員以外の

方々にも広くご案内しているものです。 

◆添乗員および通訳：現地の添乗員兼通訳が随行いたします（ラオスにおいては、添乗員のみの随行）。なお、   

この通訳は日本語・英語ですが、ビジネスの仲介に責任を持つものではありません。 

◆キャンセル料  

 旅行開始日の前日から起算して３０日目にあたる日以降３日目まで・・・・・旅行代金の２０％ 

 旅行開始日の前々日から旅行当日               ・・・・・旅行代金の５０％ 

 無連絡および旅行開始後の取り消し              ・・・・・旅行代金の１００％ 

 

【お申込方法】 

本「ミッション案内書」をご確認・ご了承のうえ、別紙参加申込書を日本商工会議所国際部までＦＡＸまたはメ

ールにてお申し込みください。 

申込締切日：２００９年１０月９日（金） 

※申込締切日を過ぎてからのお申し込みにつきましては、下記連絡先までお問い合わせください。参加者に余裕

のある場合は、受付をさせていただきます。ただし、参加費用が標記のものから変更となる場合がございます。 

※提出いただいた書類に不備がありますと、受付完了となりませんのでご留意ください。 

 

                                               

【お問い合わせ】 

◆内容に関するお問い合わせ： 

日本商工会議所 国際部 （担当：有本、松岡） 

 TEL：０３－３２８３－７７６２  FAX：０３－３２１６－６４９７  E-mail：kokusai@jcci.or.jp 

 （営業時間：月～金 09:30～17:30、土、日、祝日は休み） 

 

◆旅行手配に関するお問い合わせ： 

 株式会社ＪＴＢ法人東京 法人営業新宿支店 （担当：佐藤、渡辺、大塚） 

 TEL:０３－６３０２－５６２７     FAX: ０３－６３０２－５６０７    E-mail:c_sato962@jtb.jp 
 （営業時間：月～金 09:30～17:30、土、日、祝日は休み） 

 

 

 

 
                 

※本事業は、外務省「日メコン交流年２００９」の認定事業です。 

 

 



 

Copyright 2009 The Japan Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved. 

 
訪メコン地域経済ミッションおよび 

第7回日本・ミャンマー商工会議所経済協議会合同会議 日程（案） 

 

 

 月 日（曜日） 場 所 現地時間 交通機関 内容 食事 

１ 10/28(水) 成田発 

ﾊﾞﾝｺｸ 

09:45 

14:45 

TG643 

専用車 

 

到着後ホテルへ     

           (ﾊﾞﾝｺｸ泊)

 

機内食 

夕 ○ 

２ 10/29(木) ﾊﾞﾝｺｸ 

ﾊﾞﾝｺｸ発 

ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ着 

 

19:55 

21:05 

専用車 

TG574 

現地商工会議所訪問等 

          

 (ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ泊)

朝 ○ 

昼 ○ 

夕 ○ 

３ 10/30(金) ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ 終日 専用車 

 

ラオス政府要人との懇談、現地日本人

商工会議所との懇談等  

(ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ泊)

朝 ○ 

昼 ○ 

夕 × 

４ 10/31(土) ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ発 

ﾊﾞﾝｺｸ着 

13:50 

14:55 

TG571 

専用車 

 

現地企業・日系企業視察等 

  (ﾊﾞﾝｺｸ泊)

朝 ○ 

昼 ○ 

夕 × 

５  11/1(日) ﾊﾞﾝｺｸ発 

ﾔﾝｺﾞﾝ着 

08:00 

08:45 

夕刻 

TG303 

専用車 

 

市内視察・観光 

合同会議・経済ミッション参加者によ

る夕食会            (ﾔﾝｺﾞﾝ泊)

朝 ○ 

昼 ○ 

夕 ○ 

６ 11/2(月) ﾔﾝｺﾞﾝ 終日  第７回日本・ミャンマー商工会議所ビ

ジネス協議会合同会議               

(ﾔﾝｺﾞﾝ泊)

朝 ○ 

昼 ○ 

夕 ○ 

７ 11/3(火) ﾔﾝｺﾞﾝ発 

ﾈｰﾋﾟｰﾄﾞｰ着 

11:00 

12:10 

YH729 

専用車 

 

ミャンマー政府要人との懇談等 

           (ﾈｰﾋﾟｰﾄﾞｰ泊)

朝 ○ 

昼 ○ 

夕 × 

８ 11/4(水) ﾈｰﾋﾟｰﾄﾞｰ発 

ﾔﾝｺﾞﾝ着 

 

ﾔﾝｺﾞﾝ発 

ﾊﾞﾝｺｸ着 

ﾊﾞﾝｺｸ発 

12:00 

13:00 

 

19:40 

21:35 

23:50 

UB632 

専用車 

 

TG306 

 

TG642 

 

ヤンゴン近郊の工業団地、現地企業・

日系企業視察等 

朝 ○ 

昼 ○ 

９ 11/5(木) 成田着 07:30   機内食 

＊現地事情等により日程・交通手段・訪問先につきまして変更の可能性がありますので予めご了承ください。 

＊使用する航空会社は、TG：タイ航空、YH：ミャンマー航空、UB：ミャンマーウェイズとなっております。 

 
 
 
 


