
5 / 24 MON

司会進行 : 藤澤 秀昭（経済産業省通商政策局アジア大洋州課長）

梶山 弘志（経済産業大臣）（予定）
Lim Jock Hoi（ASEAN 事務総長）

日 ASEANの共創に向けて

佐々木 伸彦（日本貿易振興機構 理事長）
三村 明夫（日本商工会議所 会頭）
原 典之（日本経済団体連合会 アジア・大洋州地域委員長、三井住友海上火災保険㈱ 取締役会長）

東南アジアに拡がる新たなビジネスチャンス

田村 暁彦（経済産業省大臣官房審議官（通商政策局担当））
ポストコロナを見据えた日 ASEAN協力の深化

16:00 - 18:00 加速するASEANのトランスフォーメーション、日本ビジネスの新挑戦

15:00 - 16:00 新たな日 ASEAN関係の構築

モデレーター : 小林 大和　（日 ASEAN経済産業協力委員会特別タスクフォース　議長）

テック・ユニコーンが目指す６億人市場の未来
Shawn Heng（Grab Holding Inc. 　Managing Director, Regional Business Development & Grab for Business）

スタートアップが牽引する東南アジアの DX
蛯原 健（リブライトパートナーズ㈱　代表パートナー）

日本企業が挑む新たなフロンティア開拓
川端 康夫（川端鐵工㈱　代表取締役社長）　
他登壇者調整中

ポストコロナの世界をリードするASEAN
八山 幸司（東アジア・アセアン経済研究センター　COO）

2021年 5月 6日現在  ＊未確定の登壇者等の情報については、ウェブサイトで順次公表します。
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基調講演

開会挨拶
西谷 和雄（日本商工会議所　理事・国際部長）

岩垂 好彦（桜美林大学　ビジネスマネジメント学群 准教授）
坂田 幸樹（㈱経営共創基盤 (IGPI) パートナー、IGPIシンガポール 取締役 CEO）

パネルディスカッション

14:00 - 16:00 中小企業の更なるASEAN展開

スピーカー : 

モデレーター : 岩垂 好彦（桜美林大学 ビジネスマネジメント学群　准教授）

辻 昭久（ツジコー㈱　代表取締役）
藤本 耕平（㈱ディー・エム広告社　代表取締役社長）
坪井 巖（㈱トリム　代表取締役）
山田 寛（㈱ナベル　取締役 海外事業本部長）
伊藤 雅彦（㈱ FOMM　専務取締役 兼 Mobility 事業本部長） 

5 / 25 TUE

開会挨拶
Choi Shing Kwok（Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) 　CEO）
矢野 誠（経済産業研究所 理事長）

パネルディスカッション

12:00 - 13:30 東南アジアにおける SDGsとビジネス貢献

スピーカー : Sharon Seah（ISEAS　Coordinator, ASEAN Studies Centre & Climate Change in Southeast Asia 
Programme）
Yanuar Nugroho（ISEAS　Visiting Senior Fellow）
Virendra Shelar　（オムロン㈱　マネジメントセンターオブアジアパシフィック 社長 兼 グローバル人財総務本部
グローバル人財戦略部長）
徳江 紀穂子（㈱リバネス　シンガポール代表）

2021 年 5月 6日現在  ＊未確定の登壇者等の情報については、ウェブサイトで順次公表します。



2021 年 5月 6日現在  ＊未確定の登壇者等の情報については、ウェブサイトで順次公表します。

基調講演

パネルディスカッション①アジア版トランジションファイナンスの重要性

13:00 - 17:00 ASEANにおける新たなグリーンビジネス展開

スピーカー : 

モデレーター : 経済産業省　調整中

玉木 直季（㈱国際協力銀行　インフラ・環境ファイナンス部門 電力・新エネルギー第 2 部長）
藤木 正行（㈱三菱 UFJ 銀行　ソリューションプロダクツ部 部長）
多和 淳也（㈱ JERA   経営企画本部   企画部部長）
他登壇者調整中

パネルディスカッション②製造業の新たなASEAN 展開と脱炭素経営
スピーカー : 

モデレーター : 和田 有平（日 ASEAN経済産業協力委員会　事務局長）

小堀 秀毅（旭化成㈱　代表取締役社長）
小川 立夫（パナソニック㈱　執行役員　チーフ・テクノロジー・オフィサー）
鳥井原 俊治（㈱前川製作所　取締役　専務執行役員）
瀬戸 欣哉（㈱ LIXIL　取締役　代表執行役社長 兼 CEO）
藤澤 秀昭（経済産業省　通商政策局アジア大洋州課長）

26 WED

開会挨拶
広瀬 直（経済産業省　通商政策局長）
杉森 務（日本経済団体連合会　副会長、環境安全委員会委員長   ENEOS ホールディングス㈱　代表取締役会長 グループ CEO）
Yanty Rahman（ASEAN ビジネス諮問評議会　議長）

Phoumin Han（東アジア・アセアン経済研究センター　Senior Energy Economist）
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5 / 27 THU

基調講演

パネルディスカッション

12:15 - 13:45 東南アジアを取り巻く国際政治経済情勢　～　米中との繋がりから考える

スピーカー : 

モデレーター : 渡辺 哲也（経済産業研究所　副所長）

相沢 伸広（九州大学大学院比較社会文化研究院　准教授）
小林 大和（経済産業研究所 コンサルティングフェロー）
他登壇者調整中

開会挨拶

冒頭メッセージ　コロナ禍で変化する ASEAN ビジネスと日本企業への期待

基調講演　コロナ禍でも善戦・変革するASEAN経済

パネルディスカッション　コロナ禍後のイノベーションとサステナビリティの新たな動き、日 ASEAN連携に向けて

14:30 - 16:00 ASEAN発：ポストコロナ、ASEANのビジネスチャンスと課題

スピーカー : 

モデレーター : 小島 英太郎（日本貿易振興機構　海外調査部 アジア大洋州課長）

鈴木 啓之（日本貿易振興機構　ジャカルタ事務所長）
久冨 英司（日本貿易振興機構　シンガポール事務所長）
中島 丈雄（日本貿易振興機構　ハノイ事務所長）

2021 年 5月 6日現在  ＊未確定の登壇者等の情報については、ウェブサイトで順次公表します。

開会挨拶
渡辺 哲也（経済産業研究所　副所長）

相沢 伸広（九州大学大学院比較社会文化研究院　准教授）
他登壇者調整中

信谷 和重（日本貿易振興機構　副理事長）

Boonsithi Chokwatana（Saha Group,　Chairman） （タイ）
Tan Sri Dato’ Soh Thian Lai（The Federation of Malaysian Manufacturers, President）（マレーシア）
Gerard B. Sanvictores（The Philippines-Japan Economic Cooperation Committee, 　Chairman）（フィリピン）

竹谷 厚（日本貿易振興機構　東南アジア調整センター所長 兼 バンコク事務所長）

※敬称略
※日本時間表記

※日英同時通訳あり



2021 年 5月 6日現在  ＊未確定の登壇者等の情報については、ウェブサイトで順次公表します。

開会挨拶

基調講演

パネルディスカッション

閉会挨拶
北川 浩伸（日本貿易振興機構　理事）

15:30 - 16:45 タイの BCG（Bio, Circular, Green）分野での新たなビジネス機会

スピーカー : 

モデレーター : 和田 有平（日本貿易振興機構　バンコク事務所部長）

萬木 慶子（新エネルギー・産業技術総合開発機構　アジア地域総代表 兼 バンコク事務所長）
久保田 康裕（㈱みずほ銀行　常務執行役員 アジア・オセアニア地域本部長） 
関山 和秀（Spiber ㈱　取締役 兼 代表執行役） 
他登壇者調整中

5 / 28 FRI

基調講演    ASEAN のエコシステムとスタートアップ概況

パネルディスカッション①ヘルスケア分野

パネルディスカッション②モビリティ分野

パネルディスカッション③リテール・小売分野

13:00 - 15:00 ASEANのデジタル・スタートアップ

開会挨拶
鈴木 啓之（日本貿易振興機構　ジャカルタ事務所長）

登壇者調整中

eDoctor（ベトナム） 
HealthMetrics（マレーシア） 

Phenikaa-X（ベトナム）
Ministry of Movement (SWAT)（シンガポール）

SoCASH（シンガポール）
他登壇者調整中

竹谷 厚（日本貿易振興機構　東南アジア調整センター所長 兼 バンコク事務所長）

タイ投資委員会 (BOI)　登壇者調整中

※敬称略
※日本時間表記

※日英同時通訳あり


