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2016201620162016年年年年11111111月月月月30303030日（水）日（水）日（水）日（水）

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム13:3013:3013:3013:30～～～～18:0018:0018:0018:00 （（（（13131313時受付開始）時受付開始）時受付開始）時受付開始）

パーティパーティパーティパーティ 18:0018:0018:0018:00～～～～19:3019:3019:3019:30

紀尾井カンファレンス紀尾井カンファレンス紀尾井カンファレンス紀尾井カンファレンス
東京都千代田区紀尾井町東京都千代田区紀尾井町東京都千代田区紀尾井町東京都千代田区紀尾井町1111----4444 東京ガーデンテラス紀尾井町東京ガーデンテラス紀尾井町東京ガーデンテラス紀尾井町東京ガーデンテラス紀尾井町

会員 10,000円

非会員15,000円

第2回

華商經濟ﾌｫｰﾗﾑ

医療・ヘルスケア 日中貿易・投融資ｻｰﾋﾞｽ

投資＆創業・創新 インバウンド

第第第第2222部部部部 アジアがアジアがアジアがアジアが注目注目注目注目するするするする日本日本日本日本のののの4444業界業界業界業界をををを知知知知るためのるためのるためのるための分科会分科会分科会分科会

華商と日本 ―相互発展のため、今できること

楊 小平 氏 チャロン・ポカパングループ（CPG） バイスチェアマン

祁 斌 氏 中国投資有限責任公司（CIC） 副総経理

前田匡史氏 株式会社国際協力銀行（JBIC） 代表取締役副総裁

蔡 冠深 氏 新華グループ（Sun Wah Group） 主席

戴 良業 氏 征陽集団(Sunsuria)                 執行主席
佐藤誠治氏 株式会社東京スター銀行（Tokyo Star Bank） 代表執行役副頭取

運営：EPS益新／InfoDeliver 運営：交通銀行東京支店

第第第第1111部部部部 基調講演基調講演基調講演基調講演・ディスカッション・ディスカッション・ディスカッション・ディスカッション

運営：盤古創富/方正 運営：華商経済フォーラム運営委員会



第第第第1111部部部部 華商華商華商華商とととと日本日本日本日本 －－－－相互発展相互発展相互発展相互発展のためのためのためのため、、、、今今今今できることできることできることできること
基調講演・ディスカッション ＠メインルーム ≪日中同時通訳有≫

13:30
開会開会開会開会のののの辞辞辞辞

厳 浩 氏 一般社団法人日本中華總商会 会長 ／ EPSホールディングス株式会社 代表取締役会長

13:35
来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞

世耕弘成氏 経済産業大臣

13:42
来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞

程 永華 駐日特命全権大使 中華人民共和国駐日本国大使館

13:50
基調講演基調講演基調講演基調講演１１１１

楊 小平 氏 チャロン・ポカパングループ バイスチェアマン

14:20
基調講演基調講演基調講演基調講演２２２２

祁 斌 氏 中国投資有限責任公司 副総経理

14:50

ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション

登壇：蔡 冠深 氏 香港中華總商会 会長 ／ 新華集団 主席

戴 良業 氏 マレーシア中華總商会 総会長 ／ 征陽集団 執行主席
佐藤誠治氏 株式会社東京スター銀行 代表執行役副頭取

司会：徐 志敏 氏 一般社団法人日本中華總商会 副会長 ／ 株式会社ジェー・シー・ディ 代表取締役社長

15:50
基調基調基調基調講演講演講演講演３３３３

前田 匡史 氏 株式会社国際協力銀行 代表取締役副総裁

16:20 休憩

第第第第2222部部部部 アジアがアジアがアジアがアジアが注目注目注目注目するするするする日本日本日本日本のののの4444業界業界業界業界をををを知知知知るためのるためのるためのるための分科会分科会分科会分科会
＠＠＠＠セミナールームセミナールームセミナールームセミナールームABCDABCDABCDABCD 4444会場同時開催会場同時開催会場同時開催会場同時開催 ≪≪≪≪日本語日本語日本語日本語・・・・一部通訳一部通訳一部通訳一部通訳≫≫≫≫

16:30

①①①①医療医療医療医療＆＆＆＆ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア 「「「「成長成長成長成長するアジアのするアジアのするアジアのするアジアの健康医療産業健康医療産業健康医療産業健康医療産業のののの展望展望展望展望」」」」

運営：EPS益新株式会社、株式会社InfoDeliver

講演：重村 新吾氏 北京天使盛本医薬科技有限公司 総経理
「拡大する中国の健康医療産業と当局の管理強化」 （30分）

吉田 昌利氏 EPS益新株式会社 常務取締役

「日中ヘルスケア産業のチャンスと挑戦」 （10分）
大渕 修一氏 地方独立行政法人東京健康長寿医療センター 高齢者健康増進事業支援室研究部長 医学博士

「超高齢社会の新たな健康の目標と技術」 （30分）

司会：伊藤嘉邦氏 株式会社InfoDeliver 取締役副社長

②②②②日中貿易日中貿易日中貿易日中貿易・・・・投融資投融資投融資投融資サービスサービスサービスサービス
運営：交通銀行東京支店

登壇：景 春海 氏 中華人民共和国駐日本国大使館 商務処 参事官

関根栄一氏 野村資本市場研究所 研究員、北京代表処 首席代表
張 翠萍 氏 一般社団法人日本中華總商会 理事 ／ 西村あさひ法律事務所 外国法パートナー

夏 慧昌 氏 一般社団法人日本中華總商会 副会長 ／ 交通銀行東京支店 支店長

司会：蒋 豊 氏 日本新華僑報 編集長

③③③③投資投資投資投資、、、、創業創業創業創業・・・・創新創新創新創新 「「「「イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション、、、、創業創業創業創業とととと国際化国際化国際化国際化」」」」

運営：盤古創富（北京）創業投資管理有限公司、方正株式会社
講演：仮屋薗聡一氏 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長 （10分）

康 敬 偉 氏 科通芯城集団 董事長兼CEO （10分）

登壇：許 萍 氏 盤古創富（北京）創業投資管理有限公司 ファウンディング・パートナー＆CEO
王 航 氏 新希望集団 副董事長

呉 斌奕 氏 璞華大数据技術有限公司 共同ファウンダー、CTO

山中 卓 氏 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 代表取締役社長
司会：管 祥紅 氏 一般社団法人日本中華總商会 理事 ／ 方正株式会社 代表取締役社長

④④④④インバウンドインバウンドインバウンドインバウンド 「「「「変化変化変化変化するインバウンドするインバウンドするインバウンドするインバウンド －「－「－「－「爆買爆買爆買爆買いいいい」」」」のそののそののそののその先先先先へへへへ－」－」－」－」

講演：松田一仁氏 株式会社ウテナ マーケティング統括部長 （15分）

陳 果祁 氏 トリッパー リミテッド CEO （15分）
杉山尚美氏 株式会社ぐるなび 執行役員 （15分）

烏 日 娜 氏 北海道旅行株式会社 代表取締役社長 （15分）

司会：孔 怡 氏 一般社団法人日本中華總商会 事務次長 ／ 株式会社天怡 代表取締役
（～17:50 各会場にて終了）

第第第第3333部部部部 懇親懇親懇親懇親パーティパーティパーティパーティ
＠＠＠＠メインルームメインルームメインルームメインルーム 立食立食立食立食ブッフェブッフェブッフェブッフェ

18:00 懇親パーティ 開始

18:05
主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶

蕭 敬如 氏 一般社団法人日本中華總商会 副会長 / 東京中華總商会 会長

株式会社大洋システムテクノロジー 代表取締役会長兼社長

18:10
来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞

東京都、駐日本国中華人民共和国大使館商務処、海外来賓 などを予定

18:25 乾杯乾杯乾杯乾杯のののの辞辞辞辞

18:45
総括総括総括総括

管 祥紅 氏 一般社団法人日本中華總商会 理事 ／ 方正株式会社 代表取締役社長

18:50
協賛企業紹介協賛企業紹介協賛企業紹介協賛企業紹介およびおよびおよびおよび代表者代表者代表者代表者によるによるによるによる挨拶挨拶挨拶挨拶

野田 亨 氏 株式会社大洋システムテクノロジー 副社長

19:30 終了終了終了終了

<プログラム＞

2016.1１.17 17:30更新※講演時間、内容、講演者などは、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。


