
令和元年１１月吉日 

各 位 

名古屋商工会議所 

名古屋商工会議所「ベトナム・台湾航空機産業ミッション」 

参加募集のご案内 
 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は名古屋商工会議所の事業運営に格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

本所の「航空機産業ミッション」では、２０１３年以来、欧米を中心に機体・エンジンの製造現場の視察

を行い、世界の航空機産業の最新動向を把握するとともに、一線で活躍する関係者とのネットワークを深め

て参りました。こうした中、昨年は、拡大が見込まれる「ＭＲＯ」の分野に焦点を当て、シンガポール・    

マレーシアを訪問致しましたが、欧米に伍して当地域の産業集積を一層進めるには、こうしたアジア地域と

の連携・協業が重要になることを実感したところです。 

今般、このミッションの第７回目として、製造業が急速に発展して、航空機産業での展開も期待されベト

ナム、「ＭＲＯ」分野に強みを持つ台湾を訪問する「ベトナム・台湾航空機産業ミッション」を派遣します。 

皆様方におかれましてはご多用のところ誠に恐縮とは存じますが、この機会にお差し繰りご参加賜ります

ようご案内旁お願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．主 催  名古屋商工会議所  

(団長: 石川彰彦 三菱重工業㈱ 顧問、元三菱航空機株式会社 副社長執行役員) 

２．実施日  令和２年２月２７日（木）～ ３月３日（火） ５泊６日 

３．主な訪問先   

MHI エアロスペース・ベトナム 

【ベトナム】 

三菱重工が 100％出資する現地法人。ハノイ市内の工業団地に立地する

ベトナム工場では、2014 年から、ボーイング向けの乗降扉（B777）やフラ

ップ(B737)の組立を行う。今後、現地での部品生産や調達も計画中。 

Ｎｉｋｋｉｓｏ ベトナム 

【ベトナム】 

ＣＦＲＰ製カスケード（航空機エンジンナセル部品）で世界の民間航空機市場

をほぼ独占する日機装の現地法人。今年、第二工場が完成したばかりのベ

トナム工場では、エンジンナセル部品や主翼先端部品を製造している。 

漢翔航空工業股份有限公司 

（AIDC） 【台湾】 

完成機（軍用機）製造も担う台湾を代表する企業。三菱 SPACEJET のスラッ

ト、フラップ、昇降機などの設計・製造にも参画。航空機エンジン分野では、

ＧＥやロールス・ロイス製エンジンのケースやブレードを製造している。 

長榮航太科技股份有限公司（EGAT） 

【台湾】 

桃園国際空港において、各国のエアラインから整備業務を請け負う、アジア

を代表するＭＲＯ企業。ＡＮＡの整備を受託しているほか、ボーイングの  

中古旅客機を貨物機へ改造する事業も手掛ける。 

４．定 員    ２０名（定員に達し次第締切）※名古屋商工会議所会員限定、最小催行人数１７名 

５．日 程    別紙の通り 

６．参加費    Ａ．約 70万円（往復航空券ビジネスクラス利用の場合） 

Ｂ．約 48万円（  同  エコノミークラス利用の場合） 

（１）往復航空券、現地宿泊費、現地交通費、現地団体行動食事代、現地共通経費 

を含みます。 

（２）集合・解散地までの交通費、旅券代、保険代、その他個人的費用は含みません。 

（３）最終的な参加費は詳細が確定次第ご連絡させて頂きます。 

  ※上記料金で利用する航空運賃は旅程に基づく特別団体運賃を適用しています。 

日程を変更等される場合は通常運賃となり、追加代金が必要となります。 

７．申込み    別添「参加申込書」に必要事項をご記入の上 12月 23日（月）迄にＦＡＸ 

又はメールにて事務局までお申し込みください。 

８．お問い合わせ先 

名古屋商工会議所 

産業振興部モノづくり・イノベーションユニット 担当：田中悠 yutanaka@nagoya-cci.or.jp 

名古屋市中区栄 2-10-19 TEL052-223-8604 FAX052-232-5752   

 

mailto:yutanaka@nagoya-cci.or.jp


名古屋商工会議所 

ベトナム・台湾航空機産業ミッション 日程表（案）  

  期 日 時 間 移動 内  容 
食

事 

1 2/27(木) 

8：55 NH857 羽田発、ハノイへ 
 

  

13：10 
 

ハノイ着 
 

  

午後  ベトナムＭＲＯ施設視察（ＶＡＥＣＯ）  夕 

      【ハノイ 泊】   

2 2/28（金） 

    
 

  朝 

午前 専用車 Ｎｉｋｋｉｓｏ ベトナム視察   

   昼 

午後 専用車 MHI エアロスペース・ベトナム視察 
 

    ベトナム現地企業（機械加工メーカー）視察 
  

  日系進出企業との懇談会  夕 

      【ハノイ 泊】   

3 2/29（土） 

      
 

朝 

午前 専用車 エバ工業ベトナム工場（日系進出企業）視察   

      
 

昼  

午後 専用車 ハロン湾視察 
 

    夕 

      【ハノイ 泊】   

4 3/1（日） 

      
 

朝 

12：35 BR398 ハノイ発、台北（桃園）へ 
 

  

16：10   台北（桃園）着、専用車にて台中へ移動 
  

    夕 

      【台 中 泊】   

5 3/2（月） 

  
 

  
 

朝 

午前 専用車 漢翔航空工業股份有限公司（AIDC）視察 
 

  台湾現地企業視察 昼 

午後 専用車 台北へ移動  

    台湾航空宇宙工業会（TAIA）訪問 夕 

      【台 北 泊】    

6 3/3（火） 

  
   

朝 

午前 専用車 長榮航太科技股份有限公司（EGAT）視察 
 

昼  

16：50 NH854 台北（松山）発、羽田へ     

20：40  羽田着、解散   

※上記スケジュール、訪問先は現地の都合やフライトスケジュールの変更等により、変更される場合があります。 
 

【宿泊ホテル】 

≪ハノイ≫ Hanoi Daewoo Hotel 360 Kim Ma Str, Ba DinhDist, Hanoi 

≪台 中≫ The Landis Taichung No 532 Yingcai Road,West District,Taichung 

≪台 北≫ Sheraton Grand Taipei Hotel No 12, Sec 1, Zhongxiao E Road, Zhongzheng District,Taipei 



名古屋商工会議所産業振興部モノづくり・イノベーションユニット 行 

ＦＡＸ ｔｏ ０５２－２３２－５７５２ 

名古屋商工会議所 「ベトナム・台湾航空機産業ミッション」 参加申込書 
  （申込日：令和    年    月    日） 

１．貴社 

フリガナ 

貴社名（和文） 

 

貴社名（英文） 

 

フリガナ 

所在地 (〒      -        )  

 

ご連絡担当者 

お名前 

 

所属 

TEL FAX 

２．ご参加者 

フリガナ 

お名前 

 

所属・役職 

（和文） 

 

（英文） 

生年月日（西暦）       年       月       日 

パスポート □ 有 （番号：                ） （有効期限：          ）  

□ 無 

TEL FAX 

携帯電話 ※渡航先での使用（ 可 ・ 不可 ）： 

E-MAIL 

３．参加者ご自宅 

フリガナ 

ご住所 (〒      -        )  

 

TEL FAX 

４．往復航空券 □ ビジネスクラス （ 参加費約 70万円 ）・□ エコノミークラス （ 参加費約 48万円 ） 

５．国際線航空券座

席位置希望 

□ 窓側  □通路側  □どちらでもOK 

※ご希望に添えないこともございますので予めご了承願います。 

６．マイレージ番号 スターアライアンス（ANA用）【                 】 

７．その他確認事項 

・アレルギーの有無（ なし ・ あり：               ） 

・たばこ（ 喫煙 ・ 禁煙 ）※お部屋は禁煙ルームとなります。 

・出発日前日（2/26）の羽田空港周辺ホテルの手配を（希望する ・ 希望しない） 

  ※羽田エクセルホテル東急（1名 1室/朝食付/お一人様あたり 21,880円） 

８．通信欄 ご質問・ご希望等ございましたらご記入ください 

 

 

 

※本状とあわせ旅券番号等が記載されている面のパスポートコピーをご提出願います。 

※旅券の有効期間をお確かめください（2020年 6月 28日まで有効） 


