
日程：2023年3月12日（日）～14日（火）
（希望者のみ ～3月16日（木））

現地集合・現地解散 形式

申込締切：2023年3月3日（金）12:00 （日本時間）

バングラデシュ製造業ミッション

参加案内書

バングラデシュでは、豊富な人口を背景に、製造業、インフラ投資、内需が盛
況で、コロナ禍でも年間 7.1％（2021/22 年度）の成長を達成しています。
一方で、製造業の中心は縫製業となっており、今後さらなる産業の多角化が
求められているのが現状です。
そんな中、日本政府の支援により開発された「バングラデシュ経済特区

（BSEZ） 」 が昨年 12 月に開業し、日本企業を中心とした新たな分野の
製造業の進出に大きな期待がかかっています。
さらに、今般、バングラデシュ最大の経済団体であるバングラデシュ商工会議

所連合会（FBCCI）が 3 月 11 日～ 13 日に 「バングラデシュビジネスサ
ミット」 を開催予定となっており、各国から大臣級や企業が訪問予定です。本
サミットでは、日本企業にフォーカスした 「ジャパンセッション」 を実施予定（ジェ
トロ共催）で、日本企業にとってのビジネスチャンスを議論する予定です。
この機会に、同国における内需向けおよび輸出志向型の製造業の進出可

能性を探るべく、日本企業のミッション団を派遣し、現地視察およびビジネスマッ
チングを実施します。

2023年2月 日本貿易振興機構（ジェトロ）



１．視察会概要
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名称 バングラデシュ製造業ミッション

日程 2023年3月12日（日）～14日（火）
（希望者のみ3月15日（水）～3月16日（木）にチッタゴン視察）

形式 ダッカ市内 現地集合・現地解散方式

参加対象 バングラデシュの製造拠点としての可能性に関心を有する日系企業
（第三国の拠点からの参加も対象とする）

参加費 無料
（現地の移動費や商談アレンジ、ネットワーキングにかかる費用は
ジェトロ負担。バングラデシュの国外から参加する場合、渡航費、
宿泊費は全額参加者負担。）

想定参加者数 20名（原則1社につき1名）

１．現地訪問先へのアポ取り・アレンジをジェトロが行います
ジェトロにて、現地での視察行程のアレンジ、訪問先へのアポ取りを行います。
バングラデシュの製造拠点としての可能性を知るうえで重要な要素を凝縮した
行程となっており、各社で個別にアポ取りを行う必要がありません。

２．バングラデシュビジネスサミットにてネットワーキングが可能
初日の訪問先の「バングラデシュビジネスサミット」では、日本企業や日本から
の投資誘致にフォーカスしたセッション「ジャパンセッション」を開催します。
本視察会の参加企業様は、同セッションへの参加を通じて、将来のパートナー
となりうるバングラデシュ企業や現地政府関係者とのネットワーキングが可能です。

３．現地視察コスト軽減
国庫補助により、現地での移動費、商談アレンジ、ネットワーキングにかかる
費用はジェトロが負担します。これにより、現地での費用をおさえることが可能
です。

４．バングラデシュが初めての方も安心
現地視察時はジェトロが手配するマイクロバスをご利用いただき、サポートスタッフ
および通訳（日英もしくは日バ）が同行いたします。また、ホテル手配など、出
張にかかるお手続きもサポートいたします（推奨フライトの紹介は可能ですが、
航空券の手配は参加者ご自身でお願いします）。バングラデシュへの出張が初
めての方も安心してご参加いただけます。

2．ジェトロ現地視察会参加のメリット
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３．全体日程【予定】 ※変更可能性あり、4・5日目はオプション

日付 地名 時間 交通 スケジュール 食事

1
3/12
(日)

ダ ッ カ

前日夜
午前

昼

午後

夜

バス

バス

バングラデシュ国外から参加の場合、前日夜までにチェッ
クイン

朝食後ホテル出発、バングラデシュビジネスサミット会場
へ

展示会場にて昼食（お弁当をご用意します）

• ジャパンセッションにて、セミナー、ネットワーキング

• ジャパンセッション夕食会

ホテルへ

朝：ー
昼：〇
夕：〇

2
3/13
(月）

ダ ッ カ

ナ ラ ヤ ン
ガ ン ジ

ダ ッ カ

午前

昼

午後

夜

バス

バス

朝食後ホテル出発、BSEZへ

• BSEZ視察

昼食

・日系製造業を視察

夕食会場へ移動
• 夕食会兼のネットワーキング

ホテルへ

朝：ー
昼：◯
夕：◯

3
3/14
(火)

ダ ッ カ
午前

昼

午後

バス

バス

朝食後ホテル出発、現地企業へ

・現地企業訪問

昼食

・ダッカ市内視察

ホテルへ、ホテルにて解散（15時頃を予定）

朝：ー
昼：〇
夕：ー

4
3/15
（水）

ダ ッ カ

チッタゴン

午前

昼

午後

夜

バス 朝食後ホテル出発、チッタゴンへ

・チッタゴン商工会議所（CCCI）訪問およびランチ

・チッタゴンEPZ視察

チッタゴン日本人会との夕食会

朝：ー
昼：〇
夕：〇

5
3/16
(水）

チッタゴン

ミルショラ
イ

ダ ッ カ

午前

昼

午後

バス 朝食後ホテル出発、ミルショライへ

・ミルショライEZ視察

道中にてランチ

ダッカ到着、解散

朝：ー
昼：〇
夕：ー
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４．訪問先の紹介

（１）バングラデシュビジネスサミット

バングラデシュ政府の協力のもと、同国最大の経済団体であるバングラデシュ商工会
議所連盟（FBCCI）が主催する国際貿易および投資促進イベント。国内および
世界各国のビジネスリーダー、投資家、政策立案者、アナリスト、学術関係者などを
招待することを通して、バングラデシュ経済および市場の強み、具体的な貿易や投資
の機会についてハイライトすることを目的に開催される。サミットにおいては、インフラ、
長期金融、デジタルエコノミ―、グリーン投資など様々なテーマのセッションの開催が予
定されており、その一環として、3月12日に日本にフォーカスしたジャパンセッションが開
催が予定されている。

名称 バングラデシュビジネスサミット

ウェブサイト https://bdbusinesssummit.com/

ジャパンセッション https://bdbusinesssummit.com/session/jetro/

会期 2023年3月11日（土）～13日（月）

会場 Bangabandhu International Conference Center

セッション 消費財、インフラ、長期金融、デジタルエコノミー、グリーン投資、
中小企業開発、アパレル・テキスタイル、エネルギー保障、アグリビ
ジネス、ハイテク・自動車、製薬、女性、観光・ブルーエコノミー、
日本など

（２）バングラデシュ経済特区（BSEZ）

バングラデシュと日本が官民一体となって開発し、2022年12月に開業した経済特区。
世界水準の高品質なインフラを備えるとともに、進出企業向け許認可手続き支援
（ワンストップサービス）をバングラデシュ政府が提供。

名称 バングラデシュ経済特区（BSEZ）

詳細 https://www5.jetro.go.jp/newsletter/bad/2023/BS
EZ_Newsletter_1.pdf

立地 ダッカ市中心部から東に直線距離で20km（車で1時間）

総開発面積 190 ha

開発主体 Bangladesh SEZ Ltd.
（住友商事、BEZA、JICAの3社合弁）

https://bdbusinesssummit.com/
https://bdbusinesssummit.com/session/jetro/
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/bad/2023/BSEZ_Newsletter_1.pdf


以下のリンクより申込情報をご登録ください。

募集人数に限りがあるため、お申込みいただいた時点では参加確定となりません。お
申込み完了後、2営業日以内に参加可否をジェトロよりご連絡いたします。その連
絡をもって、正式に参加確定となります。

※参加確定前に旅行手配を行い、その後、参加が認められなかった場合でも、ジェ
トロは旅行手配にかかる経費を負担することはできませんのであらかじめご了承くださ
い。

本イベントに関するお問い合わせ、参加確定後の宿泊手配などに関するお問い合わ
せは、本視察会の旅行業務の以下委託先まで、メールにてお願いいたします。

Growth Cars and Solutions Bangladesh Co.,Ltd.
担当 塚原 様
E-mail: growth.businesstour@gmail.com

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bad/seizou2023
申込情報の登録

また、申込完了後、後日、ジェトロの顧客情報システムへの登録も依頼させてい

ただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

６．お申込み

７．参加確定のご連絡

８．お問い合わせ先

【重要：ご宿泊ホテルについて】
※視察会の運営上、原則として以下の推奨ホテルから選択いただきますよう、お願いいたします。

ダッカ・バリダラエリア内ホテル：
〇アスコット・パレス（Ascott Palace – Ascott Dhaka）
〇アスコット・レジデンス（Ascott The Residence – Ascott Dhaka）
〇ナセントガーデニア・バリダラ（Nascent Baridhara – Nascent Hotels）
※NASCENT GARDENIAはダッカ市内に複数ございますが、 NASCENT GARDENIA
BARIDHARA（バリダラ）が推奨ホテルですので、ご注意願います。
〇アジアパシフィックホテル（ASIA PACIFIC HOTEL DHAKA (dhaka-hotel.com)）

チッタゴン：
〇ウェルパーク（http://www.wellparkbd.com/）

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bad/seizou2023
https://www.ascottdhaka.com/ascott-palace/
https://www.ascottdhaka.com/ascott-the-residence/
https://baridhara.nascenthotels.com/
http://asia-pacific-hotel.dhaka-hotel.com/en/#main
http://www.wellparkbd.com/



