
 

 

 

 

事業企画  京都商工会議所・ジェトロ京都 

タイ・ラオス経済視察団 

参加者募集 
平成３０年２月４日（日）～２月１０日（土）＜５泊７日＞ 

 
この度、京都商工会議所では、タイ、ラオスを訪問する視察団を派遣致します。 
タイは、製造業を中心に多くの日系企業が進出しており、サプライチェーンの確立、製造業のハブ拠点として

の優位性、外資の優遇制度の充実など、中小企業においても引き続き進出先として注目されています。 
また、ラオスは、内陸国ですが、陸上輸送のインフラ整備、物流事情の改善を受けて、「タイプラスワン」の進

出先として、工業団地の整備も進み、製造業関連の外資誘致を拡大させ、経済成長を加速させるチャンスを迎
えています。 
今回タイの視察では、現地進出の京都企業を訪問するとともに、国家戦略”Thailand 4.0”の新投資戦略の一

環として設置された「東部経済回廊（EEC）」を視察し、新たな投資政策について理解を深めます。一方、ラオスの
首都ビエンチャンでは、ジェトロや商工大臣を訪問し、ラオスの経済・投資環境について説明を受けるとともに、
日本向けの既製服メーカーの工場を見学します。また、街全体が世界遺産に登録されているルアンパバーンを
視察し、現地観光政策についてご紹介する等、充実した内容となっております。 
タイ・ラオスの幅広い産業の現状を知る貴重な機会ですので、是非のご参加をお待ちしております。 

 
☆企業訪問先☆ 
＜タ イ＞阪口製作所 KPN SAKAGUCHI（自動車用安全部品及び他金属部品のプレス加工業）※京都進出企業、 

     商業施設（バンコク市内）、東部経済回廊（EEC）工業団地 企業視察 
＜ラオス＞サンテイ（日系アパレルメーカー）、メコンキングダム（クルーズ船運航会社） 
 

 開 催 概 要  

◆出 発 日◆ 平成３０年２月４日（日）＜５泊７日＞（行程表は裏面） 

◆訪 問 地◆ タイ・ラオス 

◆旅行代金◆ 京都商工会議所会員 ２９８，０００円  

一般 ３１８，０００円 
（エコノミークラス利用・1名シングル利用＜ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ付＞・全食事付＜朝 5回・昼 5回 

・夕 6回 ※機内食を含まない＞・空港諸税） 

※ビジネスクラスをご希望の場合は別途お問合せください。 

※平成 30年 1月 5日よりキャンセル料が発生致します。 

◆利用ホテル◆ レンブラントホテル＆タワーバンコク（バンコク）または同等クラス 

   ラオプラザホテル（ビエンチャン）または同等クラス 

ビラ・サンティ・リゾート＆スパ（ルアンパバーン）または同等クラス 

◆利用航空会社◆ タイ国際航空、ラオス国営航空、バンコクエアウエイズ 各エコノミークラス利用 

◆募集人員◆ ３０名（最少催行人員２５名） 

◆添 乗 員◆ 同行します 

◆お申込み◆ 別紙の申込書にてお申込みください。 
※旅券（パスポート）の残存期間は、入国時６カ月以上必要です。 

◆申込締切◆ 平成２９年１２月１４日（木）１７時まで 

 
【視察の問合せ先・事業企画】京都商工会議所 産業振興部（担当:小川・井上） 

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル URL http://www.kyo.or.jp/kyoto/ 

 TEL：075-212-6442  FAX：075-255-0428 E-mail： kokusai@kyo.or.jp 

 

【旅行申込先・旅行企画・実施】株式会社日本旅行 京都四条支店（担当:布川・包） 

 〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入 ニッセイ四条柳馬場ビル 2 階 

TEL：075-223-2311 FAX：075-221-1726 

観光庁長官登録旅行業第２号 総合旅行業務取扱管理者 三道俊宏

 

(c)ASEAN-Japan Centre 

mailto:kokusai@kyo.or.jp


◆行程表◆                                   （９月１１日現在） 

日次 月日（曜） 都市 現地時間 交通機関 予 定（宿泊地） 食 事 

1 

2 月 4 日 関西空港 9:00 航空機 関西国際空港 集合 
 

(日) 
 

11:00 （TG623） 関西国際空港 出発 昼：機内 

  バンコク 15:45 専用車 スワンナプーム国際空港 到着 
 

  
 

夜 
 

夕食 夕：○ 

  
   

(バンコク泊） 
 

2 

2 月 5 日 アマタナコーン 午前 専用車 ◆阪口製作所訪問／アマタナコーン工業団地 朝：○ 

(月) 
   

① ジェトロバンコク事務所ブリーフィング 
 

    ② 阪口製作所 説明・見学  

    ③ 昼食 昼：○ 

  バンコク 午後  ◆商業施設見学・ヒアリング  

  
夜 

 
◆夕食懇談会 夕：○ 

  
   

(バンコク泊） 
 

3 

2 月 6 日 東部３県 終日 専用車 ◆東部経済回廊（EEC）視察 朝：○ 

(火)    ・タイ投資委員会（BOI）ブリーフィング  

  
   

・企業視察 他 昼：○ 

  バンコク 19:35 航空機 スワンナプーム国際空港 出発  

 
ビエンチャン 20:45 （TG574） ワットタイ国際空港 到着 

 
  夜  夕食（ホテルにて軽食を準備） 夕：○ 

  
 

 
 

（ビエンチャン泊） 
 

4 

2 月 7 日 ビエンチャン 午前 専用車 ◆ジェトロビエンチャン事務所ブリーフィング 朝：○ 

（水）    商業施設視察  

    昼食 昼：○ 

  午後  ◆日系進出企業工場見学（サンテイ社）  

  
   

市内視察 
 

  
夜 

 
◆夕食懇談会 夕：○ 

  
  

 （ビエンチャン泊） 
 

5 

2 月 8 日 ビエンチャン 9:00 専用車 ◆商工大臣表敬（予定） 朝：○ 

(木)  9:30  車中市内視察⇒空港へ                                                                                                         

  
 

11:30 航空機 ワットタイ国際空港 出発 
 

 
ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞｰﾝ 12:15 （QV101） ルアンパバーン国際空港 到着 

 
  午後  昼食 昼：○ 

   
専用車 ◆観光局ブリーフィング 

 
    ◆現地企業視察（メコンキングダム）  

  夜  ◆夕食（メコン川サンセットクルーズ） 夕：○ 

    (ルアンパバーン泊）  

6 

2 月 9 日 ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞｰﾝ 終日 専用車 ◆世界遺産ルアンパバーン視察 朝：○ 

（金）    
（予定）◎ワット・シェントン、◎ワット・マイ、◎クアンシーの滝、 

◎プーシーの丘、等 昼：○ 

  17:25 航空機 ルアンパバーン国際空港 出発  

 バンコク 18:55 （PG946） スワンナプーム国際空港 到着  

  夜  夕食  

  23:15 航空機 スワンナプーム国際空港 出発 夕：○ 

   （TG622） (機内泊）  

7 
2 月 10 日 関西空港  航空機 空路関空へ 朝：機内 

(土)  6:25  関西国際空港 到着  

※訪問先・訪問内容・発着日時・交通機関などは変更になることがあります。 

※航空スケジュールは 2017年 8月のスケジュールを基にしております。2018年 2月は変更になる可能性があります。 
※正式な時間等は出発 10日前までにお渡しする最終日程表にてお知らせいたします。 
※食事表記 朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食、機内：機内食 
※利用予定航空会社 TG：タイ国際航空、QV：ラオス国営航空、PG：バンコクエアウエイズ 
※入場・下車・車窓視察の区別  ◎＝入場視察   ○＝下車視察   △＝車窓視察 

◆出発・到着時間の目安    

早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜 

     04:00      06:00       08:00            12:00   13:00          17:00   19:00       23:00         04:00 


