
「モスクワ州投資プレゼンテーションin東京」のご案内 

平成31年２月１日 

日露貿易投資促進機構事務局（ロシアNIS貿易会） 

 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、ロシアNIS貿易会では、来る２月27日（水）、フロモフ副知事を団長とするモスクワ州代表団来

日を機に、下記の要領で「モスクワ州投資プレゼンテーション in 東京」を開催致します。 

 モスクワ州は、首都モスクワに隣接し、外国企業も多く進出している有望地域のひとつです。2016

年には日野自動車がトラックの組立工場を同州に建設することを発表しました。 

今回のプレゼンテーションでは、モスクワ州政府より同州のビジネス環境と投資プロジェクトにつ

いての報告、日本企業から見たモスクワ州の魅力、日本企業との協力を求めている同州企業によ

るプレゼンテーションを実施するほか、プレゼンテーション後、モスクワ州企業との交流会、モスクワ

州政府関係者との個別面談会を予定しています。 

本行事へ参加ご希望の方は、別紙１「プログラム」をご参照のうえ、別紙３「参加申込書」にて、２

月25日（月）までに一般社団法人ロシアNIS貿易会宛にFAX（03-3555-1052）もしくはEメール

（webmaster@rotobo.or.jp）にてお申込みください。 

定員になり次第、締切日前にお申込みの受付を終了させて頂く場合がありますので、ご関心の向

きはお早目にお申込みいただけますようお願い申し上げます。皆様のご参加をお待ちしておりま

す。   

敬具 

記 

◆日 時： 2019年２月27日（水） 10:00～11:45  プレゼンテーション 

                     11:45～12:30  モスクワ州企業との名刺交換会 

11:45～12:30  モスクワ州副知事との個別面談（名刺交換会と併催） 

 

◆会 場： ホテルニューオータニ ザ・メイン アーケード階 おり鶴 「悠の間」 

        〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4‐1 TEL：03-3265-1111（代） 

                 http://www.newotani.co.jp/tokyo/info/access/index.html 

◆主 催： 一般社団法人ロシアNIS貿易会、モスクワ州政府 

◆後 援：  在日ロシア連邦大使館、ロシア連邦通商代表部 

◆参加費：  無料     ／ ◆定員： 100名 

◆プログラム：  別紙１参照 ／  ◆言語： 日ロ同時通訳 

◆連絡先：  （一社）ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所  担当：中居、片岡 

 TEL：03-3551-6216/6218  FAX：03-3555-1052  Email：webmaster@rotobo.or.jp 

  

http://www.newotani.co.jp/tokyo/info/access/index.html
mailto:webmaster@rotobo.or.jp


（別紙１） 

モスクワ州投資プレゼンテーション in 東京 

プログラム 
 

◆ 日 時： 2019年２月27日（水） 10：00～12：30 （モスクワ州関係者との個別面談 11：45-12：30） 

◆ 会 場： ホテルニューオータニ ザ・メイン アーケード階 おり鶴 「悠の間」 

◆ モデレーター： 中居 孝文 （一社）ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 調査部長 

時 間 プログラム 

09：30～10：00 レジストレーション 

10：00～12：00 

10：00-10：10 

 

【モスクワ州投資プレゼンテーション in 東京】 

◆開会挨拶 

山添 茂 （一社）ロシア NIS貿易会副会長/丸紅㈱副会長 

在日ロシア連邦大使館または在日ロシア連邦通商代表部の代表 

10：10-10：30 
◆モスクワ州のビジネス環境と投資ポテンシャル 

V.V.フロモフ モスクワ州副知事 

10：30-10：50 

 

◆モスクワ州の投資インフラ、投資プロジェクト、ビジネスサポートの実際 

A.V.ロギノフ モスクワ州投資イノベーション省次官 

10：50-11：10 

◆日本企業によるロシア（モスクワ州）における投資実務 

  糸井 和光 プライスウォーターハウスクーパース（PwC） ディレクター、ロシア

/CIS日本企業部門代表 

11：10-11：45 
◆モスクワ州への外国企業進出の成功例 

  モスクワ州に進出した外国企業・工業団地関係者等（調整中） 

11：30-11：45 ◆質疑応答 

11：45-12：30 ◇モスクワ州企業との名刺交換会 （全員参加可能）会場：おり鶴 「悠の間」前室 

11：45-12：30 ◇モスクワ州政府関係者との個別面談 （希望者のみ） 会場：吉祥の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モスクワ州の概要 

ロシアの首都モスクワ市（人口1,200万人）の周囲を取り囲む形で配置。  

大市場のモスクワへの地理的な近さが同州の大きな魅力。インフラの整備度も高い。  

州人口は724万人でモスクワ市に次いでロシアの連邦構成主体の中で第２位の規模。  

州内に３つの経済特区と約60の工業団地を有し、製造業も盛ん。モスクワ州内で現地生産して

いる外国企業も多く、DANON（仏）、Knauf（独）、KOYA（韓）、LG Electronics（韓）、Mars（米）、

MICHELIN（仏）、Nestle（スイス）、PepsiCo（米）、Pilkington（英、日本板硝子傘下）、Tetra Pak（スイ

ス）、3M（米）など多数。 

日本企業ではAGC旭硝子（建設用ガラス）、アークレイ（医療機器）、SMC（エアシリンダー）等が

進出しており、2016年10月には日野自動車が同州内でトラックの組立工場を建設することを発表。 



（別紙２） 

今回訪日を予定しているモスクワ州の企業 

2019年２月１日現在 

 企業名 関心分野 

1 TARIS 社 

住宅用公共サービス・石油化学工業・原子力産業分野におけるロボッ
ト診断装置（①パイプライン遠隔検査ロボット、②原子力発電所の災
害対策用ロボットシステム）の輸出、ビジネスパートナーの開拓。 

http://taris.ru/ 

2 ストリート・レーザー・グループ 
RGBレーザーの投射、自動車の照明、通信および視力回復手術に関
わるライセンス、装置。 

3 ユヴェンティス社 
洋菓子の日本への輸出、日本からロシアへの菓子の輸入販売、共同
生産。  

http://uventis.ru/blog_wp/ 

4 
シャトゥルスカヤ縫製マニュファクチ
ャー社 

特殊な布、付属品の輸入およびロシア製の完成品の日本市場での販
売の可能性、そして極限スポーツで使用する防具専用製造機械のロ
シアへの輸入の可能性の検討 

http://www.profroba.ru/ 

5 ATL社 装飾用サッシフレーム、フォトフレームおよび額縁の輸出 

6 ANTRAKS 社 
電力配電分野と給電網の制御および分散発電の分野での共同事業
の実現、発電・給電関係のハイテク設備の製造の現地化 

http://www.antraks.ru/ 

7 
ジレヴォ工業団地管理会社 シティー
502  

ジレヴォ工業団地への日本の製造・販売企業の誘致  

https://www.city502.com/ 

8 ラコクラスポクルィチエ社  
塗料の開発製造、塗料の試験研究施設 

http://www.niilkp.ru/ 

9 
モスクワ・シェアリング・コーヒーハウ
ス社 

焙煎フリーズドライ・コーヒーおよび世界に二つとない新製品フリーズ
ドライのチコリコーヒーの輸出 

http://mknp.ru/ 

10 イストク・オーディオ・トレイニング社 
リハビリ用機器分野での協力 

https://www.istok-audio.com/ 

11 フィルマ・ルスキエ社 
プリンタ組立ラインの立ち上げ 
日本海に波力発電所を建設するための融資 

12 ポドリスクセメント社 
耐火材、高アルミナセメント 

http://www.podolsk-cement.ru/ 

13 ロシア宇宙システム社 
航法計器製造の提携先開拓 

http://russianspacesystems.ru/ 

14 
高精度ポジショニング・ナショナルネ
ットワーク社 

航法計器製造の提携先開拓 

http://russianspacesystems.ru/holding/struktura/nsvp/ 

15 バリアフリー社 
視力回復を含む、身障者のリハビリ用機器メーカーとの協力 

http://oezdubna.ru/investors/residents/one/?id=157 

16 PSK Pharma 社 / Rus Biopharm 社 
バイオテクノロジー企業および製薬会社との技術提携および技術移転
の可能性についての検討 

http://rusbiopharm.ru/en/ 

17 ZiO-Podolsk社 
原子力用・石油ガス化学用の大型機械設備の製造 

http://aozio.ru/ 

18 グラナート・バイオ・テック社 

①静脈血採取・輸送真空システムの製造、尿採取・輸送真空システ
ムの製造、②ビジュアライズ・カメラを使ったヴァキュームシステム用
ダブルエンド型針、③使い捨て射出成形プラスチック医療具製造、実
験機材マーケット用診断検査システム（血液型判定用ゲルカード）の
製造 

http://oezdubna.ru/investors/residents/one/?id=118 

19 GeimDev 社 
ゲーム用 VRコンテンツ、ゲーム・プラットホーム、VRデバイスのメーカ
ー、大規模 VRセンター 

20 NPO Stekloplastik 社 
NPO Stekloplastik社製のシリカ繊維と石英繊維、高弾性・高強度ガラ
ス繊維からつくった素材の日本での販売 

http://www.npo-stekloplastic.ru/ 

 



（別紙３） 

（一社）ロシア NIS貿易会 ロシア NIS経済研究所 宛て （担当：中居、片岡）  

FAX：03-3555-1052 / E-mail：webmaster@rotobo.or.jp 

 

ロシア・モスクワ州投資プレゼンテーションin東京 

２月２7日（水） １0：０0～１2：３０  

ホテルニューオータニ ザ・メイン アーケード階 おり鶴 「悠の間」 

参加申込書 

締切日：２月25日（月） 

(1)申込者氏名  英文表記  

(2)勤務先名称  

  英文表記  

(3)所属部署  

  英文表記  

(4)役職  英文表記  

(5)勤務先TEL  

(6)E-mail  

(7)モスクワ州関係
者との面談 

（11時45分～12時30
分、会場：吉祥） 

◇モスクワ州関係者との面談を希望されますか？ 

はい                 いいえ 
 
注：面談時間は１組当たり15分程度となります。日ロ通訳が付きます。 

ビジネスマッチングの締切日は２月22日（金）です。 

※個人情報の取扱には十分注意し、当案件以外の目的では使用いたしません。 

 

 

 


