
 

 

 

 

 

 

 

拝啓 

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。この度、V. A. オルロフ知

事率いるアムール州代表団は 2019年 11月 24～27日に日本を訪問いたします。 

本訪問により、アムール州は投資、輸出、観光のポテンシャルを高め、2020 年～2021

年に開催される「日露地域姉妹都市交流年」も考慮の上、日本の地方との長期的な友好関

係を結日たいと考えております。 

本訪問にあわせて、2019 年 11 月 25 日（月）10：30～15：30 には東京都（The Capitol 

Hotel Tokyu）にてアムール州のプレゼンテーション、農業・農産物輸出・森林業・銀行

業・観光業の B2B 日ロ商談会を開催いたします。時節柄大変ご多忙のこととは存じます

が、是非ともご出席を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

参加申込フォーム： https://forms.gle/Jb41KUt7yqvLkGSE9 
 

 

上記フォームでご登録いただくか、Info@invest.amurobl.ru まで以下の情報をお送りい

ただきますよう、お願いいたします。 

 

件名：Presentation Tokyo 

• 会社名（日・英） 

• 参加者リスト（役職、氏名）（日・英） 

• 連絡先（メールアドレス） 

 

ご登録いただいたメールアドレスに、参加登録完了のメッセージをお送りします。 

 

担当者の連絡先： 

アムール州投資誘致局長 プザノフ・パーヴェル 

puzanov@invest.amurobl.ru tel.  +79140630500 
アムール州輸出サポートセンター所長代理 ベンディク・エカテリーナ 

bendik_ei@mail.ru tel. +79622853344  

 

別添: 

1. プレゼンテーションの概要 

2. アムール州の企業リスト 

3. アムール州の概要 

 
アムール州経済発展・経済交流省 
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［ 別添１］東京におけるアムール州プレゼンテーション概要（予定） 

日時：2019年 11月 25日 10:30 ～ 15:30  

場所：The Capitol Hotel Tokyu 1階 大宴会場「鳳凰」 

（100-0014東京都千代田区永田町 2丁目 10-3） 

通訳：同時通訳（開催式、プレゼンテーション）、逐次通訳（B2B商談会）  

 
10:00 – 11:00 受付、ウェルカムコーヒー 

アムール州の企業の展示エリア（ショールーム） 

知事と賓客は、開会式まで待合室にて待機しております。プレゼンテ

ーションホールでは、アムール州に関するビデオを投影いたします。  
11:00 – 11:30 

 
プレゼンテーション開会式  

11:00 – 11:03 

 
司会者挨拶 

 

11:03 – 11:07 ガルージン・ミハイル在日本ロシア連邦大使 
 

11:07 – 11:11  日本側の代表者   
11:11 – 11:15 日本側の代表者  

 

11:15 – 11:19 エゴロフ・セルゲイ駐日ロシア連邦通商代表部首席代表 

 

11:19 – 11:23  極東地域投資誘致・輸出サポート局の代表者 

 

11:23 – 11:28  オルロフ・ヴァシリー・アムール州知事 
 

11:30 – 12:30  セクション 1： 

アムール州の投資先ポテンシャルのプレゼンテーション  

 

11:30 – 11:35  アムール州に関するビデオの上映 日本語字幕付き  
11:35 – 11:45 アムール州の投資先ポテンシャル 

オルロフ・ヴァシリー・アムール州知事 
 

11:45 – 11:55  ブラゴヴェシチェンスク市のプレゼンテーション 

カリタ・ヴァレンティーナ・ブラゴヴェシチェンスク市長  
11:55 – 12:10 アムール州の農業 

トゥルコフ・オレグ・アムール州農業大臣 
  

12:10 – 12:20  物流と観光業界のプロジェクトのプレゼンテーション 

レプコヴァ・ヴァレリア「レギオン」公社副社長  
12:20 – 12:30  ホテル業界のプロジェクトのプレゼンテーション 

ソルダトチェンコフ・アンドレイ有限会社 Luncam設立者  
12:30 – 13:30  セクション 2：アムール州企業によるプレゼンテーション 

 

12:30 – 12:35  有限会社「ソヤ ANK」のプレゼンテーション 

イニュトチキン・ステパン代表取締役 

 



12:35 – 12:40  有限会社「MEZアムールスキー」のプレゼンテーション  

エメリヤノフ・セルゲイ、代表者 

 

12:40 – 12:45  株式会社「オクチャーブリスキー・サイロ」のプレゼンテーション 

ドツェンコ・ヴィクトル代表取締役 

 

12:45 – 12:50  有限会社「ソユーズ」のプレゼンテーション 

ムクルトチャン・モヴセス設立者 

 

12:50 – 12:55 有限会社「イルクーツク油脂生産工場」のプレゼンテーション 

ヴァロヴァ・リュドミラ、代表者 

 

12:55 – 13:00 有限会社「タイガ・オルガニカ」のプレゼンテーション 

カプスティナ・タチアナ常務取締役 

  

13:00 – 13:10 「アムール・プチェロ・プロドゥクト（アムール蜂の製品）」のプ

レゼンテーション シャラシュノヴァ・マリナ社長  
13:10 – 13:15 個人企業家スホルーキフ（「蜂の里」）のプレゼンテーション 

スホルーキフ・ヴァディム社長  

 

13:10 – 13:15 森林業のプロジェクトのプレゼンテーション 

スタシク・ヴィクトル・有限会社「ビザ」設立者  
13:15 – 13:20  森林業のプロジェクトのプレゼンテーション 

個人企業家ニキエンコ・ニコライ（木材加工、燃料ペレット生産）  
13:20 – 13:30 銀行のプレゼンテーション (ATB銀行、ヴォストーチヌィ銀行) 

 

13:30 – 14:30 文化プログラム、ビュッフェ  

 

14:30 – 15:30   B2B商談会  
 



アムール州の概要 
 

 地理的な位置 ロシア連邦の東南部に位置し、極東連邦管区に属している。 

 

 面積 3万 619平方キロメートル。州都はブラゴヴェシチェンスク市。 

中国とは 1,250 kmの国境を接している。 

 

 人口 79万 3,194人（2019年現在）。 

 

 天然資源  石炭、金、非鉄金属、セメント原料、燐灰石、半宝石、様々な装飾石

やストーンベニア用の石など、鉱物資源あり。森林資源も豊富で、産業用木材の総量は約

20億㎥。アムール州の領土の約 65％は森林で覆われている。 

 

 輸送 アムール州は、極東地域の輸送ネットワークにおいて重要な役割を果たして

いる。ロシアの最大の鉄道路線の 2 つ、太平洋、中国、ヨーロッパ、北部にアクセス可能

なシベリア鉄道とバイカル・アムール鉄道はアムール州を通過する。アムール～ヤクーチ

ア鉄道は、アムール州とサハ共和国（ヤクーチア）を接続している。 

 

 アムール州の経済的ポテンシャル 
 

アムール州の主な産業は、水力発電、輸送、鉱業および林業、農業、食料生産などの製

造業、農産物加工業、建築業です。 

 

 2018年のアムール州の実績は以下のとおり。 

• 大豆と大豆油の生産量：極東連邦管区で第 1位 

• 電力生産量：極東連邦管区で第 1位 

• 外国直接投資：極東連邦管区で第 4位 

• ロシア連邦 投資先の魅力ランキングで第 27位 

 

 

 アムール州の競争力： 

• 地理的な位置（中ロ国境の全長 4,300 kmのうち、1,250 kmはアムール州。アジア太平

洋諸国にも近い。） 

• 極東地域の輸送ネットワーク、国際輸送回廊における中心に位置している。 

• 非常に豊富な鉱物資源のポテンシャル（想定額は 20兆ルーブルにも及ぶ） 

• 電力供給力に余裕あり（ロシア極東地域南部の水力発電資源の 67％を占める） 

• 農業の発展において適切な気候 

• 広大な農地と耕地 

• 生産施設の余裕 

• 投資先としてのポテンシャル。アムール州には、3 つの TOR（入居企業に様々な優遇

措置を提供する先行経済発展地区）がある。アムール川におけるブラゴヴェシチェン

スク市（ロシア）～黒河市（中国）の橋の建設、アムール川国境を越えるロープウェ

イ、アムール州ガス工場など、大規模な投資事業が実施中・実施予定である。統一窓

口など、投資家サポートの制度もあり。） 


