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福岡市では，国際貢献を通じて市の知名度や存在感を高めるとともに，官民連携も含

めた事業展開を目指しており，「福岡市 国際ビジネス展開プラットフォーム」を設置し

ています。 

  このプラットフォームの枠組みを活用して，最重点国であるミャンマー・ヤンゴン市

を中心とした官民連携による海外事業案件の受注など，地元企業のビジネス機会創出に

向けた種々の取組みを進めております。 

今般，会員企業間のネットワーク構築などを目的として，『情報交流セミナー』を次の

とおり開催致しますのでお知らせします。セミナーでは，今後の事業展開が図られるよ

う，福岡市からヤンゴン市へ長期派遣中の職員から現地活動の報告のほか，国際協力機

構や，日本とミャンマーの官民連携で設立された現地企業からの外部講師による講演な

どにより，現地の最新情報を提供いたします。  

   ※報道機関によるセミナーの取材につきましては，傍聴も含め全て公開いたします。 

 

■開催概要 

 日時：令和元年 7 月 24 日（水） 

     1６：３0 開始（受付開始 1６：30） ※予定終了時刻 18：00 頃 
 
 場所：ホテルオークラ福岡【会場：メイフェア（３階）】 

（住所：福岡市博多区下川端町 3-2） 
 

予定プログラム 
 

１ 開会あいさつ【福岡市総務企画局長】 
 

２ 福岡市の活動報告（20分）【福岡市国際部長，ヤンゴン市派遣職員】 
 

３ 講 演①『ミャンマー向け JICA 支援の概要』（20分） 

【国際協力機構（JICA）東南アジア・大洋州部 様】 

４ 講 演②『新しいステージを迎えたティラワ経済特区』（20分） 

【ミャンマー・ジャパン・ティラワ・ディベロップメント社 様】 

５ 事例紹介①『ミャンマー国への事業展開』（15分） 

【株式会社富士ピー・エス 様】 

６ 事例紹介②『福岡方式整備事業への参画と将来展望』（15分） 

【大成管理開発株式会社 様】 

７ アジア太平洋都市サミットのご紹介（5分） 
【福岡市総務企画局国際部課長（アジア太平洋都市サミット担当）】 

 
【参考】福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム 

会員数（企業・業界団体）：90 [令和元年 7 月１日現在] …別紙参照 

 
【お問い合わせ先】 総務企画局国際部国際協力課 

（福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム事務局） 

担当：橋本，中村 

住所：〒810-8620 福岡市中央区天神 1-8-1 

電話：711-4051(内線 1328)，FAX：733-5597 

E-mail：koukenbiz@city.fukuoka.lg.jp 

国際ビジネス展開プラットフォーム  

「情 報 交 流 セ ミ ナ ー」 を開催します。 

Press Release 

～国際貢献の取組みを通じたビジネス展開に向けて～ 

令和元年７月 22 日 
総務企画局  

 

 



R元.7.1現在

福岡市　国際ビジネス展開プラットフォーム　登録会員一覧
五十音順

【会員（企業）】
　企業名称 　企業名称

（地場企業） 50 株式会社 クボタ

1 ＩＢＨＤ 株式会社 51 株式会社 栗本鐵工所

2 アクアサービス 株式会社 52 株式会社 クロダイト

3 株式会社 ＬＤＴ研究所 53 株式会社 建設技術研究所

4 大野コンクリート 株式会社 54 さつき 株式会社

5 鎌田バイオ・エンジニアリング 株式会社 55 ジオ・サーチ 株式会社

6 株式会社 環境開発 56 JFEエンジニアリング 株式会社

7 株式会社 環境施設 57 水ing 株式会社

8 環境電子 株式会社 58 住重環境エンジニアリング 株式会社

9 株式会社 九州食品流通科学研究所 59 積水化学工業 株式会社

10 キュウセツＡＱＵＡ 株式会社 60 大成機工 株式会社

11 株式会社 九電工 61 大和コンサル 株式会社

12 株式会社 近代プラント 62 株式会社 拓和

13 西部ガス 株式会社 63 月島テクノメンテサービス 株式会社

14 株式会社 秀電社 64 株式会社 TECインターナショナル

15 松鶴建設 株式会社 65 株式会社 データベース

16 株式会社 新出光 66 株式会社 東京設計事務所

17 株式会社 正興電機製作所 67 東芝インフラシステムズ 株式会社

18 株式会社 大起エンジニアリング 68 戸田建設 株式会社

19 タイキ薬品工業 株式会社 69 豊田通商 株式会社

20 株式会社 大建 70 株式会社 酉島製作所

21 大成管理開発 株式会社 71 株式会社 日水コン

22 大和技建 株式会社 72 日本工営 株式会社

23 千代田興産 株式会社 73 日本水工設計 株式会社

24 株式会社 ディーシー 74 株式会社 日立製作所

25 株式会社 テノックス九州 75 日立造船 株式会社

26 株式会社 トキワ・シビル 76 フジテコム 株式会社

27 西日本シティ銀行 77 株式会社 フソウ

28 ネクストエンジニアリング 株式会社 78 冨洋設計 株式会社

29 日之出水道機器 株式会社 79 本多機工 株式会社

30 株式会社 ファーストソリューション 80 前澤工業 株式会社

31 福岡銀行 81 丸紅 株式会社

32 福岡レイン工業 株式会社 82 三菱化工機 株式会社

33 株式会社　福山コンサルタント 83 三菱電機 株式会社

34 株式会社 富士ピー・エス 84 横河ソリューションサービス 株式会社

35 株式会社 フタバ設計 85 株式会社 ロータス

36 株式会社 ヤマウ

37 株式会社 ヤマウチ 【会員（業界団体）】
38 株式会社 ワイティテクノ 　団体名称

（地場外企業） 86 一般社団法人 九州経済連合会

39 愛知時計電機 株式会社 87 一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会

40 アズビル金門 株式会社 88 一般社団法人 福岡市土木建設協力会

41 株式会社 安藤・間 89 一般社団法人 福岡電業協会

42 株式会社 石垣 90 福岡市管工事協同組合

43 インフラテック 株式会社

44 ABB日本ベーレー 株式会社 【協力団体】
45 岡谷鋼機 株式会社 　組織名称

46 オリジナル設計 株式会社

47 機動建設工業 株式会社

48 九州鋳鉄管 株式会社

49 協和機電工業 株式会社

国際連合人間居住計画（国連ハビタット）

厚生労働省

国土交通省

独立行政法人　国際協力機構　九州国際センター

日本貿易振興機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター
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