
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• ベトナムソフトウェア・IT サービス協会（VINASA)は、ICT 分野における日本とベトナムのコラボ

レーションの促進を目的に、2007 年より毎年「VIETNAM - JAPAN ICT Day」を開催しています。 
• 本年は、「With/After コロナ時代における新たな日越 ICT 協業」をテーマに、各種講演やパネルデ

ィスカッションを行います。奮ってご参加ください。 
 
【会期】①Day1 ウェビナー「With/After コロナ時代における新たな日越 ICT 協業」 

11 月 15 日（月）ベトナム時間 13:00～15:35（日本時間 15:00～17:35） 
②Day2 ウェビナー「ベトナム・日本サービス産業デー」 

11 月 16 日（火）ベトナム時間 13:00～15:00（日本時間 15:00～17:00） 
③ビジネスマッチング、オンライン展示 

11 月 22 日（月）～26 日（金） 
※各ウェビナーのプログラムは次頁をご参照ください。 

【形式】オンライン（Zoom を使用します） 
【定員】600 名  
【言語】同時通訳（ベトナム語 – 日本語） 
【参加費】無料 

【主催】 
・ベトナムソフトウェア IT サービス協会  

(VINASA) 
・一般社団法人情報サービス産業協会 

(JISA) 
・日本貿易振興機構(JETRO) 
・Vietnam - Japan IT 協力委員会 (VJC) 

【支援団体】 
・ベトナム日本商工会議所 (JCCI) 
・日本アセアンセンター (AJC) 
・関西電子情報産業協同組合(KEIS) 
・NPO 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) 
・一般社団法人沖縄デジタルコンテンツ産業振興協議(OADC) 
・一般社団法人ソフトウェア協会( (SAJ) 
・石川県情報システム工業会(ISA) 
・日本情報サービスイノベーションパートナー協会(JASIPA) 
・国際情報化協力センター(CICC) 
・一般社団法人 組込みシステム技術協会(JASA) 
・日本オンラインゲーム協会(JOGA) 

 



【お申込み】ZOOM 
【お問合せ】VINASA Mr. Anh：anhnt@vinasa.org.vn（英語） 
            Ms. Ngoc: support5@vinasa.org.vn（日本語） 
プログラム ※変更となる可能性がありますのでご了承下さい 
 

[Day1] 11 月 15 日（月）ベトナム時間 13:00～15:35（日本時間 15:00～17:35） 

【セッション 1】With/After コロナ時代における新たな日越 ICT 協業 

12:30 - 13:00 チェックイン 

13:00 - 13:05 開会挨拶 レ・クアン・ルオン VJC 会長、LUVINA 代表取締役社長 

13:05 - 13:20 基調講義② ジェトロ・ハノイ事務所 中島丈雄 所長 

「ベトナム経済と日越 DX の動向」 

13:20 - 13:50 講演  ActionCoach「ガイダンスとアドバイス：With/After コロナ時代に向けた ICT サ

ービス改善の提案」 

※コロナ禍の課題に関するベトナムの ICT 企業へのアンケート調査結果に基づき、ビジネ

スコーチングとトレーニングを手掛ける ActionCoachが改善提案を行います。 

13:50 - 14:05 講演（ベトナム ICT 企業） 

14:05 - 14:15 Q＆A 1 

ホスト: VJC副会長、VTIの代表取締役社長 Tran Xuan Khoi様 

ゲスト: 

- ActionCoachの事業開発コンサルタント 

- レ・クアン・ルオン VJC 会長、LUVINA 代表取締役社長 

- ハノイの JETRO 日本貿易振興機構の代表者 

- DEHA VIET NAM 

- 日本企業の代表者 

【セッション 2】日越 ICT 協業：実務者の視点から 

14:15 - 14:55 ビデオ上映「日越 ICT 協力の実話-日本からの視点」 

※VJC が取りまとめた ICT 企業のニーズや期待、実話をもとに、実務者の視点からリアル

な情報をお届けします。 

14:55 - 15:05 講演（ベトナム ICT 企業） 

15:05 - 15:15 講演（ベトナム ICT 企業） 

15:15 - 15:35 Q＆A 2 

ホスト: グエン タン ミン • ＶＪＣ副会長、GMO-Z.com RUNSYSTEM 取締役副社長 

ゲスト:  

- NTT データの中国・APAC ビジネス推進部長 川本淳也 

- 株式会社 ジャパンテクニカルソフトウェア・下重 光史 課長 

- NPO 法人 JASIPA理事長 白井千晶  

- 株式会社ビーエスシー 代表取締役 林義行(NPO 法人 JASIPA DX推進委員長) 



- 一般社団法人 沖縄デジタルコンテンツ産業振興協議会 (OADC)・佐藤 

15:35 閉会、次回セミナーのご紹介 

 

[Day2] 11 月 16 日（火）ベトナム時間 13:00～15:00（日本時間 15:00～17:00） 

ベトナム・日本サービス産業デー 

12:30 - 13:00 チェックイン 

13:00 - 13:15 開会挨拶 

13:15 - 13:30 基調講演①ベトナム-日本サービス産業分野における ICT活用 

VJC  

13:30 - 13:45 基調講演②日本のサービス産業における ICT活用状況 

一般社団法人情報サービス産業協会 

13:45 - 13:55 講演（ベトナム ICT 企業） 

13:55 - 14:05 講演（ベトナム ICT 企業） 

14:05 - 14:30 グループディスカッション: 

ホスト: レ クアン ルオン様 •VJC 会長、LUVINA 代表取締役 社長 

ゲスト: 

・日本の協会の代表者 

・ベトナムの企業の代表者 

・日本の企業の代表者 

14:30 閉会、次回セミナーのご紹介 

 

[11 月 22 日（月）～26 日（金）] ビジネスマッチング、オンライン展示 

※事前マッチングを踏まえ、個別のミーティングをアレンジします。 

 

皆さまのご参加をお待ちしております！ 


