
日 商 国 発 第 80 号 

平成 23 年 8 月 10 日 

 

各  位 

日本商工会議所 国際部 

 

２０１１年ＡＰＥＣ中小企業関連行事開催のお知らせ 

 

今年のＡＰＥＣは米国が議長国をつとめ、１１月８日から１３日まで、ハワイ・ホノルルで関連行事
が開催されることになっております。このたび米国のＡＢＡＣ事務局（ＮＣＡＰＥＣ）から弊所宛に、
この期間中に開催される中小企業関連イベントの概要について連絡があり、日本からの参加者を募って
同事務局に知らせてほしい旨の依頼がございました。 

つきましては、下記のとおりイベントの概要をお知らせいたします。参加ご希望の方は、9 月 9 日（金）

までに別添の「参加希望伺い」により、日商国際部までご回示くださいますようお願いいたします。参
加希望としてご回答いただいた皆様には、今後、ＡＢＡＣ事務局からの詳細をお知らせいたします。 

 

記 

 

１． “2011 ABAC SME Symposium”（ＡＢＡＣ中小企業シンポジム） 

(1) 日 時： ２０１１年１１月１０日（木）８：３０～１３：３０ 

(2) 場 所： ハレクラニホテル 

(3) テーマ： 「グローバル・バリューチェーンへの中小企業の参加拡大」 

(4) 参加料： １５０ドル（午後の ABAC 起業家円卓会議含む。フライト・宿泊料は含まない。） 

(5) 内 容： 別添「ＡＢＡＣ中小企業シンポジウムについて」をご参照ください。 

 

２． “2011 ABAC Entrepreneurs’ Roundtable”（ＡＢＡＣ起業家円卓会議） 
(1) 日 時： ２０１１年１１月１０日（木）１４：００～１７：００ 

(2) 場 所： ハレクラニホテル 

(3) テーマ： 「中小企業の貿易取引に対する重要障壁への対応」 

(4) 参加料： １５０ドル 

 （午前のＡＢＡＣ中小企業シンポジウムを含む。フライト・宿泊料は含まない。） 

(5) 内 容： 別添「ＡＢＡＣ起業家円卓会議について」をご参照ください。 

 

３． “APEC CEO Summit SME Innovation Exhibition” 

     （ＡＰＥＣ ＣＥＯサミット中小企業イノベーション展示会） 
(1) 日 時： ２０１１年１１月１０日（木）～１２日（土）（ＣＥＯサミット期間中） 

(2) 場 所： ロイヤル・ハワイアン・ホテル（ＣＥＯサミット会場）内 

(3) テーマ： 「昨年実用化された革新的ニューテクノロジー」 

(4) 内 容 ： ○ＡＰＥＣ２１カ国・地域とハワイの企業による展示 

 ○ＡＢＡＣ中小企業シンポジウム、ＡＢＡＣ起業家円卓会議出席者が見学可能。 

 ○別添「中小企業イノベーション展示会について」をご参照ください。 

 

【備  考】 ※いずれの会合も、日英通訳の手配はございません。 

 ※上記行事のほか、11 月 8 日~11 日の期間中、“Asia Pacific Business Symposium”と
称して様々なワークショップも開催されます。詳細は、www.apbsymposium.com を
ご覧ください。 

 

【添付資料】 ＊参加希望伺い（返信用紙） 

       ＊ＡＢＡＣ中小企業シンポジムについて 

       ＊ＡＢＡＣ起業家円卓会議について 

       ＊中小企業イノベーション展示会について 

以 上 

 

【本件照会先】 

日本商工会議所・国際部 （担当：吉田、寺居） 

〒100-0005 千代田区丸の内３－２－２ TEL：03-3283-7601  Email: us-pacific@tokyo-cci.or.jp



２０１１年ＡＰＥＣ中小企業関連行事【参加希望伺い】  

 

日本商工会議所・国際部 【FAX 返信先：03-3216-6497  E-mail：us-pacific@tokyo-cci.or.jp】 

※参加をご検討・ご希望の場合のみ、以下にご記入の上ご返信ください。 

※返信締切：平成２３年９月９日（金） 

※ご参加希望の行事に印をつけてください。 

□ “ 2011 ABAC SME Symposium ”（ＡＢＡＣ中小企業シンポジウム） 

□ “ 2011 ABAC Entrepreneurs’ Roundtable ” (2011 年ＡＢＡＣ起業家円卓会議) 

□ 現時点では不明。今後、さらに追加情報が欲しい。 

社 名 

・ 

団体名 

和文  

英文  

氏 名 

和文  

英文 

 Mr.  ／ Ms.  ／    Dr.   ／ その他（         ） 

 

所属部署 

・ 

役職名 

和文  

英文  

≪ご連絡先≫ 

ご連絡担当者 役職・氏名 

（※上記と異なる場合のみ） 
 

住 所 

〒 

 

T E L  

F A X  

E-mail  

 【個人情報保護について】 

 ご記入いただいた情報はＡＰＥＣ中小企業関連行事に関する連絡・通知および日本商工会議所の各種情報提供のため

利用します。ご不明の点は、担当までご連絡ください。 



 

ＡＢＡＣ中小企業シンポジウムについて 

 

 テーマ：「グローバル・バリューチェーンへの中小企業の参加拡大」 

 目 的： 

このイベントでは、革新的テクノロジーとサービスがどのように中小企業のグローバ

ル・バリューチェーンへの参加拡大に寄与しているかを検証すると共に、中小企業が

新たな市場に参入する際に直面する障壁や課題を議論します。この会議を通して、参

加者は中小企業に開かれている市場成長の機会と海外市場に関与する際の主要な障

壁について理解を深めることになります。 

 日 時：２０１１年１１月１０日 

 会 場：ハワイ・ハレクラニ ホテル 

 プログラム（案）： 

8：30～ 8：40 歓迎挨拶  デボラ・ヘンレッタ ABAC議長 

8：40～ 9：00 基調講演 「中小企業の現下の課題と機会」（講師未定）  

9：00～10：15 パネル討議 

「革新的テクノロジーとサービスがもたらすグローバル・バリューチ

ェーンにおける中小企業の新たな役割」 

・チケットリバーコム社 ランス・トレベシュ社長 

・ＭＮＣテクノロジー社代表 

・米国以外の中小企業代表 

・モデレーター 

10：15～10：45 コーヒー・ブレーク 

10：45～12：00 セッション１ 「ビジネス機会の探求」 

・米国政府機関代表（商務省） 

・経済団体（ビジネス・マッチング関係） 

・企業代表（ビジネス・マッチング業） 

・モデレーター 

セッション２ 「規制障壁の検証」 

・知的財産権専門家 

・ＦＴＡ透明性メカニズム担当 

・他規制当局関係者 

・モデレーター 



 12：00～13：30 昼 食 （スピーカー未定）



 

 

----- 以下は米国のＡＢＡＣ事務局からの案内原文です---- 

 

2011 ABAC SME Symposium (Draft) 

 

November 10, 2011 

Halekulani Hotel, Honolulu, Hawaii 

 

Theme – “Expanding SME Participation in Global Value Chains” 

Objective: The event is designed to provide an opportunity to explore how innovative technologies 

and services are creating opportunities to expand SME participation in global value chains as well as 

discuss the barriers and challenges that SMEs face when reaching out to new markets. Participants 

should leave the conference with a deeper understanding of the market growth opportunities 

available to SMEs in the current environment as well as ways to address some key barriers to 

engaging overseas markets. 

Draft agenda: 

8:30 – 8:40 a.m.  Welcome Remarks 

   Deb Henretta , Chair, APEC Business Advisory Council 

 

8:40 – 9:00 a.m.  Keynote Speech - “Current Challenges and Opportunities for SMEs” 

   TBD 

 

9:00 – 10:15 a.m. Panel Session – “How Innovative Technologies and Services are Redefining 

Roles for SMEs in Global Value Chains” 

 Lance Trebesch, CEO, TicketRiver.com 

 MNC technology speaker 

 Non US speaker (SME) 

 Moderator 

 

10:15 – 10:45 a.m. Networking Break 

 

10:45 – 12:00 p.m. Breakout Session 1 – “Identifying Business Opportunities” 

 Government -  i.e. US Commercial Service 

 Business organization - business matching activities  

 Company – business matching platform  

 Moderator 

      

Breakout Session 2 – “Navigating Regulatory Barriers” 

 IPR speaker 

 FTA transparency speaker 

 Other regulatory 

 Moderator 

 

12:00 – 1:30 p.m. Luncheon Speech 

   TBD 

以上



 

 

ＡＢＡＣ起業家円卓会議について 

 

 テーマ：「中小企業の貿易取引に対する重要障壁への対応」 

 目 的：このイベントを通して、２０１１年にＡＰＥＣとＡＢＡＣが提起、優先 

付けた中小企業の貿易取引に対する重要障壁に関し、中小起業家に政府関係者や他

のビジネスリーダーとの直接対話の機会を提供します。出席者は、２０１２年以降

のＡＢＡＣの議題として提起できるよう、当該障壁に対する対応案を取り纏めます。 

 日 時：２０１１年１１月１０日 

 会 場：ハワイ・ハレクラニホテル 

 プログラム（案）： 

14：00～15：15 セッション１   知的所有権 

   セッション２  ビジネス倫理 

15：15～15：45 コーヒー・ブレーク 

15：45～17：00 セッション１  制度の整合性 

   セッション２  ファイナンス 

 

----- 以下は米国のＡＢＡＣ事務局からの案内原文です---- 

 

2011 ABAC Entrepreneurs’ Roundtable (Draft) 

 

November 10, 2011 

Halekulani Hotel, Honolulu, Hawaii 

 

Theme: Addressing Key Barriers to SME Cross Border Trade 

 

Objective: This event will provide an opportunity for SME practitioners to engage in a direct 

dialogue with ABAC members, government officials and other business leaders on the key 

barriers to SME Cross Border Trade identified and prioritized by APEC and ABAC in 2011. 

Participants will develop recommendations on ways to address these barriers that will inform 

ABAC’s agenda in 2012 and beyond. 

 

2:00 – 3:15 p.m. Breakout session 1 – Intellectual Property Rights 

   Breakout session 2 – Business Ethics 

3:15 – 3:45 p.m. Networking break 

3:45 – 5:00 p.m. Breakout session 1 – Regulatory coherence 

   Breakout session 2 – Financing 

 

以 上 



 

APEC CEO サミット 中小企業イノベーション展示会について 

 

 

対  象： ＡＢＡＣ中小企業シンポジウム・ＡＢＡＣ企業家円卓会議出席者は、１１月１０～１

２日の期間、ハワイのホノルルで開催される中小企業イノベーション展示会に見学参

加できます。 

 

目  的： ＡＰＥＣ地域の大企業幹部やＣＥＯサミット取材の報道陣を対象に、地域内中小企業

が独自の最新テクノロジーを展示します。この展示会はＣＥＯサミットに実際のビジ

ネス交流の場を提供するためのものです。出展は地域内中小企業発の最新発想や最新

テクノロジーが中心となります。 

 

日  時： ２０１１年１１月１０－１２日（ＣＥＯサミット期間中） 

 

会  場： ロイヤル・ハワイアン・ホテル内（ＣＥＯサミットホテル内展示会場） 

 

内  容： ＡＰＥＣの全２１メンバー国・地域とハワイの企業が出展する中小企業サミットテー

マ関連の「昨年実用化された革新的ニューテクノロジー」展示会が開催されます。 

 

----- 以下は米国のＡＢＡＣ事務局からの案内原文です---- 

 

Description of Innovation Exhibition 

 

WHO:   Participants in the ABAC SME Symposium and ABAC Entrepreneurs’ Roundtable will 

have the opportunity to attend the SME Innovation Showcase being held from November 10 -12 

in Honolulu, Hawaii. Companies from all 21 APEC Member Economies, plus Hawaii, will 

showcase innovative, new technologies commercialized within the last year, which fall into one 

of the Summit’s key thematic areas. 

 

WHAT:  APEC CEO Summit SME Innovation Exhibition; a display/exhibit area within the 

grounds of the CEO Summit Hotel. 

 

WHEN: November 10-12, 2011 – the days of the CEO Summit  

 

WHERE:  On the grounds of the Royal Hawaiian Hotel.  

 

WHY:  To display exceptionally inventive and novel technologies from SMEs in the APEC region 

before the region’s top business executives and the media covering the CEO Summit.  The 

exhibition will ensure that the CEO Summit has an element of real businesses making real 

connections.  The focus is on truly new ideas and new technology from regional SMEs.  

 

以上 

 


