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「ロシアビジネスセミナー in 旭川 －日ロのグローカルビジネスの可能

性－」（主催：一般社団法人ロシア NIS貿易会）が開催されます。ロシアビ

ジネスにご興味のある方のお申込をお待ちしています。 

 

ア 件名 ロシアビジネスセミナー in 旭川 

－日ロのグローカルビジネスの可能性－ 

イ 日時 平成 30年 8月 22日(水曜日) 14:00～16:30(13:30から受付) 

ウ 場所 アートホテル旭川 BIZルーム I(4階) 

     旭川市 7条通 6丁目 

エ 内容 

パネルディスカッション「日ロのグローカルビジネスの可能性」 

司会・進行 高橋 浩 氏 (一社)ロシア NIS貿易会 ロシア NIS経済研究所 特別研究員 

講師パネラー 

カラグラコフ・ウラジミル氏（カールヴィ・ジャパン社 社長） 

青井 貴史 氏（株式会社青井商店 専務取締役） 

丹治 宏剛 氏（株式会社ＦＥＣマネージメント 代表取締役） 

阿部 武士 氏（ネオトレーディング株式会社 代表取締役） 

オ 主催 一般社団法人ロシア NIS貿易会 

カ 申込方法 添付の申込書を主催者まで提出（締切 8月 16 日） 

添付資料 
[有] ・ 無  

案内文，参加申込書 

報道（取材）に当

たってのお願い 

 

 

備  考 
取材・お問合せはロシア NIS貿易会にお願いします。 

一般社団法人 ロシア NIS貿易会 ロシア NIS経済研究所 

担当 高橋、橋之爪、井上 

TEL 03-3551-6218/FAX 03-3555-1052 

 



 

ロシアビジネスセミナー in 旭川 

-日ロのグローカルビジネスの可能性- 
 

2018 年７月 30 日  
一般社団法人 ロシア NIS 貿易会 

http://www.rotobo.or.jp/ 
 

米国でのロシアゲート問題、シリア問題等、最近はロシアのイメージを悪くする話が多く、ロシアは世

界のビジネスの対象国から抜け落ちている企業も多いようです。一方で、少数ですがロシアにビジネス

チャンスを見つけ、新規にロシア市場を開拓し、日本で感じるイメージと実際のギャップに驚くという話も

聞きます。 

そこで実際にロシアビジネスに関わり、特に今回は旭川、札幌等で日ロのビジネスに携わる企業の方、

専門家等から、日ロのグローカルビジネスの生の話を聞き、議論していただくパネルディスカッションによ

るセミナーを企画しました。 

カラグラコフ氏は、ロシアのサハリン州の窓枠製造販売会社で日本向けに輸出しております。青井氏

は旭川を拠点に業務用手袋のロシアへの輸出を手がけております。丹治氏、阿部氏は札幌を拠点に、

それぞれロシアビジネスのコンサルティング、建築資材のロシア向け販売を手がけております。司会は

高橋浩・当会ロシアＮＩＳ経済研究所特別研究員がつとめます。 

 なお、本セミナーは公益財団法人 JKA（http://hojo.keirin-autorace.or.jp/）の補助を得て実施してお

ります。 

記 

 1. 日 時： ２０１8 年 ８月２２日（水）1４時～1６時３０分  (1３時３０分～受付） 

 2. 会 場： アートホテル旭川 BIZ ルーム I （４F） （http://www.art-asahikawa.com/access/） 

           〒070-0037 北海道旭川市 7 条通 6 丁目 29 番地 2  TEL：0166-25-8811 

 3. 内 容： パネルディスカッション「日ロのグローカルビジネスの可能性」 

司会・進行： 高橋浩(一社)ロシア NIS 貿易会ロシアＮＩＳ経済研究所特別研究員 

講師パネラー ：  カラグラコフ・ウラジミル氏（カールヴィ・ジャパン社社長） 

    青井 貴史 氏（株式会社青井商店専務取締役） 

    丹治 宏剛 氏（株式会社ＦＥＣマネージメント代表取締役） 

    阿部 武士 氏（ネオトレーディング株式会社代表取締役） 

 4. 主 催： 一般社団法人ロシア NIS 貿易会 

 5. 後 援：北海道庁(予定)、旭川市(予定)  

 5. 受講料： 無料 

 6. 定 員： ５０名 （※締切前でも、定員になり次第締め切らせていただきます）  

 7. 申込方法： 201８年８月１６日（木）までに別紙参加申込書に必要事項をご記入のうえ、 

   下記お申込み先に、メール又は ＦＡＸにてお申込み下さい。

<お申込み・お問い合わせ先> 

  一般社団法人 ロシア NIS 貿易会  ロシア NIS 経済研究所 担当：高橋、橋之爪、井上 

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

http://www.rotobo.or.jp/
http://hojo.keirin-autorace.or.jp/
http://www.art-asahikawa.com/access/
mailto:webmaster@rotobo.or.jp


   ロシアビジネスセミナーin 旭川 
-日ロのグローカルビジネスの可能性-                         

 

 

 

アートホテル旭川 

 北海道旭川市 7 条通 6 丁目 29 番地 2 TEL：0166-25-8811 

JR 旭川駅（北口）から車で 5 分、徒歩約 15 分。 

旭川空港からバス：40 分／「7 条昭和通」停留所下車（ホテル目の前） 

   旭川駅前から路線バス：「６条昭和通」バス停(NHK 前)にて下車、徒歩１分。 

 

 



  ロシアビジネスセミナーin 旭川 
-日ロのグローカルビジネスの可能性-                        

 

 

 

(一社）ロシア NIS貿易会 ロシア NIS 経済研究所 宛て 

E-mail：webmaster@rotobo.or.jp、FAX：03-3555-1052 （担当：高橋、橋之爪、井上） 

 

 

ロシアビジネスセミナー in 旭川 
－日ロのグローカルビジネスの可能性－ 

 

 
８ 月２２日（水）開催 

参 加 申 込 書  

 

締切日：2018 年 8 月 16 日（木） ※定員になり次第締め切らせて頂きますので何卒ご了承ください。 

所属 

（会社、団体名） 

 

 

ふりがな  

氏 名 

 

部署、役職名 

 

 

会社住所 

〒 

 

TEL 

 

FAX  

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

このセミナーは、競輪の補助を受けて開催いたします。 

http://hojo.keirin-autorace.or.jp/ 

mailto:webmaster@rotobo.or.jp

