中国・深セン ビジネスエグゼクティブ交流ツアー
〜人類史上最速で成長する「中国のシリコンバレー」深セン市で
トップ企業のマネジメント層との交流を目的とした視察ツアー 〜
ツアー日程及び場所： 2018年10月24日(水)～27日(土)、 中国広東省深圳 (セン)市
旅行企画・実施：中国国際旅行社（日本）
視察企画：英途国際商業交流機構 （英途「イント」）
一般社団法人 日本国際経済文化促進協会
協力会社：中国太平保険サービス日本株式会社
株式会社クロスボーダープランニング
募集人数：定員40名（最小催行人数15名）
わずか30年で人口30万人から1400万人に増加するなど、人類史上最速で
発展した中国・深セン。かつては平凡な漁村だったこの地は、1980年に経
済特区に定められて以降爆発的な発展を遂げ、ついには「世界の工場」と
して知られるようになりました。近年ではさらに、金融とイノベーションの地
に変貌を遂げ、今や「アジアのシリコンバレー」として世界で最も注目され
る都市の一つにあげられています。 20〜30代の人口が65％を占めるこの
地には、更なる成長を牽引すべく、今なお中国全土から若者が集まって来
ています。どのようにして深センは、このような目まぐるしい急成長を実現
し、世界の経済成長のモデルになったのでしょうか？
本ツアーでは、中国で最も革新的かつ創造的な企業であるファーウェイ、テンセント、平安保険集団、DJI大疆、
ハンズ・レーザーなどの企業視察を通じて、中国の企業イノベーションの軌跡を明らかするとともに、ご参加の
皆様のビジネスの成長シナリオを描く場として、また、マネジメントとの交流を通じたビジネス機会創出のお力
になれればと願っております。

本ツアーの特徴
1⚫ 中国市場にご関心をお持ちのビジネスエグゼクティブ（企業経営者・マネジメント）層対象のツアー
—視察時のみならず、移動中や夕食懇親会においても、他の経営者層とのネットワーク構築及び
参加者同士の密なコミュニケーションを図る機会をご提供

2⚫ 視察ツアーにありがちな単なる施設見学や、IR担当者による説明ではなく、トップ企業の経営幹部
の体験に基づいた「生きた経営学」およびディスカッションを実施
—「英途」の特別なコネクションだから実現できる、各企業経営陣との直接面談の機会をご提供

3⚫ アフターフォロー・ネットワーク継続のサポート
—当日消化しきれない内容や、ツアー後の継続的なディスカッションのサポート
—同レベルの中国企業経営陣の来日時における、面談の調整サポート

旅行代金

（本プログラムには航空券の手配は含まれておりません。次頁の運航スケジュールは一例です）

（A）：298,000円+消費税 （深セン市内五つ星ホテル朝食付きプランの宿泊料三泊分を含む）
（B）：238,000円+消費税 （宿泊ホテル各自手配）
上記は2018年8月12日時点での旅行代金を算出しており、予告なしに変更する場合がございます。また、本資料は
プログラム内容のご案内となりますので、ツアー詳細は別途、旅行企画・実施会社のご案内をご確認ください。
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日程表
DAY 1 | 10月24日 水曜日
・17：00
・17：30
・18：00
・19：00
・21：00

DAY 3 | 10月26日 金曜日

深セン市内ホテルロビー集合
オリエンテーション
講演 企業イノベーションの展望
歓迎夕食会
Day1終了（深セン泊）

・08：00
・09：00
・11：30
・13：00
・16：00
・19：00

ホテルロビー集合
企業訪問4:テンセント
昼食
企業訪問5:易尚展示 / ESUN
企業訪問6:大族激光 / ハンズ・レーザー
懇親夕食会

・21：10

Day3終了（深セン泊）

DAY 2 | 10月25日 木曜日

DAY 4 | 10月27日 土曜日

・08：00
・09：00
・11：30
・14：00
・16：30
・19：00

ホテルロビー集合
企業訪問1：華為 / ファーウェイ
昼食
企業訪問2：平安保険
企業訪問3：大疆 / DJI
懇親夕食会

・21：00

Day2終了（深セン泊）

・08：00
・08：30

ホテルロビー集合
市内観光：無人コンビニ百鮮GO
盒馬鮮生（生鮮スーパー）
深セン空港到着予定

・11：00

※深圳空港発の午前10時、または香港国際空港発の午後
1時の便にご搭乗されるお客様は、朝ホテルロビー集合
後、そのまま空港に移動予定

※視察先企業の都合により、訪問順番の変更や、場合よって、訪問先の中止・変更の可能性があることを予めご了承下さい。

【参考】運航スケジュール（詳細は旅行会社、または各航空会社にお問合せ下さい。）
⚫ 東京発
全日空 ANA859

東京羽田空港

08:50

→

香港国際空港

12:25

全日空 NH6608
⚫ 関西発

深圳空港

13:00

→

東京成田空港

18:30

CX 567

関西国際空港

09:20

→

香港国際空港

12:20

CZ 8425

深圳空港

10:00

→

関西国際空港

14:30

※CX：キャセイパシフィック航空、CZ：中国南方航空
⚫ 九州発
UO601

福岡空港

12:55

→

香港国際空港

15:35

UO638

香港国際空港

13:05

→

福岡空港

17:25

MU5342

深圳空港

13:00

→

上海浦東国際空港

15:25

MU531

上海浦東国際空港

18:10

→

福岡空港

20:50

UO601

福岡空港

12:55

→

香港国際空港

15:35

(乗り継ぎ便)

※UO：香港エクスプレス航空、MU：中国東方航空
※香港国際空港から深センまでの移動について
香港国際空港より深センのホテルまで貸切バスを手配予定。
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訪問・交流予定企業候補 (1/2)
⚫ 華 為 / ファーウェイ (ICTインフラとスマート端末の世界有数のプロバイダー)
•
•
•

ICT（情報通信）インフラストラクチャとインテリジェント端末を提供する世界有数のプロバ
イダ。スマートフォンの出荷台数は2018年8月にアップルを抜いて世界2位。
1987年に設立された同社は、170以上の国・地域で18万人の従業員を有し、戦略的にあ
えて非上場を貫いている。社員持ち株制度により8万人が株を持っているため、利益が
上がると社員の給料も一気に上がるという仕組みで、社員の結束も強い。
CEO3人が『輪番制』を取っていて、半年でCEOを変えていくユニークな経営体制。

⚫ 騰 訊 / テンセント (中国最大級のインターネット総合サービスプロバイダー)
•
•
•

1988年11月設立、中国最大級のインターネットサービスプロバイダー。無料通話サービ
ス「ウィーチャット」や電子決済サービス「ウィーチャット・ペイ」を展開。
2004年6月16日、香港証券取引所メインボード（株式コード700）に上場を果たす。株式時
価総額はアジア企業ではじめて5000億ドル（約56兆円）を突破し、フェイスブックを抜いて
世界5位。
同社のゲーム事業の収益は世界一であり、任天堂、ソニーをはるかに上回る。

⚫ 大 疆 / ディー・ジェイ・アイ (DJI) (グローバル商業用ドローン業界最大手)
•
•
•

2006年設立、100カ国以上で展開する世界有数のUAV制御システムとドローンソリュー
ションの開発・製造メーカー。
2012年にはカメラを搭載したオールインワン機「Phantom」を発売。現在、商用ドローンで
世界シェアの70％を占める。
2015年、米国の権威あるビジネスマガジン「Fast Company」において、コンシューマエレ
クトロ分野におけるイノベーティブ企業として、Google、Teslaの後に続いて3位を獲得。

⚫ 中国平安保険集団 (中国有数の統合金融サービスプラットフォーム)
•
•

社員13名の小さな保険会社として、1988年深センで創業。わずか30年で中国本土に170
万人以上の職員を抱え、Fortune500で39位を占める総合的な金融グループに発展。
6万人の提携医師を抱え、2億人のユーザーに対し、医薬品の購入、病院の予約、診断
などのサービスを展開するオンライン医療サービス「Ping An Good Doctor」は2018年5月、
香港市場に上場を果たす。

⚫ 大族激光 / ハンズ・レーザー （アジア最大の商業用レーザー会社)
•
•

1996年中国深センに設立された同社は、アジア最大の産業用レーザー加工装置メー
カーで世界トップ3にランクイン。同社は2004年に深セン証券取引所に上場し、世界中に1
万人強の従業員を抱えており、総資産は70億元強（約1,135億円）。
目下、数千人の研究開発チーム、800以上の特許権を保有。

⚫ 易尚展示 / ESUN (展示会場などにおけるディスプレーサービス会社)
•
•

2004年に設立、3Dスキャンプリンター、AR/VR領域の “文化+技術”型のハイテク企業に
成長。ブランド戦略計画、ブランド概念設計、ブランドイメージの宣伝等完全な一体バ
リューチェーンビジネスまで普及。
華為、レノボ、ハイアール、サムスン、マーサラティ、フェラーリなどの世界有名な企業と
の長期提携パートナーでもあり、2015年4月中国深交所中小板に上場。

※視察先企業の都合により、訪問の中止・変更の可能性があることを予めご了承下さい
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訪問・交流予定企業候補 (2/2)
⚫ 柔宇科技 / Royole (世界で最も薄いOLEDディスプレイメーカー)
•
•

2012年にアメリカのシリコンバレー、中国深センと香港で同時に設立され、5年以内に国
内外の有名なベンチャーキャピタル等の6ラウンドの共同出資を受領。2014年、世界初の
薄さ0.01ミリのフルカラー有機ディスプレイを発表。
同社のコア技術は0.01ミリと世界で最も薄く柔軟性のあるカラーディスプレイと新型のフレ
キシブルセンサーなどがあり、既に国内外に2,000件強の知的財産権を保有し、20ヵ国以
上で販売されている。

⚫ 優必選 / UBTECH Robotics (高度なヒューマノイドロボットメーカー)
•

•

2012年に中国で設立された高度なヒューマノイドロボット製造やR&Dに従事するハイテク
企業。工学の専門とソフトウェア開発のエキスパートによって組織され、多くの特許や極
めて価値の高いノウハウを保有し、消費者向けヒューマノイドロボットAlphaシリーズ、
STEM教育知能プログラミングロボット「Jimu」と知能クラウドプラットフォーム商用サービス
ロボット「Cruzr」などの多数の製品を次々と発売。
2018年5月、テンセントから約8.2億ドルのCラウンド出資を受け、企業価値は50億ドルに
達したとされる。

観光予定先
蔚来汽車（NIO）ショールーム

テスラを脅かす低価格EVメーカー。
1回の充電で約500キロの走行が可
能であり、中国での販売価格は760
万円程度。

平安国際金融ビル展望台

高さの約600メーターの深センのラン
ドマーク。上層階に風に対して、反対
方面に重心をかけることで対応する
仕組みが搭載。展望台から都市の全
貌を一望できる。

盒馬鮮生 / フーマーションシェン

店に現金は存在せず、携帯１台で決済が完結。
最短30分で3キロ以内の地域に配送。店員は接
客より、オンラインで入るオーダー端末に集中し、
専門の買物袋をスキャンしてまわっている。

百鮮GO無人コンピニ

WeChatなどを持っていないと入店で
きず、店内の自動販売機はすべて
QRコードで決済。現金の利用は不
可。

華強北（フアチャンベイ）中国一、世界有数の電気街

深セン福田区に位置し、その前身はエレクトロニクス、電気通信、
電気製品の生産を中心とする工業地域で、40以上の工場が集
中していた。経済発展に伴い機能が変化し、現在は秋葉原の30
倍の規模で1万店を超える電子関連の店舗が軒を連ね、世界中
から集まるバイヤーで賑わう。24時間営業の店舗も多数ある。

※視察先企業の都合により、訪問の中止・変更の可能性があることを予めご了承下さい
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主要同行メンバー
現地責任者
英途国際商業交流機構創業者、兼COO
張 磊 （チョウ ライ）Eric Zhang
中国著名メディアである「中国企業家」、「中国ニュース週刊」、「北京日報」などのメディア
会社での勤務を経て、2012英途国際商業交流機構を設立。現在、英途のCOOとして、商
品の企画・オペレーションを統括。現在海外視察の分野を、移動医療、精密医療、インタ
ーネット金融、AI・IoTまで拡大し、国別では、アメリカ、イスラエル、インド、日本など、各
国の協会、投資機構と幅広いネットワークを構築。
学歴：中国人民大学ニュース伝播学科卒業
言語：英語、中国語

通訳・視察同行者 （東京羽田－香港－深センホテル、深セン空港－東京羽田）
日中同時通訳、ビジネス視察・ビジネス交渉等通訳
雷 蕾（レイ レイ） Lei Lei
中国四川省生まれ、12年前に来日。日本貿易振興機構の北京駐在員事務所（中国地方
都市投資及び事業環境調査を担当）、野村證券東京投資銀行部（アジア太平洋・中東に
おける株式、債券の発行及びその他のファイナンス事業を担当）、ネクソン（ゲーム産業M
＆A事業）を経て、2015年シンフロンテラ株式会社（全国旅行業協会正会員）を設立。現在
は、同社のCEO及び株式会社アドベンチャーの独立取締役をも務める。
これまで人工知能、ロボット工学、伝統産業、農業、建設業界、政治家の有名人の専門
家のインタビューなど、多岐に渡る専門分野のカンファレンス通訳者として活躍。高度な
日本語と中国のビジネス習慣への深い理解が要求される大規模なブロックチェーン会議
の同時通訳も担当。金融分野を得意とする。
学歴：中国北京師範大学外国語文学部日本語学科卒業
一橋大学大学院経営修士課程修了
言語：日本語、英語、中国語

【会社概要】
会社名：英途国際商業交流機構 Beijing INTO Global Business Communications Co., Ltd.
代表者：鄧 亜平（共同創業者兼CEO）、張 磊（共同創業者兼COO）
業務内容：グローバル企業視察ツアー、企業IR・PRコンサルティング、社員研修業務等
所在地：
(本社)
中国北京市朝阳区望京阜通大街望京SOHO塔1B座2105，100102
2105B, Tower 1, Wangjing SOHO, Futong street, Wangjing, Chaoyang District，Beijing,100029
(日本連絡事務所)
〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-4菱和パレス大崎駅前1201号室
TEL:03-6420-0566 FAX:03-6420-0538 MAIL: wxh@intoer.com
公式HP：http://intoer.com/en/
※上記同行者は現時点で予定されている要員です。本人の都合、体調により、変更する場合がございますので、予
めご了承下さい。
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視察企画会社 英途社のご紹介
⚫ 英途は、世界最新のビジネストレンドをサポートすべく、中国企業と世界各国の企業が交流できる世界一の
プラットフォームを目指す。
⚫ 2012年の創立以来、各著名企業の経営陣・マネジメント向けに、海外の先端技術とビジネス経営に関する視
察・交流イベントの企画・運営事業に専念。
⚫ アリババ、テンセント、360など、これまで300社以上の企業経営者・ベンチャーキャピタル等投資会社の投資
責任者が英途主催のグローバル交流イベントに参加。交流イベントや企業視察にて企業間の関係構築に貢
献。一部中国企業による海外企業への出資にも寄与している。現在、イギリス、アメリカ、イスラエル、日本に
も事業展開し、幅広いネットワークを保有。
【英途主催のツアーに参加した中国経営者の所属企業一例】

IT・通信会社

投資会社

上場会社
【英途主催の交流ツアーイメージ】
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【お申込み・お問合せ先】
（一次窓口）
• 株式会社クロスボーダープランニング
• 〒162-0023
東京都新宿区西新宿6-10-1
日土地西新宿ビル8階
Tel 03-5325-3036
Fax 03-5325-3037
担当：原
• お申込み及びお問い合わせは以下メールアドレスま
でお願いいたします。
info@cb-planning.com
• お申込み後は主催者側及び担当旅行会社ともにプロ
セスを進めさせていただきます。
クロスボーダープランニングの役割
・ グローバルビジネスマッチングコンサルティング
・ グローバルビジネス支援
・ グローバルチャネル開発
・ M&A支援（海外/日本国内）
・ その他ビジネスコーディネーション、プロデュース各種
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