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Ⅰ. Ⅰ. 第四銀行の中国ビジネスサポートの概要第四銀行の中国ビジネスサポートの概要

◆ 中国ビジネス情報のご提供
（経済、金融、法制、税制、投資環境など）

◆ 中国ビジネススキームのご提案

◆ 中国現地法人設立・運営のサポート

◆ 海外リースのご紹介

◆ 中国商談会のご案内

◆ 貿易実務アドバイスのご提供
（決済方法、為替リスクヘッジ方法など）
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◆ お客様向け貿易勉強会の開催

◆ 上海駐在員事務所の機能活用

Ⅱ. Ⅱ. 上海駐在員事務所の概要上海駐在員事務所の概要

上海駐在員事務所の概要上海駐在員事務所の概要

 （和文）株式会社第四銀行上海駐在員事務所
名称

 （英文）The Daishi Bank,Ltd. Shanghai Representative Office

住所  中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号恒生銀行ビル28階

開設日  平成23年3月10日

人員構成  派遣行員2名、現地スタッフ1名（計3名）

・中国の経済、金融動向の調査及び情報収集

名称
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・同地域の金融機関及び企業等との連絡及び情報収集

・取引先に対する中国進出及び貿易取引に関する情報提供

・その他上記に関連する業務

業務内容
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Ⅲ. Ⅲ. 上海駐在員事務所のロケーション上海駐在員事務所のロケーション

アクセスアクセスアクセスアクセス
○地下鉄○地下鉄22号線「陸家嘴駅」号線「陸家嘴駅」

より徒歩より徒歩88分分
○上海浦東国際空港より、○上海浦東国際空港より、

自動車利用にて約自動車利用にて約4545分、分、
リニアモーターカー･地下鉄リニアモーターカー･地下鉄
利用にて約利用にて約3030分分

○虹橋国際空港より自動車○虹橋国際空港より自動車
利用にて約利用にて約4040分、地下鉄利分、地下鉄利
用にて約用にて約5050分分
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用にて約用にて約5050分分

Ⅳ. Ⅳ. 上海駐在員事務所の活動内容上海駐在員事務所の活動内容

上海駐在員事務所の活動内容上海駐在員事務所の活動内容

１．企業の中国進出支援活動

２．中国ビジネスに関する定期的な情報発信及び顧客ニーズに

合わせたレポート等の作成

３．商談会の開催

４．個別ビジネスマッチングへの対応

５．中国人観光客の新潟への誘致活動支援

６ 中国進出県内企業への各種情報提供
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６．中国進出県内企業への各種情報提供

７．地域の観光パンフレットや物産品の事務所内での展示

８．顧客の現地視察等アテンド対応

９．商工会・業界団体等訪中団の受入
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Ⅴ. Ⅴ. 上海駐在員事務所の機能活用による中国ビジネスサービス体制上海駐在員事務所の機能活用による中国ビジネスサービス体制

証券国際部証券国際部

上上 海海
駐駐 在在 員員 事事 務務 所所

新潟県の新潟県の
中国進出企業中国進出企業連携による

お客様の
中国ビジネス

情報発信

現地法人等設立
やオペレーション
に関するサポート
（現地業者紹介

等）証券国際部証券国際部

他行駐在員事務所他行駐在員事務所
中国行政機関中国行政機関

中国バイヤーなど中国バイヤーなど

中国ビジネス
に関する

情報収集・発信 リレーション

フォロー

情報発信

企 画
情
報
発
信

貿易貿易
サポサポ
ートート

等）
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★ 中国商談会の開催 ★

中国バイヤーへの売り込み
中国の日系企業同士のマッチング

中国からの部材・部品調達 など

中国販路拡大サポート中国販路拡大サポート

お客様お客様 ママ ッッ チチ ンン ググ

Ⅵ. Ⅵ. 中国ビジネスサポート体制のフロー図中国ビジネスサポート体制のフロー図

上上
証
券
証
券

＜中＜中 国＞国＞＜日＜日 本＞本＞

①①
中国ビジネス中国ビジネス

②②
調査・面談調査・面談

③③
現地情報提供、現地情報提供、

帯同訪問帯同訪問

中国現地法人の設立中国現地法人の設立
,,会計・税務サポート会計・税務サポート上上

海海
駐駐
在在
員員
事事
務務
所所

おお

客客

様様

券
国
際
部
［
地
区
担
当
制

券
国
際
部
［
地
区
担
当
制

営営

業業

店店

に関するに関する
相談・面談依頼相談・面談依頼

調査 面談調査 面談
依頼依頼

現地情報提供、現地情報提供、
調査・面談の依頼調査・面談の依頼

④④
各種情報・各種情報・
提案の提供提案の提供

⑥⑥ご回答ご回答 ⑤⑤
各種情報・各種情報・
提案の提供提案の提供

お客様のお客様の
中国ご出張中国ご出張
にあわせたにあわせた
サポートサポート

（アテンド等）（アテンド等）

にあわせたコンサルにあわせたコンサル
ティング会社の紹介ティング会社の紹介

商工会・業界商工会・業界

8

制
］
制
］

提案の提供提案の提供提案の提供提案の提供

★ ネットワーク ★
新潟県、NICO、ジェトロ

三菱UFJリースなど
中国派遣経験者3名

会 業界会 業界
団体等訪中団団体等訪中団

の受入れの受入れ

★ ネットワーク ★
各市政府の投資窓口
他行駐在員事務所
不動産業者など
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中国駐在員事務所設立サポート編中国駐在員事務所設立サポート編

Ⅶ. Ⅶ. 中国ビジネスサポートのイメージ中国ビジネスサポートのイメージ ～～ ①①

● 将来的な中国市場販路拡大のための現地情報収集や提携先の選定を行う

ため、中国に駐在員事務所の設立を検討している。

お客様の
ニーズ･ ため、中国に駐在員事務所の設立を検討している。

●海外進出ノウハウがなく各種のアドバイスが必要。
課題

● 上海駐在員事務所を活用して、以下のサポートを実施。
・駐在員事務所設立の事務手続きに関する情報提供。
・現地コンサルティング会社を紹介し、設立手続を行う。
・現地不動産会社を紹介し、事務所及び駐在員の物件確保をサポート。

課題解決
に向けた
当行の

9

・内装業者及びOA業者を紹介し、駐在員事務所の内装工事及びネット環境
の整備をサポート。

・人材派遣会社を紹介し、現地スタッフの確保をサポート。

当行の
提案・活動

中国現地法人設立・経営サポート編中国現地法人設立・経営サポート編

Ⅶ. Ⅶ. 中国ビジネスサポートのイメージ中国ビジネスサポートのイメージ ～～ ②②

● 中国への飲食業展開を検討している。
● 海外進出ノウハウがなくまた中国人の食に関する嗜好がよく分からないため、

お客様の
ニーズ･
課題

食 、
各種のアドバイスが必要である。課題

● 上海駐在員事務所を活用して、以下のサポートを実施。
・上海現地の飲食店に関する市場特性等を調査したレポートの作成。
・上海現地で各種飲食店へのアテンドにより市場調査をサポート。
・上海の不動産会社を紹介、候補物件の地域特性などアドバイス。
・現地法人設立のためのコンサルティング会社を紹介。

課題解決
に向けた
当行の

10

現 法 設 ィ 会社を紹介。
・現地の食材調達先を紹介。
・上海での口座開設手続きをサポート。
・上海新潟県人会を通じて開店の紹介とアピール支援。

提案・活動
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Ⅶ. Ⅶ. 中国ビジネスサポートイメージ中国ビジネスサポートイメージ ～～ ③③

お客様の
ニーズ・

課題

新規貿易先サポート編（輸出）新規貿易先サポート編（輸出）

● 中国へ産業機械を輸出することを検討している。
● 中国企業との接点がなく、どのように販路拡大していけばよいか苦慮している。課題

課題解決
に向けた
当行の

● 中国企業との接点がなく、どのよう 販路拡大して けばよ か苦慮して る。

●上海駐在員事務所を活用して、以下のサポートを実施。
・日中ものづくり商談会＠上海など現地商談会を紹介。
・商談会現地サポートを実施。
・商談会でマッチングした先との商談にあたり、通訳の手配サポート及び貿易
条件等交渉にあたっての留意事項等アドバイス。

● 証券国際部に 以 サポ トを実施

11

提案・活動 ● 証券国際部にて、以下のサポートを実施。
・貿易担当者の方に「LCを利用した輸出の流れ」についての説明を実施。
・新規輸出にあたって「通関業者」を紹介。
・企業全体での貿易実務レベルアップのため「個社別勉強会」を開催。

新規貿易先サポート編（輸入）新規貿易先サポート編（輸入）

Ⅶ. Ⅶ. 中国ビジネスサポートイメージ中国ビジネスサポートイメージ ～～ ④④

お客様の
ニーズ･
課題

● 当社は自社工場で繊維加工品を製造し、 国内販売しているが、工員の高齢
化や価格競争力低下への対応として、中国からの輸入を検討している。

● 輸入を開始するにあたり、中国の業者を探したいが、どのように探したらよい
課題

課題解決
に向けた
当行の

● 輸入を開始するにあたり、中国の業者を探した が、どのように探したらよ
か分からず苦慮している。

●また、直接貿易にあたっての貿易実務に精通しておらず、手続面に不安がある。

●上海駐在員事務所を活用して、以下のサポートを実施。
・中国現地で開催されている繊維加工品関連の商談会を紹介し、商談会視察
にアテンド。

・商談会でマッチングした先との商談にあたり、通訳の手配サポート及び貿易
条件等交渉にあたっての留意事項等アドバイス実施。

ポ
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当行の
提案・活動

●証券国際部にて、以下のサポートを実施。
・当社全体での貿易実務レベルアップのため「個社別勉強会」を開催。
・新規輸入にあたって「通関業者」を紹介。
・中国との取引に際して、「中国の法規制、税制、資金決済などの情報」を提供。
・ 「為替リスクヘッジ方法」についてのアドバイスを実施。
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ご清聴大変有難うございました。ご清聴大変有難うございました。ご清聴大変有難うございました。ご清聴大変有難うございました。

中国ビジネスに関するご質問・ご要望事項がございましたらお気軽に証券国際部 国際営業
企画室 までご連絡下さい
中国ビジネスに関するご質問・ご要望事項がございましたらお気軽に証券国際部 国際営業
企画室 までご連絡下さい企画室 までご連絡下さい。企画室 までご連絡下さい。

証券国際部 国際営業企画室

ＴＥＬ： 025－（229）－8118
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当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に
関しては、すべて御自身でご判断下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報
に基づいて作成されていますが、その正確性を保証するものではありません。内容は予告なしに変更することがあり
ますので、予めご了承下さい。
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