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ベトナム ITO コンファレンス 

開催のお知らせ 
 

 

拝啓 酷暑の候 皆様におかれましてはますますご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。 

 

さてこのたび、組織委員会を代表して第3回べトナムITOコンファレンスをホーチミン市2019年10月に開催する運びとなりました

のでご案内申し上げます。 

 

人口の黄金期に入っていく、特にITソフトウェア業界で才能に溢れている経済急成長中のベトナムはアジアの新技術拠点になって

い        ます。この5年間で、ベトナムは「アジア太平洋地域におけるIT業界サービスの発注先のトップ」と評価され、下記のようなトップ

リストに        登場しました。 

・APACのグローバルアウトソーシング先のTop6 

Gartner (2016) 

・一流のBPOサービスの１

つCushman & Wakefield 

(2016) 

・STEM卒業生が最も多い国のTop10 

世界経済フォーラム（WEF）による2015年128ヵ国の調査（出典：Forbes） 

・Quang Trungソフトウェアシティ （QTSC）はアジア在ハイテク８団地中で第

3位KPMGの調査結果（2017） 

・もっとも革新的な経済ランキングで初の世界

Top60 Bloombergイノベーションインデックス

（2019） 

・グ ローバルイノベーションインデッ クス（GII）ランキングで第45位 

WIPO（世界知的所有権機関）による2018年ランキング（過去10年での

最高位） 

これらの成果は、ベトナムのITコミュニティのみならず、ベトナム政府による多大な努力と奨励活動の力添えもあり、達成する

ことが出来ました。 

世界中からの参加者100名以上を誘致したベトナムITOコンファレンス2017及び2015の成功を引き継ぎ、ベトナムITOコンファレンス 

2019は「イノベーションの新たな目的地はベトナム」を主題としてホーチミン市で10月23日～25日まで開催されることになりました。       

フィンテック／自動車／eコマース／BPO／ハイテク農業／イノベーション（AI/ML・ブロックチェーン・ビッグデータ・IoT）／デジタル

トランス   フォーメーション／テクノロジー人材などといった業界で1000以上のビジネスマッチング及びベトナムソリューション

提供企業約100社の参加を見込んで、｢日本／韓国／シンガポールの各国｣をテーマにしてパビリオンを建設した今回のコンファレ

ンスはベトナム企業が   自社の製品・サービス・ITソリューション（アウトソーシングのみならず、ハードウェア・ソフトウェアも含

む）なども紹介できるプラット 

フォームを作り上げることを目指します。このイベントは、世界中の買い手と売り手が、ビジネスのテーマやカテゴリの枠組

みで繋がり、新たなビジネスチャンスを発見する絶好の場となるでしょう。 

さらに今年は、ベトナムが持つ潜在的なイノベーション能力のアピールだけでなく、「メイド・イン・ベトナム」のテックソリューション

を実際にご覧いただけます。 

 

今回のVietnam ITO Conference2019はコンファレンス・パネルディスカッション・展示会・ビジネスマッチング・ガラディナー・Quang Trungソフ

トウェ            アシティ（QTSC）企業訪問・市内観光ツアー等の様々な活動を通して、ベトナムICT産業の完璧な全体像をご覧にい

れます。参加者の皆様のビジネス拡大のチャンスを最大化できるよう、主催者一同努めてまいりますので、是非とも皆様にご参

加いただきたく存じます。 

 

詳細情報は添付ファイル又は「http://vnito2019.vnito.org」リンクをご参照ください。 

なお、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記の窓口までお問い合わせください。 

■ 担 当 ：Nga Nguyen（Ms.) Tel：(+84) 987 036 398 - (+84) 8888 77 602 Email：contact@vnito.org. 

 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げておりま

す。敬具 

 

 

 

 

2019年ベトナムITOコンファレンス 組織委員会 
 

http://vnito2019.vnito.org/
mailto:contact@vnito.org
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イベント概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】ベトナム ITO コンファレンス 2019 はベトナム IT 企業の見込み顧客の皆様及び海外の顧客の皆様 に

チケットを「無料」で提供致します。詳細は連絡先までお問い合わせください。 

会期及び会場 会期：2019年10月23日～25日 

会場：Tan Son Nhat ホテル、Hoang Van Thu通り 202号、9丁目、Phu Nhuan区、ホーチミン市、ベト

ナム 

運営委員会 ホーチミン市人民委員会 

主催 ホーチミン市貿易投資促進センター（ITPC）  

Quang Trungソフトウェアシティ（QTSC） 

      ベトナム IT アウトソーシングアライアンス（VNITO アライアンス） 

トピック  

フィンテッ

ク 

 

自 動 車     

 

eコマース 

 
BPO 
 

ハイテク農業 

 

イノベーション（AI/ML・ブロックチェーン・ビッグデータ・IoT） 

 

テクノロジー人材 

 

デジタルトランスフォーメーション 

 

カントリーパビリオン（日本／韓国／シンガポールなど） 

 

出席するべき方は誰か？ 
 

このイベントはベトナムの活発なイノベーション及びテクノロジー状況について深い理解を提供するの

みなら ず、次のデジタル化戦略及びポストデジタル化戦略に適切なパートナーを探しやすくすること

を目指します。具体的に、以下のような方々のご参加を想定しておりますが、これに当てはまらない

方々にとっても有意義なイ ベントとなっております。 

  

•ベトナムにおける ITO／BPO ソリューションをお求めになりたいイノベーター企業 

•革新的な製品及びソリューションの販売を行いたいソリューションプロバイダー 

•競争優位性を高めるため新技術の事例をお求めの皆様 

•ネットワーキング／ビジネスマッチングの効果的なプラットフォームをお求めの起業家および技術者 

皆様が得るものは何か？ 

 

• ITサービスプロバイダー100社以上が参加するトップテックイベント。幅広い顧客及び関心のある方との議

論、ビジネスマッチング。 
• 最新技術動向及びイノベーションアイデアについての議論に参加できる 
• パートナーシップ関係を構築し、志を共にするプロフェッショナルと出会う。 

• 専門家から学習することにより創造力を高める。 

 



 

アジェンダ 
時間 プログラム 

日付：2019 年 10 月 23 日（水） 

会場：ホーチミン市 

17:00 – 20:30  ウェルカムドリンク 

日付：2019 年 10 月 24 日（木） 

会場：Tan Son Nhat ホテル、Hoang Van Thu 通り 202 号、9 丁目、Phu Nhuan 区、ホーチミン市、ベ

トナム 

08:00 – 09:00 登録 

09:00 – 09:30 開幕 - オープニングメッセージ 

09:30 – 10:00 セッション♯01：ベトナムテクノロジーの現状 

10:00 – 10:30 セッション♯02：ベトナムでイノベーション及びデジタル化がどのように促進されるか？ 

10:30 – 10:45 休憩 

10:45 –12:00 

 

 

討論会♯01：イノベーション（AI/ML・ ブロックチェーン・ビッグデータ・IoT） 

AI、ブロックチェーン、ビッグデータ、IOT 等の分野で 

イノベーションの最前線にあるベトナム IT 企業はこの 

チャレンジの機会をより多く獲得する覚悟をすべきか。 

 

12:00 – 13:30 ランチビュッフェ 

13:30 – 15:00 
 

討論会♯02：デジタルトランスフォーメーション 

デジタルトランスフォーメーションは世界中でブ

ームとなっているが、この新時代の中でベトナム

企業がその推進役となり、変化を推し進めるため

に何をすべきか。 

討論会♯03：テクノロジー人材 

ベトナム IT 業界での人的資源の能力。IT 要員及

び教育システムの評価。優秀な IT チームの採用・

育成・  トレーニング・維持におけるベストプラ

クティス。 

ビジネスマッチング 

15:00 – 15:30 休憩 

15:30 – 17:00 討論会♯04：日本市場 

- ベトナム - 日本の協力関係を強化する

方法 

日本とベトナムのパートナーにとって最良のビジ

ネスモデルおよび新しい協力イニシアチブ。 

討論会♯05: 韓国とベトナム Win-Win  

- どのようにして韓国のハイテク企業が

ベトナムのIT企業と協力を得ることが

できるだろうか。 

- 韓国の新しい技術でベトナムの企業が

これまでに抱えていた問題を解決し、

競争力を高めるために利用できる。 

ビジネスマッチング 

18:00 – 21:00 ガラディナー 

日付：2019年10月25日（金） 

08:00 – 11:30 ベトナムトップIT企業への訪問 

13:30 – 16:30 Quang Trungソフト・ウェア・シティ（QTSC）への訪問 

 

参加申込 
 

 



 

スポンサー Sponsorship Levels & Benefitsをご参照ください。 

展示会カウンター・ 
技術ソリューションの紹介 

（10 付加価値税抜） 

 

10.000.000 VND/カウンター 

• 技術ソリューション紹介エリア内にあるカウンター×1（2m×2m） 
• 基本的な装飾を提供します。（背景、デスク×1、チェア×2、ウォーター

ボトル×2、電気プラグイン×1） 

• 早期にご予約いただくと、料金が 割引になります。 

 

見込み客との 
ビジネスマッチング 

（10 付加価値税抜） 

 

10.000.000 VND/デスク 

• ビジネスマッチングエリア内にあるデスク×1+チェア×6+卓上看板

×1 

• 見込みのお客様と面談するため、まずサービスプロバイダーはデスクを予

約します。主催者はその登録要望に     従いミーティングスロットを

調整します。 

• 早期にご予約いただくと、料金が 割引になります。 

コンファレンス進行中の
広告 

（10 付加価値税抜） 

 

VNITOメンバーシップブックレット 

（印刷版） 

3.000.000 VND/ページ/言語 

 

VNITOコンファレンスガイド

（印刷版＆オンライン版） 

VND 5.000.000 VND/ページ 

 

コンファレンス入場料 
海外の見込み顧客の皆様、特別に招待された見込み

顧客の皆様、主催者から招待された皆様には無料の

参加チケットを 差し上げます！ 

 
 

ウェルカムドリンク メインコンファレンス 

500.000 VND・1 チケット 通常チケット VIP チケット 

 1.000.000 VND/1 チケット 
通常チェックイン 
通常席 
ランチビュッフェあり 
ガラディナーなし 
ギフト券なし 
コンファレンスガイド (ソフトコピー) 

2.000.000 VND/1 チケット 
VIP チェックイン 
VIP 席 
ランチブッフェあり 
ガラディナーあり 
ギフト券あり 
コンファレンスガイド（ハードコピー） 

 
早期予約限定の特別価格（2019年7月31日まで） 

• 1~3チケットの予約：10 割引 

• 4~10チケットの予約：15 割引 

•11チケット以上の予約：20 割引 

連絡先 

ホットライン：(+84) 8888 77 602 (Ms. Nga Nguyen)、(+84) 8888 77 584 (Ms. Tam Pham) 

Zalo：(+84) 987036398 (Ms. Nga Nguyen) Skype/Viber/Whatsapp：(+84)909863349 (Ms. Tam Pham) 



 

E メール：contact@vnito.org 

ホ ー ム ペ ー ジ ：vnito2019.vnito.org 

Facebook/Twitter/LinkedIn/Youtube：VNITO Alliance 

 

mailto:contact@vnito.org

