
日本・ベトナム環境ウィーク
出展募集要項

～オンライン展示／ビジネスマッチング参加募集～

ベトナム国中央省庁・地方自治体、現地企業、現地進出本邦企業などが一堂に会し、

政策潮流・現地ニーズ・市場動向等、環境ビジネスに有益な情報がつかめるオンラインイベント

2021年12月14日(火) ～27日(月)

2021年11月8日（月）より出展受付開始！

【主催】 日本国環境省（MOEJ）、ベトナム社会主義共和国天然資源・環境省（MONRE）

【参加者】 ベトナム中央省庁・地方自治体、現地企業、現地進出本邦企業など、1,000名以上の規模を想定
＊2020年度インドネシア環境ウィーク（オンライン）実績：参加者1068名

⚫ 気候変動緩和・適応、廃棄物管理・リサイクル、大気汚染、水環境保全、浄化
槽、クリーンエネルギー、スマートシティ、水銀、海洋プラスチック、水素関
連、ESG投資・金融・保険・環境ファイナンス等に関わるサービスの提供及び
これらのサービス提供に必要な施設建設、機器（システムを含む）の販売

⚫ 上記分野に関する調査・コンサルティング等の事業及びこれらに関する技術・
ノウハウの提供

出展資格 ※以下３点を全て満たす団体

◆オンライン展示ブース及びセミナー会場への来場者（ベトナムからの参加者が多数と想定
されています）からのチャットメッセージ・メール・オンライン面談機能を通じた商談・
相談依頼にご対応いただける日本企業、日本企業の代理店、日本の地方自治体や業界団体
等（日本企業を親会社に持つ現地企業等も含む）。

◆環境ビジネスの分野において、既にベトナムでの実績があるまたは今後ベトナム市場への
進出を検討している日本企業等。（展示内容は、ベトナムにおける環境ソリューションの
普及・振興に資するものとする。）

◆環境省環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の会員。
非会員の出展については、会員登録をいただく必要があります。
ご希望の方は以下URLよりご入会ください。 https://www.oecc.or.jp/jprsi/registration/

出展費用：無料
※環境ウィークウェブサイト内、オンライン展示ブースの設置については無料。ただし、
ブース内に掲載するコンテンツにかかる経費（動画・カタログ作成等）、出展者が独自に手
配する説明員、相談・通訳等の人件費等は出展者でのご負担となります。
※オンライン展示ブース内での販売行為は認められておりません。

出展
分野

出展申込 ※以下URLまたはQRコードより必要事項をご入力ください

https://forms.office.com/r/S8MU2YgdKg

出展申込締切：2021年11月15日（金）17時
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近年、パリ協定や持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた機運の高まりを受け、
環境保全への取組強化が世界的な課題となっています。ベトナムにおいても環境保全
対策の意欲が高まっており、同国における環境ソリューションの推進・普及を目的と
して、日本国環境省（MOEJ）及びベトナム社会主義共和国天然資源・環境省（MONRE）
は、共同で「日本・ベトナム環境ウィーク」を実施します。

【主催】 日本国環境省（MOEJ）、ベトナム社会主義共和国天然資源・環境省（MONRE）

【後援（予定）】 在日本ベトナム大使館、国際協力機構（JICA）ベトナム事務所、日本貿
易振興機構（JETRO）ホーチミン事務所、ベトナム日本商工会議所（JCCI）、ホーチミン日
本商工会議所（JCCH）、ダナン日本商工会議所（JCCID）、ベトナム商工会議所（VCCI）、
ベトナムビジネスフォーラム（VBF）、他

【参加者】 ベトナム中央省庁・地方自治体、現地企業、現地進出本邦企業など、1,000
名以上の規模を想定
＊2020年度インドネシア環境ウィーク（オンライン）実績：参加者1068名

【言語】 英・越・（日）
※海外からの来場者が多いことが予想されております。
※オンライン展示・ビジネスマッチングに係る通訳のご用意はございません

本イベントでは、両国の民間企業や行政官等を対象に、最新の環境政策・市場動向
と環境ソリューション（環境技術等）巡るニーズ・シーズを議論する「環境インフラ
技術セミナー」と、環境ソリューションに関心を持つ両国関係者をつなぎ、商談・相
談の機会を創出する、オンライン展示／ビジネスマッチングを開催。民間企業等によ
る環境ビジネス促進を通じて、ベトナムの環境保全の取組へ貢献します。

日本・ベトナム環境ウィークでは、民間の投
資促進・官民連携を主要なテーマの一つとして
取り上げる予定です。

環境技術・環境ビジネスに
関わる企業のみなさまへ

開催概要

企業・団体の皆様におかれましては、国際潮流及びベトナムの政策、現地ニーズ、
市場等について理解を深めるとともに、自社の技術・ノウハウを紹介し、ベトナム
の政府や地方自治体の担当官、民間企業と交流する場として本イベントをご活用い
ただきたく存じております。
オンライン展示／ビジネスマッチングに奮ってご応募ください。
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お申込内容が本イベントの主旨に反すると判断される場合など、出展をお断りする
場合があります。あらかじめご承知おきください。



開催方法

＜日・ベトナム環境ウィークウェブサイトコンテンツの紹介（イメージ）＞

セミナー会場（日・英）
※外部サイトEventHub内

11月16日（火）にEvent Hubの招待メー
ルを出展申込時ご入力いただいた各担
当者様へお送りいたします。
招待メールより、各自Event Hub利用登
録を行ってください。
なお、迷惑メール振分防止のために、
以下のアドレスの受信設定をお願いい
たします。
①事務局アドレス：

vietnam-jw-sec@oecc.or.jp
②Event Hub招待メールアドレス：

no-reply@eventhub.jp

オンライン出展ブース（英のみ）
[ビジネスマッチング会場]
ブース内の展示内容（企業情報・技術／
サービス情報）については、出展申込完
了メールに添付される詳細をご確認くだ
さい。

事前に展示内容をご準備をいただくこと
で展示内容のご登録をスムーズに行って
いただくことが可能となります。

展示ブースへの入力開始時期、内容につ
いては4-6ページを合わせてご確認くださ
い。

トップページ
各種ページへの誘導、参加登録、問い合わせ、出展ブース編集用ログイン
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イベント概要（日・英）
イベントの概要、プログラム、資料・動画の掲示、セミナー会場
（EventHub）の使い方のご案内等

②①



オンライン出展／ビジネスマッチングスケジュール（予定）

2021年11月8日（月） 出展申込開始（JPRSI既存会員のみ）

2021年11月15日（月）
17:00まで

会員出展申込締切（出展内容は申込時点での想定で結構です）

2021年11月16日（火） 出展企業・団体へセミナー会場（EventHub）の招待メール送付

2021年11月25日（木） 出展者説明会（新規入会会員の出展申込締切）

2021年11月25日（木）
～12月3日（金）

オンライン展示内容作成期間
※ 出展企業・団体の紹介および出展担当者プロフィール等のコン
テンツのアップロードを行っていただきます。
※ 出展ブース内での来場者との交流機能については、特設サイトの
開設期間（2021 年 12月 15 日～12月 17 日までを予定）に利用可能
です。

12月3日（金） オンライン出展内容作成 第一次締切

2021年12月6日（月）
～12月10日（金）

出展企業・団体の出展内容準備状況確認（事務局）
※情報の過不足等、事務局より連絡する場合がございます。
※この期間中、情報の追加は随時可能です。

2021年12月10日（金） コンテンツの追加アップロード最終締切

2021年12月14～27日

14日 日・ベトナム環境ウィークウェブサイト
オンライン展示オープン

15日 日越政策対話（非公開）・セミナー・ビジネスマッチング開催
16日 セミナー・ビジネスマッチング開催
17日 セミナー・ビジネスマッチング開催
※ビジネスマッチングとは、来場者と双方向でチャット・メール・オ
ンライン（Zoom）相談・商談を通じ交流をいただくことで、ビジネス
の機会を創出する場のことです。

18-27日 オンライン展示期間

会期までのスケジュール

【出展に関するお問合せ先】
ビジネスマッチング／展示担当：マラビーニ、永黒
メールアドレス： vietnam-jw-sec@oecc.or.jp 

出展者説明会実施
ご出展者様向け説明会を開催します。（出展ページの作成方法等を説明予定）

日時：11月25日（木）14:00～
Zoom link：https://bit.ly/3mQc1df

※Zoomにて開催します。
※説明会後、収録映像を共有予定です。ご参加いただけない場合は、
展示内容作成の前に必ず説明会動画を参照ください。
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https://bit.ly/3mQc1df


ログイン手続き

②セミナー会場（日・英）
※外部サイトEventHub内

①オンライン出展ブース
[ビジネスマッチング会場]
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11/25 オンライン出展ブースの
IDとPW記載メール送付

11/16 EventHubへの招待メール送付

同意して参加

８文字以上
英数記号を組合せて
パスワードを設定

日本・ベトナム環境ウィーク サイトへのご招待

日本・ベトナム環境ウィーク サイトログインページのご案内

ログインページ
案内メール送付

ログイン後、
ホーム画面
URLをブックマーク

IDとパスワードは
事務局が設定
※変更不可

トップページより
ログイン

！混同注意！

IDとパスワードは以下の2種類管理いただ
きます。
①オンライン出展ブース
（ビジネスマッチング会場）

②セミナー会場



オンライン出展準備

＜出展申込後にご準備いただきたいコンテンツ（動画・資料など）イメージ＞

申込完了メールにエクセルフォーム（Website入力情報）が添付されますので、WEB登録
に必要な事項を11/25日（木）までにご準備ください。

6/6

出展者様にやってほしいこ
と

①

②

③

①企業／団体概要
英語2,000字以内

②企業／団体イメージ
PNG、JPG、GIF、5MB以内

③YouTube動画
YouTubeに登録した動画URL
（複数登録可）

④

④企業／団体ロゴ
出展者リスト掲載用
PNG、JPG、GIF、5MB以内

⑥

⑥技術イメージ
PNG、JPG、GIF、5MB以内

⑦技術紹介文
- 概要（英文200字以内）
- 目的（英文1,000字以内）
- 特徴（英文1,000字以内）
- 効果（英文1,000字以内）
- 展開実績（英文1,000字以内）

⑤
⑤企業コメント
出展企業一覧掲載用、２～３行の
企業紹介文 (英文500文字以内)

⑦

⑧PDFカタログ（英語）
※任意

イメージ図 イメージ図



日本国環境省（MOEJ）・ベトナム社会主義

共和国天然資源・環境省（MONRE）が共同

主催するイベント「日本・ベトナム環境

ウィーク」で、環境保全とその技術に関心を

持つ民間企業や行政官等を対象に、自社の保

有する環境技術／サービス（コンサルテー

ションなどを含む）をオンラインでPRいた

だける企業・団体様を募集します。

日時

◆12月16日(木)・17日(金)

※いずれか又は両日開催見込み。
変更の可能性もあります。

ランチタイムなどを利用して多
くの方に聴講いただける場をご
用意いたします。

プレゼン対象

◆ ベトナム中央政府関係者
◆ ベトナム地方自治体関係者
◆ 日本・ベトナム民間企業

応募条件

◆ オンライン出展／ビジネス
マッチング参加企業限定

ベトナム中央省庁・地方自治体、現地企業、現地進出本邦企業な
どが一堂に会し、国際潮流・ベトナム政策・現地ニーズ・市場等、

最新情報があふれるオンラインイベントにて
御社の環境技術を周知する絶好のPR機会です。

是非ご活用ください！

オンライン出展
／ビジネスマッチング
出展申込フォーム

費用

◆ 無料

環境ソリューションPR
@日本・ベトナム環境ウィーク

内容

◆ 技術・ノウハウ紹介、環境ソリュー
ション解説、政府関係者・民間企業
へのPR など

◆ 各社5～10分予定

※申込締切後決定

申込は、出展申込フォーム内
「プレゼン希望」への

チェック✓にてお願いします。
（出展申込URL）https://forms.office.com/r/S8MU2YgdKg

など

発表言語

◆ 英語もしくはベトナム語
※日本語での発表が必須の場合には

事務局へご相談ください。

募集
ご案内

https://forms.office.com/r/S8MU2YgdKg

