羅先経済特区の国際貿易フェア、投資機会
と経済環境を巡る
2018 年 8 月 18-23 日
5 泊６日
延吉 | 図門 | 圏河/元汀 | 羅津 | 先峰 | ピファ島 | 琿春| 延吉

すぐにプログラムを更新します、興味があればお問い合わせください。

*Note: これはツアー会社によって行われるツアーではありません。 ツアー会社は観光活動に限定されて
おり、政府と DPRK のビジネス関係者との会合はできません。 これは、朝鮮民主主義人民共和国のビジ

ネスマンとの独特な交流や、投資や貿易関連のイベントへの特別なアクセス、現場訪問を含む公式の代
表団訪問です。 これは観光ビザでは不可能です。

概要
マイケル・スパバが率いるこの貿易・投資開発視察は、朝鮮の羅先経済特区と中国
側で現在の経済環境と様々なビジネスチャンスを探るものです。この視察では、羅
津市で行われる第 8 回 2018 年羅先国際貿易フェア（RITE）に参加します。また、
この地域のユニークな性格や魅力を体験しながら、外国の専門家や朝鮮、中国のビ
ジネスマン、政府関係者と会い、セミナーや会議にも出席します。
また、中朝境界の文化拠点や料理を味わい、図門トライアングルと呼ばれる経済圏
の現状や政治、歴史について学びます。
Pektu Cultural Exchange は過去 6 年間 RITE に参加しています。私たちは、長年に
わたる経済特区での共同プロジェクトにより、羅先政府のパートナーやステークホ
ルダーと深い関係を築いています。私たちが携わってきた共同プロジェクトには、
経済調査、事業紹介、環境調査、エコツーリズム、投資セミナーの開催、情報交換
プロジェクトなどがあります。

申し込む

問い合わせ

contact@PaektuCulturalExchange.org | Phone: +86 156-9898-1948

Government officials and participants at the Opening Ceremonies of the Rason International Trade Exhibition 2017,
Rason Exhibition House (Paektu Cultural Exchange)

A

trade fair booth selling and exhibiting their seafood products to domestic and international buyers at the Rason
International Trade Fair 2017 (Paektu Cultural Exchange).

日程

土曜日,８月１７日 – 水曜日８月２３日, 2018 年 – (5 泊６日)

✪ 8 月 18 日早朝、吉林省延吉から中国を出発します。 8 月 17 日に出発前のブリーフィング、講
演、セミナーが行われます（登録された参加者には特定の場所と時間が送られます）。このプログ
ラムは 8 月 23 日に中国の延吉で終了します。

Day 0:
•
•
•
•
•
•
•
•

金曜日８月１７日, 2018
延吉西市場を散策
昼食-延辺式冷麺および他の地元の中国ー朝鮮の珍味
延林大学北東アジア研究センターおよび国際政治学研究所のキム・カンイル教授またはヒ
ョン・ドンイル教授による講義、ディスカッションおよび Q＆A
トピック：国境貿易、現在および過去の中北・東北の政治/経済問題、北朝鮮における貿
易・投資の現状、羅先経済特区および図門トライアングル地帯など。
朝鮮民主主義人民共和国旅行前のブリーフィングと Q＆A
夕食とディスカッション
延吉のナイトライフをチェック
宿泊先：柳京（リュギョン）ホテル

Day 1: 土曜日８月１８日
●
●
●
●
●
●
●

早朝に延吉から図門に出発します。
PCE は私有工業団地の合弁工場を訪問する特別な許可を得ています
図門の橋を訪ねる
図門江に沿って田舎の生活を垣間見ながら朝鮮と中国の国境に到着
羅津港を散策
チェコの醸造所でヨーロッパビールと食べ物を楽しむ
宿泊：羅津、ナムサンホテル

Future industrial and commercial development plans for the city of Songbong, located in the Rason Special Economic
zone, DPRK North Korea (Paektu Cultural Exchange).

Day 2: 日曜日, ８月１９日, 2018
●
●
●
●
●
●
●
●

タバコ＆縫製工場訪問
ピパビーチを訪ねる（リラックスしたり、踊り、地元の家庭と交流）
サーフ＆ターフ BBQ ランチ
夕食：有名な冷麺レストラン
エンペラーホテル＆カジノへの訪問、
オプション：プロのマッサージ（約 15 USD /時）
地元のクラフトビールパブを訪ねる
宿泊：羅津港 ナムサンホテル

A panoramic photo of the East Sea of Korea and the peaceful Pipa Beach from our 2017 Trade Mission (Paektu
Cultural Exchange).

Day 3: 月曜日 ８月２０日, 2018
✪羅先国際貿易展（RITE）オープニングセレモニー
✪羅先国際貿易特区への投資に関する Q＆A フォーラム
✪朝鮮人ガイド、PCE ガイドと共に展示物やブースを探検する
✪羅先の共同開発プロジェクトについて、人民科学技術委員会の代表とディスカッション
✪政府主催のレセプションディナーに参加し、VIP ゲストとトップの羅先地区関係者と交流
- 宿泊：羅津、ナムサンホテル

A young Rason women tries on a rabbit fur muffler from the “8.28 Trade Company’s” booth at the 2017 RITE (Paektu
Cultural Exchange).

Day 4: 火曜日, ８月２１日, 2018
●
●
●
●
●
●
●
●
●

羅先市の都市の周りの朝の散歩
羅先市のゴールデントライアングル銀行
羅先中央市場＆漁業市場を訪問
ウクライナのジョイントベンチャーレストランでランチ
学校の子供たちによるパフォーマンス
新しく建てられた羅先学生用バッグ工場を訪問
外国人居住者が運営する合弁靴工場訪問
購入した食料を調理するピファホテルに移動
宿泊：羅先、ナムサンホテル

The Forum on Investment in the Rason Economic Trade Zone 2017, DPRK (Paektu Cultural Exchange).

Day 5: 水曜日,８月２２日, 2018
●
●
●
●
●
●
●

羅先国際貿易展に戻り、追加の会議に参加
市内の公園を通り、ビーチに沿って歩いて地元の人々と交流
午後、地元の合弁工場や企業を訪問し、特区内でのビジネスに関する実践的な知識を
習得
羅津の不凍港を訪問
羅津中央広場でディナー
タイ➖朝鮮通信センター（Thai DPRK JV Telecommunications Center）訪問
宿泊：羅津、ナムサンホテル

Day 6: 木曜日,
●
●
●
●
●

８月２３日, 2018
中国、北朝鮮、ロシアの三カ国が接する地点を通じて中国へ。
元汀-圏河国境での中朝税関手続き
ディナー - 中国 – 朝鮮スタイルのピザ
別れの会と、羅先経済特区でのビジネスチャンスについて
宿泊：延吉、柳京ホテル

Two curious North Korean men test out a USB powered fan powered by and USB power bank and also look at solar
flashlights and solar phone charging units.

価格 Price: 1,290 ユーロ ビザ申請費用： ５０ ユーロ
締め切り：7 月 20 日

オプション
✪ シングルルーム追加料金（ご希望の場合はシングルルーム）1 泊につき+ 50 ユーロ
✪ 追加料金で客室のアップグレードが可能（デラックス、スイートまたはプレジデンシャルスイー
トなど）
詳細やご質問はお気軽にお問い合わせください。

ビジネスマッチメイキング
VIP アクセス

お問い合わせ：contact@paektuculturalexchange.org

About the Rason International Trade Exhibition (RITE)
The Rason International Trade Exhibition is organized by the Rason Exhibition Corporation and has been
held every year since 2011. At the exhibition, a variety of goods, technologies, marketing, investment and
trade opportunities will be displayed. Additionally, there will be company information sessions, meetings,
and presentations, alongside company and factory visits.
This is a rare opportunity for businesses interested in entering the DPRK market to sell and test products
at sales booths during the trade fair. Additionally, this is an excellent opportunity to network with wellestablished DPR Korean entrepreneurs and businessmen and develop an in-depth understanding of the
current emerging markets and joint venture projects.
The RITE publishes exhibitor’s profiles, contact details and other useful information for participants.
Prepare for a first-hand look at Made in DPRK products and services including garment manufacturing,
seafood processing, light industry, medicine, and agriculture.
For those businesses interested in setting up a booth at the exhibition please contact PCE for more
information.
The 2018 Rason International Trade Exhibition official pamphlet (Paektu Cultural Exchange).

Interpreter and DPRK Business Advisor
Michael Spavor
Guide & Cultural Interpreter
Paektu Cultural Exchange Director
Michael has spent over 18 years living, working and studying in both North and South Korea and is fluent
in the DPRK dialect. He first visited the DPRK in 2001 then again in 2005; he became the managing director
of a Canadian NGO operating in Pyongyang.
He also has extensive experience in South Korea working for government tourism organizations, but in the
past decade, he has focused on organizing and facilitating trade, investment, cultural, academic, and
specialized delegations to the DPRK. Michael has strong professional and personal relationships with the
country’s leadership, and across different ministries and departments throughout the entire country.
He organized the Dennis Rodman 2013 and 2014 visits, the basketball match between the DPRK and
former NBA players as well as cultural heritage restoration projects with the Dutch Prince Claus Fund.
Michael studied International Relations focusing on the Korean Peninsula and East Asian Studies in
Canada then went on to study International Trade and Political Science in Korean.

Disclaimer: This itinerary is tentative and subject to changes. It is quite normal for small changes to happen to any delegation to the
DPRK. PCE and our hosts always do our best to accommodate within our abilities. In the event of itinerary changes, PCE will
arrange relevant alternative activities. All payments are subject to PCE terms and conditions.

For more information on this delegation and/or other business opportunities, please contact:
contact@PaektuCulturalExchange.org | Phone: +86 156-9898-1948

