２０２０年度日本・コロンビア（バーチャル）企業フェアの実施について
２０２０年 １１月 ２３日
在コロンビア日本国大使館
木
曜
会
日・コロンビア商工会議所
日
本
セ ン タ ー
１ 趣旨
２０２０年度日本・コロンビア（バーチャル）企業フェアは，「バーチャル形式」での「就職フェア」，
「企業展示」，「ネットワーキングイベント」及び「講演（ウェビナー）」を通じて，企業人材の確保，貿
易投資の拡大，日・コロンビア人脈形成に貢献することを目的といたします。
参加企業について，今回初めて開催するバーチャル形式の利便性を生かして，２０１８年度及
び２０１９年度（ボゴタ市において物理的なイベントとして実施）に共催している「木曜会」及び「日哥
商工会議所」を軸としつつ，今回は「日本を含むコロンビア以外に所在する日本企業」を参加対象
とすることにいたしました。
２ 実施主体（４団体共催）
木曜会，日・コロンビア商工会議所，在コロンビア日本国大使館，日本センター
３ イベント内容
（１）日時・参加費用
２０２１年２月２３日（火）～２５日（木）（３日間：コロンビア時間）開催いたします。
参加費用は３０万ペソ（約９，０００円）です。
＊参加企業は，「就職フェア」「企業展示」「ネットワーキング」の全て又は一部に参加できます。費用は
全てに参加しても一部に参加しても３０万ペソです。参加申し込み期限は，２０２１年１月１１日（月）です。
参加費用のお支払い方法はお申し込み後にご案内申し上げます。

（２）企業展示
日本センターHP 内に２０２０年度日本・コロンビア（バーチャル）企業フェアの特設サイトを設けま
す。ご希望の参加企業は，同特設サイトに企業紹介ページを設けることができます。企業ページ
作成に必要な文章，写真，動画等を提供頂く必要ございます。
（３）就職フェア
就職フェアは，コロンビアの著名２０大学，対日留学経験者及び SENA（国立職業訓練学校）の
卒業生等の参加を得て行います。
実施内容は，「企業サイト設置」，「参加企業によるウェビナー形式の企業説明会」及び「大学
卒業生等による CV（履歴書）提出」の３つを要素といたします。
「企業サイト設置」について，（２）でご説明した企業ページを作成頂きます。卒業生等のため，
企業サイト設置に御協力願います。

「参加企業によるウェビナー形式の企業説明会」について，参加企業は，概ね，開催期間中に１
～３回の，バーチャルでの講演形式の企業説明会を開催頂きます。言語は，英語又はスペイン語
です。
※参加企業総数に応じて，企業説明会の説明時間及び回数を調整いたします。
「大学卒業生等による CV 提出」について，本イベントに参加するコロンビアの著名２０大学等の
卒業生等が，参加企業が提供する求人情報や企業サイトを参照しながら，希望する企業のメール
アドレスに直接 CV を提出いたします。
（４）ネットワーキングイベント
ネットワークイベントは，現時点では，開催期間中に１回，コロンビア政府のハイレベルによる基
調講演（５～１５分）及び３０分程度のテーマ別ミニ講演会を２回（コロンビアの政策１回，投資誘致
機関による説明を１回の合計２回）に参加頂けるよう，コロンビア政府関係者及び投資誘致機関に
要請しています。Zoom によって実施することを予定しています。
※基調講演については，大統領，副大統領，又は大臣級の基調講演を目指しております。テーマ
別ミニ講演会では，コロンビア政府の局長級の登壇，業界団体の幹部，及び投資誘致機関の責
任者の登壇を得るべく調整しております。いずれも現時点では，出席が確定されていないこと申し
添えます。ネットワークイベントは，原則英語で実施されます。日・コロンビアの時差は１４時間を考
慮してコロンビアの夕刻（日本早朝）に実施する方向で調整しております。
（５）講演（ウェビナー）
２０２０年度日本・コロンビア（バーチャル）企業フェア期間中に，一般公開（誰でも参加可能）の
講演（ウェビナー）を数回程度実施する予定です。テーマは，投資誘致機関によるコロンビアの投
資機会の他に，日本の文化・経済の紹介等を検討しております。
講演（ウェビナー）は，原則英語での実施を予定しており，日・コロンビアの時差は１４時間であ
るためコロンビアの早朝（日本夜），または，コロンビア夕刻（日本早朝）に実施する方向で調整し
ております。

【日本・コロンビア（バーチャル）企業フェア実施期間中のスケジュール（イメージ）】
*具体的な時間帯は今後確定します。
[Schedule during the Japan-Colombia Business Virtual Fair] *
* The specific time zone will be fixed in the future.

イメージ（具体的時間帯は今後確定）

Japan-Colombia (Virtual) Business Fair
JPN

COL

16th

Morni
ng

21:30 7:30

Tuesday 23rd Feb

JPN

COL

Wednesday 24th Feb

17th

7:30- 8:15
Webinar

21:30

7:30

17th
23:00

9:00

JPN

Thersday 25th Feb

COL

18th

7:30- 8:15

7:30- 8:15
Webinar

21:30 7:30

Webinar

22:15 8:15

16th
23:00 9:00

Job Fair Explanetion
by Company A

(日本の日本企業)

17th
0:00 10:00

Webinar

18th
0:00

10:00

1:00

11:00

コロンビア時間で記載
コロンビア時間午前７時３０分
＝日本時間２１時３０分

Job Fair Explanetion
by Company A

(日本の日本企業
の就職説明会)

Job Fair Explanetion
by Company B
AM

Job Fair Explanetion
by Company C......

1:00 11:00

19th
1:00 11:00

Job Fair Explanetion
by Company D.E..F...
Noon

Job Fair

Job Fair

Job Fair

＊Companies in
Colombia
11:00 - 17:00

＊Companies in
Colombia
11:00 - 17:00

Job Fair

＊Companies from Japan

コロンビア時間で記載
・コロンビア時間午前９時００分
＝日本時間２３時００分

9:00 - 10:00
PM

＊Companies in
Colombia
11:00 - 17:00

＊Companies
from Japan
9:00 - 10:00
20:00- 21:00

＊Companies from Japan
9:00 - 10:00
20:00- 21:00

・コロンビア時間２０時００分
＝日本時間午前８時（翌日）

17th

18th

5:00 17:00

5:00

19日
5:30 17:30

7:00 19:00

Night
8:00 20:00

17:30- 19:00
Networking

18:30

Networking

7:30

19:30

コロンビア時間で記載
・コロンビア時間１７時３０分
＝日本時間７時３０分（翌日）

8:00

20:00

9:00

21:00

Bogota －１４Hrs

5:00 17:00

20日
6:30

9:00 21:00

Time Lug

19th
17:00

18:30- 19:30

18:30- 19:30
Webinar

Webinar
Job Fair Explanetion
by Company A
２０：００－２１：００
(日本の日本企業の
日本からの参加企業
就職説明会)

Bogota －１４Hrs

Webinar
コロンビア時間で記載
・コロンビア時間１８時３０分
＝日本時間８時３０分（翌日）
Bogota －１４Hrs

（仮訳：Provisional translation）

Japan-Colombia Business Virtual Fair
November23rd, 2020
Embassy of Japan in Colombia
MOKUYOKAI
Colombia-Japan Chamber of Commerce and Industry
Japan Center

I

Purpose
Contribute to recruiting human resources, expanding trade and investment, and forming

connections between Japan and Colombia through "Job fair", "Company exhibition" and
"Networking" in "virtual format".
Taking advantage of the virtual manner, although its first time, based on the collaborations
between "Mokuyokai" and "Colombia-Japanese Chamber of Commerce and Industry" cosponsored every year, this time we will invite "Japanese companies outside of Colombia (including
in Japan)".

II

Co-organizer

Co-organized by Mokuyokai，Colombia-Japanese Chamber of Commerce and Industry，Embassy
of Japan in Colombia，and Japan Center.

III
1

Event details
Date/ participation fee

February 23 (Tue) to 25 (Thu) (3 days), 2021
Participation fee: (Company): 300,000 pesos
* Participating companies are able to participate in all or part of the"Job fair", "Company exhibition"
and "Networking" The cost is 300,000 pesos regardless of whether you participate in all or some. The
deadline for application is January 11, 2021 (Monday). We will inform you how to pay the participation
fee after applying.

2

Company exhibition

A special website for Japan-Colombia Business Virtual Fair will be set up on the Japan
Centers website. Participating companies of their choice can set up a company introduction page on
the special site. It is necessary to provide the contents, photos, videos, etc. necessary for creating the
company page.

3

Job Fair

The Job fair will be held with the participation of 20 well-known universities in Colombia,
those who have studied abroad in Japan, and graduates of SENA (National Vocational Training School).
The contents of the implementation will be three elements: "Establishment of a company site",
"webinar-style company information session by participating companies", and "CV submission by
university graduates, etc."
Regarding "establishment of a company site", participating companies are pleased to create
the company page explained in “2 Company exhibition” since graduates, etc. may make reference of
such information.
Regarding "Webinar-style company information session by participating companies,"
participating companies are generally asked to hold one to three virtual lecture-style company
information sessions during the period. The language is English or Spanish.
* We will adjust the explanation time and the number of sessions according to the total number of
participating companies.
Regarding "CV submission by university graduates, etc.", considering the companies
information and vacant information, participating graduates will directly send the CV to the email
address of the participating companies.

4

Networking event

At present, at the Network event, we plan to consists of one keynote speech by the high ranked
of Colombian government (5 to 15 minutes) and two (2) 30-minute thematic mini-lectures (one is
Colombian policy, another is Investment opportunity). We plan to do this with Zoom.
* Regarding the keynote speech, we aim to give a keynote speech at the president, vice president, or
ministerial level. In the thematic mini-lectures, we are coordinating to get the director level of the
Colombian government, the executives of Industry groups, and the person in charge of the Investment
promotion organizations. Such attendance has NOT been confirmed at this time. In principle, network
events are conducted in English. Considering the time difference between Japan and Colombia (14
hours), this event will be held in the evening of Colombia (early morning in Japan).

5

Web conference (Webinar)
During the Japan-Colombia Business Virtual Fair, we plan to hold several Web conference

(webinars) that are open to the public (anyone can participate). The themes are such as Introduction of
Japanese culture and economy and Investment opportunities in Colombia.
The language of the Webinar is in English in principle. Considering the time difference between Japan
and Colombia (14 hours), this event will be held in the evening of Colombia (Early morning in Japan)
and in the morning of Colombia (Night in Japan).

