
東南アジアにおける
ビジネス支援



UOB は、アジアにおけるお
客様のパートナー
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）は、東南アジア、西ヨーロッパ、
及び北アメリカの 19 の国と地域に 500 を超える拠点数を持つ、グロー
バルネットワークを築いている、アジアを代表する銀行です。1935 年の
設立以来、UOB は自身の事業拡大や数々の戦略的合併を通じ、その規模
を拡大してきました。

UOB は、世界の中でも非常に高い格付を有する銀行のうちの一つです。
ムーディーズでは Aa1、スタンダード＆プアーズ及びフィッチでは、AA －
の評価を得ています。

UOB はリテール・バンキング、プライベート・バンキング、コマーシャルバ
ンキング、及びコーポレート・バンキング、トランザクション・バンキング、
インベス トメント・バンキング、コーポレート・ファイナンス、キャピタル・
マーケット関連サービス、トレジャリー・サービス、株式仲介及びクリアリ
ング・サービス、アセット・マネジメント、ベンチャー・キャピタル・マネジ
メント、及び保険業務を含む幅広い金融サービスを提供しています。

アジアにおいては、本店、支店及び駐在員事務所として活動しております
が、中国、インドネシア、マレーシア、及びタイにおいては、現地法人とし
て営業しております。



28%
世界の GDP に占めるアジア（日本を除く） 
の割合（2020 年予測）

アジアは、現在、世界で最も経済成長が速い地
域であるため、直接投資を行う場所としては、と
ても魅力的な場所であると言えます。

アジアの主要な強みとして、人口の増加及び経
済の多様性があり、これらが相まって継続的な
経済成長の大きな可能性が生み出されてい 
ます。

地域の活力と強固な経済を反映し、アジア諸国
の GDP は成長を続けています。

アジアは、2020 年に向けての経済成長にお 
いて、主要なけん引役になると予想されてい 
ます。

東南アジアにおけるビジネス機
会の増加
• 6 億人超の人口、及び中間所得層の増加
• 堅調な内需と豊富な天然資源
• 総貿易額は約 2.5 兆米ドル
• 地域合算 GDP は 2.5 兆米ドル
• 過去 10 年の年間平均成長率は 5% 超

成長機会に恵まれたアジア 

出所： ASEAN 統計リーフレット
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2014 年の世界 GDP におけるアジア（日本を除く）
の占める割合は 23%

中国 13%

インド 3%

アジア 7% 
（除中国、インド、日本）

サハラ以南の
アフリカ 2%

中東・北アメリカ 4%
ラテンアメリカ 8%

CIS 3%

アメリカ 24%

欧州
27%

日本 6%

他 7%

出所：  International Monetary Fund  
UOB Global Economics & Markets Research Estimate
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2020 年の世界 GDP 予測におけるアジア（日本を除く）
の占める割合は 28%



AEC の発足は ASEAN にとって重要な節目とな
り、物品、サービス、投資、天然資源、熟練労働
者、資本の移動を円滑化し、域内経済の競争力
や連結性を強化することで、ASEAN 経済の発
展に未曽有の好機をもたらします。

経 済 圏である AEC は、ASEAN と他 の 経 済 地
域との公平な経済的関係の発展を促進します
。企業、特に中小企業は、貿易でより大きなイ
ンセンティブを享受し、市場拡大の好機が増え 
ます。

AEC は、発足すること自体が最終目標ではな 
く、ASEAN 共同体を実現するための原動力と
なるプロセスです。目まぐるしく変化するグロ 
ーバ ル 経 済 にお ける ASEAN の 重 要 性を確
保するため、域内の継続的な改革が求められ 
ます。

ASEAN 経済共同体（AEC）： 
ASEAN 統合で経済成長を加速
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高度に統合され
結束した経済 競争力があり、

革新的でダイナミ
ックなASEAN

連結性と
分野別協力の

強化

グローバル 
ASEAN

強靭で包摂
的、人本位・

人中心の
ASEAN

5つの特徴

AEC ブループリント 2025

新たな経済マスタープランである「AEC ブループリント 2025」は、次の 10 年
間における ASEAN の経済統合の方向性と戦略的施策を示すものです。AEC
の統合・結束を強化し、競争力のある革新的でダイナミックな経済共同体へと
発展させ、連結性と分野別協力を強化し、強靭で包括的、人本位・人を中心と
した共同体を目標に掲げています。

これにより、AEC は、主要経済国との連携、新たな課題への取り組み、新たな機
会の創出、及び ASEAN を国際舞台へと押し上げるための潜在力を最大限に引
き出すために必要な、共通のアイデンティティを共有し、経済力を強化すること
が可能となります。



近年、アジアへのビジネス進出、及びアジアにおけるビジネスの拡大を目指す
企業の数が急速に増加しています。このようなお客様を支援させていただくた
めに、UOB は、外国直接投資（FDI）アドバイザリーグループという部署を 2011
年にシンガポールにて設立いたしました。

UOB の FDI アドバイザリー・サービスは、アジアにて事業の立ち上げを検討し
ている外国企業のお客様に対して、ワンストップのサービスをご提供しておりま
す。アジアでの事業立ち上げには、法律や会計等の面で複雑な手続きを伴う場
合もあるため、UOB は、政府系機関や様々な業界団体、法律事務所、会計事務
所等と連携し、総合的にお客様のビジネスを支援いたします。

UOB が総合的かつ専門的な海外進出支援サービスの提供を開始した最初の
シンガポールの銀行です。

現在、UOB の外国直接投資（FDI）アドバイザリーグループは、活動エリアを拡大
し、お客様のアジアへのビジネス進出、及びビジネスの拡大のために、アジアの
主要 9 カ国でのワンストップのソリューションを提供しております。

シンガポールを含むアジアで展開する UOB の戦略的ビジネスパートナーのネ
ットワーク、及びその専門家の支援によって、お客様のアジアにおけるビジネス
の拡大を目指します。

中国

香港

ベトナム

インドネシア

シンガポール
マレーシア

タイ

ミャンマー

インド

アジアにおける
UOB FDI ビジネスセンター
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アジアにおける
FDI センターの
拠点数

UOB FDI アドバイザリー・ユニット
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詳細については
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UOB がご提供するサービス

UOB はアジア地域に構えるネットワークを通じて、 以下のような広範な金融
サービスをご提供しております。

• コーポレートバンキング、コマーシャル・バンキング
- ファクタリング
- 分割払い購入資金の貸付け
- 不動産ファイナンス
- 運転資金ファイナンス
- 貿易及び商品ストラクチャードファイナンス
- プロジェクト及び専門ファイナンス

• インベストメントバンキング、トレジャリーサービス
- インベストメントバンキング（合併・買収、民営化、株式公開等）
- トレジャリー、金、先物取引

• トランザクションバンキング
- キャッシュ・マネジメント
- トレードファイナンス
- サプライチェーン・マネジメント

• 個人資産管理
- 資産運用アドバイザリーサービス及び商品の提供
- 資産運用及びポートフォリオ計画

www.UOBGroup.com/FDI へアクセスいただくか、あるいは  
FDI@UOBGroup.com へお問い合わせください。

本社
80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624
Phone: (65) 6533 9898  Fax: (65) 6534 2334
www.UOBGroup.com

UOB 東京支店
〒 100-6113, 東京都千代田区 , 永田町 2-11-1, 山王パークタワー 13 階
Phone: (81)(3) 3596 7 200  Fax: (81)(3) 3596 7201
www.UOB.co.jp



2015 年における評価・表彰
ザ・バンカー
バンク・オブ・ザ・イヤー・アワード 2015
• シンガポール最優秀銀行

フューチャーズ・アンド・オプションズ・ 
ワールド・マガジン
アワード・フォー・アジア 2015
• 最優秀銀行

ブルームバーグ・マーケット
• 世界の最強銀行ランキングで 10

位内に入賞

香港ビジネス（HKB)
HKB インターナショナル・ビジネス・ア
ワード 2015
• 銀行部門で受賞

アジアマネー
キャッシュマネジメント分野での投票
• シンガポール、マレーシア、タイ、中

国で 28 分野にて受賞

ザ・アセット
トリプル A・トレジャリー・トレード、リス
クマネジメント・アワード 2015
• インドネシアにて、ベスト SME トレ

ード・ファイナンス・ソリューション
• タイにて、ベスト・トレード・ファイナ

ンス・ソリューション
• タイにて、トレジャリー・アンド・ワー

キング・キャピタルの最優秀賞を受
賞

ザ・コーポレート・トレジャラー
アジアのベスト・トレジャリー＆ファイナ
ンス・ストラテジー
• ベスト・トレード・ファイナンス・スト

ラテジー

ザ・アジアン・バンカー
エクセレンス・イン・リテール・ファイナ
ンシャル・サービス・アワード 2015
• タイにおけるリテールサービス提

供最優秀銀行




