〜グローバルPBL（ベトナムにおけるマーケティング戦略）
〜

エースコック Vietnam プロジェクト
Online 開催

2022年

2月25日
（金）
〜3月11日
（金）

15日間

おすすめポイント

●オンラインで海外と交流ができる！
●ベトナム人学生との合同チームで
多くの仲間ができる！
●英語に自信がなくても参加できる！
●渡航するよりも安価で参加できる！

Mission

Sponsored : ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Partner : Partner：Ho Chi Minh City University of Economics and Finance（UEF）

「食」
を創る仕事を通して社会に貢献する。
ベトナム若年層にハオハオ
（HaoHao）を拡販せよ！
市 場

▶新卒初任給 3 万円程度

現 状

▶ベトナム国内認知率 100％、即席めんのうち、3 食に 1 食は HaoHao
▶ベトナム国内の即席めんシェアNo.1 企業

手 法

▶
「日本・ベトナム」学生 8人程度のチームで、
オンライン上でミーティングを重ねる。

ゴール

▶エースコックVietnam マーケティング部長に
マーケティング戦略提案を行う。

▶物価は日本の1/3 程度

PROJECTの流れ

【日本・ベトナム合同チームで取り組む！】
Step.1

Step.2

Step.3

ベトナム人学生との
合同チームを結成する

ベトナムマーケットを
Web 等で調査する

アンケート内容・場所
（方法）・日時をチームで
決定し実施する

Step.4

Step.5

ベトナム人学生と一緒に
プレゼン準備をする

エースコック Vietnam
マーケティング部長に
プレゼンを行う

▶主催・問い合わせ先：関西学院大学 国際教育・協力センター／TEL：0798-54-6115
▶現地運営：ライトハウス・キャリアエンカレッジ
（株）http://www.lce-edu.com

LCE

〜グローバルPBL〜エースコック VietnamプロジェクトOnline開催
2022年 2月25日
（金）〜3月11日
（金）15日間
日程

手段

内容
（変更する場合があります）

DAY1〜3には、

事前課題・交流

21年12月
PROJECT開始まで

など

22年2月25日
（金）
10:30〜18:00

Day1.

12月下旬
必ず参加
●schedule案内
●チーム編成発表＆
「ZOOMお茶会」
開催お願い
（関学生のみ）
してください。
1月上旬
「マーケティング」
「ベトナム」 課題提供※Movie視聴・推薦図書など
●
●ベトナム人学生
（合流）
含チーム編成発表＆グループ ベトナム人学生招待
●
「チームキックオフ
（ZOOMお茶会）
」
開催依頼
（関学生＆ベトナム人学生）
▷チーム名検討・リーダー決定依頼 ▷on-lineチーム活動 コアタイム設定
2月上旬
・Excel
「ピポットテーブル」課題提供※Movie視聴など
●
「マーケティング講座進め方編」
●事前課題 締切
【DAY1まで】
「エースコックについて」
▷事前課題①案内 「プログラム参加目的」
「ベトナムについて
（文化・経済・歴史・日本との関係）
」 ※個人ワーク
「日本・関西学院大学について発表」
(英語）
PPT準備 ※大学チームワーク
▷事前課題②
●レクチャー：マーケティングフレーム
●事前課題①発表 グループ内
（学生さん各人）
●レクチャー：ベトナム講座・ベトナム人学生との交流ポイント
●エースコック様より プロジェクト紹介 質疑応答
●事前学習：次回までの課題・プロジェクト詳細など
〜ベトナム人学生合流〜
（英語）
●ベトナム人学生より「ベトナム・ホーチミンについて発表」
事前課題②・関学生より「日本・関西学院大学について発表」
（英語）
●チーム毎Mission共有など作戦会議
●アンケート実施・集計、
プレゼン準備など
（スケジュール設定含めすべて学生さんにて決定）

［6日間］
Onlineチーム活動
officeアワー①
※関学生のみ

22年3月1日
（火）
9：00〜18：00

●進捗確認・方向性アドバイス
※可能な範囲で、
マーケティング案を持参

Day2.

22年3月4日
（金）
10:30〜18:00

●プレゼンテーション準備
（ベトナム人学生含・中間プレゼンに向けて・ランチミーティング）
●エースコック様へ 【中間プレゼンテーション】
（PPT英語・プレゼン日本語）
●チーム活動
（FBを受けての振り返り会・作戦会議）
●事前学習
（次回までの宿題）

※チームによって異なります。40分間

●アンケート実施・集計、
プレゼン準備など
（スケジュール設定含めすべて学生さんにて決定）

［6日間］
Onlineチーム活動
officeアワー②
※関学生のみ

Day3.

22年3月8日
（火）
9：00〜18：00

※チームによって異なります。40分間

22年3月11日
（金）
10：30〜18：00

課題提供
Sponsored：ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
1995年からベトナムで即席めんの生
産・販売を開始。人口約9,762万人のベ
トナムでの即席めんマーケットは、年間
消費量が約70.3億食（2020年時点）の
規模にまで拡大しており、その中でエー
スコックベトナム社は、国内の即席めん
シェアNo.1企業にまで成長。

参加資格

①
②
③
④

●進捗確認・方向性アドバイス
※可能な範囲で、
マーケティング案を持参
●プレゼンテーション準備
（ベトナム人学生合流）
●エースコック様へ
【最終プレゼンテーション】
（PPT英語・プレゼン日本語）
●チーム活動
（振り返り会・ランチミーティング）
●結果発表・講評・修了式
●リフレクションワーク
●プロジェクト終了にあたって

ベトナム人学生パートナー

Partner：Ho Chi Minh City University of Economics and Finance（UEF）
ベトナム人学生と国（人種、言語、文化） を超
え、共に考え、共に学び、チームで活動します。
関学生４〜５名に対して2名程度のベトナム人
学生がパートナーとして参加してくれます。日
本語を熱心に学ぶ学生もいますので、語学の心
配はありません。

学部生（2022年3月卒業見込者は出願不可）
海外渡航経験が浅い、または海外初挑戦の方（英語要件は一切問いません）
今後、中長期の留学プログラムへの参加に強い関心のある方
自宅でインターネット環境が整っており、ZoomなどのWeb会議ツールを使用できる方

グローバルPBL
【1単位】

出願期間

2021年 10月29日
（金）
〜11月3日（水・祝）23:59

参加費

54,800円

出願方法

オンライン出願▶

定

40名
（最少催行人数20名）
※最小催行に満たない場合、実施中止となる場合があります。

選考方法

書類選考

無料オンライン会議システムZoomなど

参加者発表

2021年 11月5日
（金）

単

位

員

使用ツール

（ベトナムにおけるマーケティング戦略）

奨学金

※ダウンロードしていただきます。

20,000円

※上記内容に変更がある場合は、
ウェブサイトで更新します▶

