◆4Fミニセミナー詳細
4Ｆの相談会場の角にミニセミナー会場を3つご用意しました。こちらは予約なしの先着３０名限定のセミナーとなります。本来数百
名を超える規模のセミナーを行っている講師の方も多数ご登壇されます。お見逃しなくご参加ください。

海外展開のノウハウを凝縮

濃厚ピッチ

ミニセミナー会場1

各分野のエキスパートがそのノウハウを凝縮して５分で紹介。全１６テーマを聞けばあなたも海外展開のエキスパートに!?
時間

内容

テーマ

登壇社名

14:15 - 14:17 オープニング
14:17 - 14:22

ウェブ

日本企業の海外向けウェブマーケティングについての間違った考え、「Top 5」

マーケティング ではなく、「#1」をご紹介します。

14:22 - 14:27

ＨＰ構築

14:27 - 14:32

市場調査

14:32 - 14:37 インバウンド
14:37 - 14:42

人材

14:42 - 14:47

法務

14:47 - 14:52

広告

14:52 - 14:57

知財

JC Digital Consulting

間違いだらけの外国語ホームページ

ジェフ・クロフォード 氏
株式会社マハナコーポレーション

～その内容で本当に通じますか？

代表取締役

清水周一 氏

独自の調査方法（体験型モニターイベント）を活かした、海外進出前や商品開発

株式会社ニーズアーチ

前の簡単プレヒアリングの方法及び実績をご紹介。

代表取締役

インバウンドの差別化に向けたポイントと、ITを活用したアウトバウンドとの

INTLOOP株式会社

ループ形成について概説します。

ディレクター

海外ビジネスエキスパートを活用した海外進出・展開について、成功事例を交え

サイエスト株式会社

ながらご紹介いたします。

シニアコンサルタント 近江僚介 氏

日本企業のアメリカ進出に必要な法律の知識と販路開拓の具体例を、わかりやす

ユアサハラ法律特許事務所

くお話します。

弁護士

新しい機能や複雑なサービスを、国籍を問わず、分かりやすく伝える解説動画の

株式会社simpleshow japan

活用事例とノウハウをお教えします！

営業

外国における商標登録のメリットと登録しなかった場合のリスクをご存知です

特許業務法人オンダ国際特許事務所

か？海外進出の際には、商標調査・出願をお忘れなく。

所長

メイドインジャパンを海外バイヤーに売り込む！

エイグローブ株式会社

４つのキーワードを満たしていますか？実例を挙げてわかりやすく説明します。

代表取締役

外貨受取り用口座のご提供、日本の銀行から日本円で出金できるペイオニアのオ

ペイオニア・ジャパン株式会社

ンライン・アカウントサービスのご案内

ｶﾝﾄﾘｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ

オリジナルの特殊梱包輸送で生鮮品を低コスト・高品質に海外発送！

ヤマトロジスティクス株式会社

クロネコヤマトが貴社の海外展開をお手伝いいたします。

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業課課長

加藤

翼氏

越智正克 氏

小野智博 氏
野井勇飛 氏
弁理士

恩田

誠氏

15:15 - 15:17 オープニング
15:17 - 15:22

輸出の基礎

15:22 - 15:27

決済

15:27 - 15:32

物流

15:32 - 15:37

規制

15:37 - 15:42
15:42 - 15:47

小粥おさ美 氏
根本

啓氏

四柳

≪ＲｏＨＳ・ＲＥＡＣＨ・ＣＥなど≫

海外で販売される製品が環境規制に対応す 株式会社ＵＬ島津ラボラトリー
るための調査・試験のサポート業務を紹介します。
営業技術部長 廣 則行 氏

中国撤退

①中国現地法人の撤退における事前準備期間の重要性と、

大江戸綜合法律事務所

・再進出

②失敗事例から学ぶ、再進出・第三国進出にあたって留意すべきポイント。

代表弁護士

レンタル
オフィス

15:47 - 15:52

海外赴任

15:52 - 15:57

展示会

下地麻貴 氏

Go Asia Offices Japan

アジア進出でのレンタルオフィス（サービスオフィス）活用法

ｻｰﾋﾞｽｵﾌｨｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

木下一美 氏

海外不動産もレオパレスにお任せください！航空券手配から住居仲介はもちろ

株式会社レオパレス２１

ん、多角的に貴社のビジネスサポートを行います。

国際営業部

集客力ある展示会ブース運営ができていますか？準備・本番・フォロー、各段階

合同会社トロ

のポイントを紹介します。

代表社員

注目テーマ特別セミナー①
「ハラールセミナー」

愛氏

ミニセミナー会場1

16:10-16:40

マレーシア・ハラル市場への進出における事例と、販売の現場情報
（自営店舗および現地スーパー）を紹介

ふぁん・じゃぱん株式会社
代表取締役
五木田

貴浩 氏

部長
芳賀

西片眞吾 氏
淳氏

◆4F会場詳細スケジュール - ミニセミナー
注目テーマ特別セミナー②

注目テーマ特別セミナー③

「飲食店の海外進出、日本食材の輸出の可能性と留意点」

「海外展開のスタートアップセミナー」

ミニセミナー会場2

14:15-14:45

ミニセミナー会場2

15:00-15:30

海外への飲食店出店および食品輸

アジア圏を中心に海外企業

出に関する検討課題について、自

2000社の商品調達代行事業を

社でもタイで飲食店を運営、日本

展開し、日本企業180社を超え

食材の輸出も手がけているからこ

る海外展開の支援を行なってき

そ話せる実際的な内容を事例を踏

株式会社epoc

た事例をもとに【出来る海外展

まえてお話しします。

代表取締役社長

開】をご紹介します。

COUXU株式会社
マーケティングマネージャー

佐藤信之 氏

高橋悠介 氏

注目テーマ特別セミナー④

注目テーマ特別セミナー⑤

「海外展示会を活用した販売代理店の発掘方法」

「プチ調査セミナー」

ミニセミナー会場2

15:45-16:15

ミニセミナー会場2

16:30-16:50

海外からの継続的な受注のために

海外市場でのビジネス展開をさ

は信頼できる販売代理店が不可欠

れる際に海外66ヶ国に展開す

です。海外の展示会でどうやって

る弊社ネットワークを活用して

優秀な販売パートナーを見つける

対象国での各調査や支援をする

か？長期的なWIN-WIN関係をつ
くるか？をお話します。

株式会社ピンポイント・マーケ
ティング・ジャパン
代表取締役社長

大澤

サービスです。各国の現地社員
が迅速に対応致します。

裕氏

株式会社エイチ・アイ・エス
海外ビジネス支援事業部
次長

国別セミナー

米尾浩一 氏

ミニセミナー会場3

中小企業の進出先として人気の10ヶ国について、最新情報、進出時のポイントなどをわかりやすく解説します。
時間

国

内容

登壇者

11:15-11:35

ベトナム

ベトナムにおける会社設立（就労ビザ含む）の流れを分かりや
すくご説明します。

株式会社エスネットワークス
CEO's Office Manager 笠松薫里 氏

11:40-12:00

アメリカ

効率的なアメリカ市場参入に向けたSNS・ネットの活用法とNY
でのエリアセールス展開事例

株式会社C.E.ユナイテッド
代表取締役 溝口浩司 氏

12:05-12:25

インド

12:30-12:50

フランス

14:15-14:35

中国

『ポスト爆買い！これからが本番の中国越境ECの可能性を 株式会社GL-Plazaジャパン
探る』
代表取締役 小嵜秀信 氏

14:40-15:00

ドバイ

『ドバイチャレンジ』
海外展示場＆商社機能＆商品輸送サポートで安心チャレン
ジ！

矢吹海運株式会社
管理部 課長 矢吹天平 氏

15:05-15:25

ミャンマー

ミャンマー進出の理想と現実

CHUM'S SOLUTIONS MYANMAR
代表取締役 鳥養純一 氏

15:30-15:50

シンガポール

15:55-16:15

タイ

地に足ついたテストマーケティングとJリーグ連携で実現する
BtoBをご紹介します。

16:20-16:40

香港

国際ビジネスハブ『香港』で開催される国際展示会の魅力と活 香港貿易発展局
用方法
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤亜希郎 氏

税制が変わる！格段に参入障壁が低くなった、インド進出の最 株式会社テリメリ
新情報をご案内します。
代表取締役社長 照井健夫 氏
フランス進出のプロが教える
中小企業だからできる海外進出成功のための3つのポイント

株式会社ファナフランス
代表取締役 蛭田智晴 氏

シンガポール及び東南アジアで売れる商品の作り方と展示会 日本アシストシンガポール
を活用した販路開拓について
Managing Director 関 泰二 氏
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部主管 今成健一 氏

