後 援

特別ご招待券

外務省

香港貿易発展局

2018東京
11.8（thu）- 11.9（fri）10：00〜17：30
@秋葉原 UDX Gallery

海外ビジネスに必要な情報・ネットワークが揃う！日本最大級の「海外ビジネス総合展」
元外務副大臣・サイボウズUSA社長
による無料講演決定！※詳しくは裏面へ

海外ビジネスのプロと直接、
相談・商談できる！

元外務副大臣、サイボウズUSA社長などの

効率よく海外ビジネスの
最新情報を収集できる！

50社以上の海外ビジネス企業が出展。

基調講演も無料で受講できます。

専門家によるセミナーを連日多数開催。

直接相談・商談ができます。

15社以上の海外現地フリーペーパーが無料。

目的に合わせた 4 つのゾーンで、あらゆるお悩み・ご要望にお応えします！

アウトバウンド

アウトソーシング

インバウンド

セミナー

コンサル、市場調査、法人設立か
ら営業、EC、人材採用まで、あらゆ
る海外進出支援企業が出展

システム、アプリ、ゲームなど、実
績豊富な海外現地オフショア開発
企業、BPO 企業が多数出展

各国現地のプロモーション、マーケ
ティング、翻訳・通訳、人材派遣な
ど、
インバウンド支援企業が出展

キーパーソンによる基調講演をは
じめ、海外ビジネスに精通した専
門家によるセミナーを開催

基調講演・セミナーは先着順！
いますぐ WEB でお申し込みを！

秋葉原 UDX Gallery

東京メトロ日比谷 線

WEBからは「事前商談申込み」も可能です！

A3 番出口
（ヨドバシカメラ内）

https://www.digima-japan.com/event-news/expo2018/

海外ビジネス EXPO

富士ソフト
神田消防署
タイムズタワー

協賛：

海外ビジネス EXPO2018 大阪 12/13
（木）10：30～17：30 @ 大阪産業創造館

東京メトロ秋葉原

2 番出口

ヨドバシ
カメラ

つくばエクスプレス秋葉原

検 索

主催：

12 月に大阪でも開催決定！

［会場住所］東京都千代田区外神田 4-14-1
［交通］JR・東京メトロ秋葉原駅 徒歩 3 分

1番出口

UDX

ドンキホーテ

東京メトロ末広町

東京メトロ銀座線

JR 秋葉原
秋葉原
ダイビル
電気
街口

企 画 ・ 運 営 ：株式会社 Resorz
お問い合わせ：海外ビジネス EXPO2018 実行委員会
0120-979-938 info@digima-japan.com

担当：菅井・山田

ご参加は申込先着順となります。オフィシャルサイトよりお申し込みください。

東京

※お立見の可能性もあります。
予めご了承ください。

海外ビジネス EXPO

基調講演・セミナー スケジュール
11. 8（Thu）

11. 9（Fri）

基調講演

10:30-

基調講演

元外務副大臣／パリ協定成功の
立役者が語る！ODA から見た
新興国ビジネスのこれから

サイボウズ USA 社長 緊急来日！
シリコンバレー／ヒューストン大手企業が活用
キントーンの海外展開の軌跡

元外務副大臣

サイボウズ株式会社

木原 誠二

衆議院議員

取締役副社長 グローバル事業本部長 兼

Kintone Corporation(サイボウズ米国法人) 社長

山田 理

NEXT-1

12:00-

最新ベトナム概況と事業進出のポイント

アジア進出で成功するために。〜多くの企業が直面する

日本ゼネラルマネジャー 土屋 博一
大和ハウス工業株式会社

株式会社リクルート

DEEP C
（ディープ・シー）
工業団地

建築事業部

第一営業部

次長

チーフセールスストラテジスト

丁野 真一

中国市場で「億」越えを目指す !! 中国越境 EC・

13:30-

プロモーション徹底攻略セミナー

NEXT-2

12:30-

14:00-

15:30-

11:30-

13:00-

NEXT-3
14:30-

16:00-

5 年で 32 件の海外自社事業立ち上げから学んだ

「海外での成功を遠ざける 7 つの課題」
YCP Group

世界 30 か国から年間 1000 件の問い合わせ獲得！

中国人向け販売（インバウンド・越境 EC・一般

株式会社 EXIDEA
グローバルマーケティング事業部

ビズグロー株式会社
代表取締役 杉村 知哉

辻 雄多郎

マネージングパートナー

最先端の WEB マーケティング技術で世界に挑む。
新田 周也

世界 15 ヶ国以上で販路拡大に成功

11:00-

宗田 修

JUTOU 株式会社
代表取締役

15:00-

“人事・人材” 課題の背景と解決のポイントとは〜

4 期連続、

売上高 25% 以上アップした成功の秘訣教えます。

粕本 晋吾

貿易）の実態と成功のポイント

今が旬 !!リアルなベトナム概況、
最大級の日越交流フェス

「ジャパン ベトナム フェスティバル」
の狙いと仕掛け

VAN NANG BANOK/MECH MOLD
代表者 青木 誠

JVF 日本事務局

最短２週間で海外で事業が開始出来る - 欧米企業に

中国市場に向けた販路拡大の「はじめの一歩」として

GoGlobal 株式会社
代表取締役社長 矢頭 了

株式会社東興商会
代表取締役 松浦 剛

米国進出：成功する

中国アジア他日本企業の具体的展開事例を学ぶ

ワイズアンドパートナーズ・ジャパン株式会社
COO / ブランドストラテジスト 結城 彩子

グローバルゲート株式会社
代表取締役 CEO 加藤 修

失敗しないアジア進出−シンガポール企業が

グローバルマーケティングの第一歩！

開発するアジア団地の魅力

海外向けプレスリリースを攻略する。

アセンダス‐シンブリッジ日本代表事務所
代表 相川 洋子

株式会社カーツメディアワークス
代表取締役 村上 崇

東南アジア最大マーケット

経営者が知っておきたい！アジア新興国進出に伴う
課税リスク〜 円滑で安全な資金回収に向けて

急速に浸透する雇用代行モデルの活用事例を解説

ディストリビューション戦略とは？

親日インドネシアで美容製品を販売する最新手法
サリカ株式会社
代表取締役社長

辰野 元信

越境ECに取り組む際の必須事項

グローバル投資戦略セミナー

国際税務研究会
日本大学大学院経済学研究科 教授 伏見俊行
国税庁国際業務課長、
同調査課長、金沢国税局長を経て現職。

目からウロコの初めての海外取引＆

海外取引の与信管理〜中国・ASEAN 企業との

菱沼貿易株式会社
代表取締役 菱沼 一郎

株式会社クレディセイフ企業情報
代表取締役 牧野 和彦

海外進出セミナー

インド勅許会計士が語るインド市場の魅力とインドビジネス
からキャッシュフローを創出するための仕組み作り
( 日本語解説付き )

日印パートナーズ合同会社
業務執行社員 リテッシュ・カプール

最新！ミャンマーの魅力と進出・投資ポイント
Shwe Nandar Co., Ltd.
（Shwe General Service Group）
代表 坂井 容一

取引で役立つ重要ポイントとは〜

『スタート急増中！』
ＡＳＥＡＮ諸国の体制で
支援及び事例でわかる『オフショア活用で
働き方改革！』とは〜
株式会社ブライセン
SEP 部長 横山 政之／ MES 部長 芥川 公文

Amazon を使った日本企業の海外進出
〜現状とこれから / 最適な展開方法〜
株式会社コンパスポイント
代表取締役 岡田 昇

検 索

