
東京

WEBからは「事前商談申込み」も可能です！

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！

海外進出支援コンサルタント・市場調査会社・
法人設立・販路拡大 / 営業支援・海外 EC 支
援会社・海外人材採用・グローバル人材育成
支援企業等、海外進出支援企業が出展

Web システム開発やスマホアプリ開発・ゲー
ム開発・業務系基幹系システム開発、BPO の
実績を持つ優良な各国のオフショア開発企業・
BPO企業が出展

各国現地のプロモーション支援企業・訪日客
マーケティング会社・日本での翻訳 / 通訳 /
人材派遣会社などインバウンド支援企業が
出展

海外ビジネスのサポート企業・オフショア開発
企業が、最新の海外ビジネス情報や進出のノウ
ハウについて様々なセミナーを開催

事務局：
海外ビジネス EXPO 事務局
〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町 2-1 大手町建物市ヶ谷ビル 3F
03-6228-1801　info@world-bizexpo.com　担当：菅井・山田

2019年11月13日（水）・14日（木） 10：00～17：30日時 東京国際フォーラムホールB7場所

『海外ビジネスEXPO』とは、海外ビジネスに関するあらゆる情報・サービスが集まる総合展です。
『海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima ～出島～」』『オフショア開発 .com』『BPO サービス紹介センター』が、
共催する日本最大級の海外ビジネスイベントです。

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」

いますぐWEBでお申し込みを！

大阪・福岡 開催決定！
海外ビジネス EXPO2019 大阪 12 月 12 日（木） 10:00～17:30  @ マイドームおおさか
海外ビジネス EXPO2020 福岡   2 月 27 日（木） 10:00～17:30  ＠ 福岡国際会議場

https://www.digima-japan.com/expo/

東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号
https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

東京国際フォーラム ホールB7（Bブロック/ 7階）

海外ビジネス EXPO 検 索

後 援 外務省・独立行政法人国際協力機構（JICA）・
一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会（JSTO）

インバウンドアウトソーシング セミナーアウトバウンド

主催：海外ビジネスEXPO 実行委員会（株式会社 Resorz・一般社団法人国際連携推進協会）

協賛：

企画・運営：株式会社 Resorz

基調講演・セミナーは先着順！
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職種
　□ 経営者
　□ 経営企画／
　　マーケティング
　□ 営業企画／販売促進
　□ 商品開発／研究
　□ 購買／バイヤー
　□ 財務

業態・業種
　□ 飲食
　□ 製造
　□ ＩＴ／通信
　□ アパレル
　□ 卸売・小売
　□ 宣伝／広告
　□ サービス

　□ 広報
　□ 総務・人事
　□ その他

役職
　□ 代表者
　□ 役員
　□ 部長／課長
　□  一般社員

来場者登録情報 ご来場前にあらかじめ、下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。

従業員規模必須
　□ 10 名以下
　□ 11 名～ 50 名以下
　□ 51 名 ～ 100 名以下
　□ 101 名～ 500 名以下
　□ 501 名～ 1000 名以下
　□ 1001 名～ 5000 名以下
　□ 5001 名以上

　□ 不動産
　□ 医療／福祉
　□ インフラ
　□ 研究
　□ 農林水産
　□ その他

該当項目に □ 印を記入してください。

会社名 名前

特別
ご招待券

株式会社
ファーストシステムコンサルティングAIG 損害保険株式会社



海外ビジネス EXPO 検   索

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。
※お立見の可能性もあります。予めご了承ください。

基調講演・セミナー スケジュール
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中国の巨大市場へ手軽に進出！
Liveコマースとアリババ .com販売

山下 修作

山田 敬治 粕本 晋吾

菱沼 一郎

若尾 俊之

岡部 寛

田中 雅敏

 深尾 佳広

牧野 和彦

辻原 咲紀

副島 暁啓

野田 作郎

青木 誠

事例で学ぶ、初めての輸出取引実践セミナー

菱沼貿易株式会社　代表取締役

株式会社ベルコム　代表

海外進出企業が抱える賠償責任リスクと
事故事例の紹介
AIG 損害保険株式会社　グローバル損害サービス部　部長

かいはつマネジメント・コンサルティング　代表取締役社長

新興国 70ヵ国での実績！成功事例・失敗事例から
紐解く「海外ビジネスで大切にしたい 3つのポイント」

中小企業が海外に事業展開する際に抑えておくべき 
ポイント～進出戦略立案から知財、契約、M&Aまで～
明倫国際法律事務所　代表弁護士・弁理士

創業26年の専門商社が語る！ 世界120カ国以上と取引、
1,000人のセールスタッフが培ってきた「販路開拓ノウハウ」とは
株式会社　エスビーティー　取締役　営業本部長

貴社の海外ビジネスを加速する効果的な
マーケティングリストの活用法
株式会社クレディセイフ企業情報　代表取締役

海外での toCビジネスを成功させるためにー
ローカライズのためのデザイン・ブランド設計のコツ
ILY.（アイリー）株式会社　代表取締役 / デザイナー

東南アジアの今の実情を紹介

ジャストリサーチサービス株式会社　熱方 大
shyu company limited　若山 修
JM-BRIDGE Co.,Ltd.　趙 鋒

株式会社シーアールイー
海外事業統括グループリーダー　水野 康之
SCMソリューションデザイン (株)シーアールイー顧問　魚住 和宏

世界15か国以上で 5 期連続売上高、販路拡大、
成功の秘訣を教えます。
Van Nang Banok Company Limited ／トスカバノック 
代表取締役社長

いまさら聞けない、FDAのいろは

株式会社ジェイシーズ　代表取締役 CEO

海外自社事業を37件立ち上げた実体験に基づく
「7つの課題と対策」
YCP Solidiance　マネージングパートナー

急成長している注目の港湾都市
ベトナム・ハイフォンの最新事業環境

２週間で海外進出が可能に！ 欧米で急速に普及して
いる最新の雇用代行モデルの活用事例を解説
GoGlobal 株式会社　代表取締役社長

「日本製品をアメリカに売る」
20 年、2,500 社との取引の経験
Mira Design Corporation　President

ベトナム・レンタル倉庫のご紹介　と　
アセアンの経済・流通　最新事情

年間 1万件のグローバル採用から見えた
グローバル人材課題の解決の要点
株式会社リクルート　チーフセールスストラテジスト

2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて
小売業が取り組むべき多言語対応
一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会　事業推進部 部長

高度外国人材はなぜ辞めるのか？
500 名の転職理由から見えること。
ジェイ エイ シー リクルートメント　海外進出支援室　アドバイザー

今後 4 年間で GDP２倍増を目指すインド
市場において成功する事業展開とは
日印コンサルティング　代表　毛利 仁洋 
Coinmen Consultants LLP　Partner　Nitin Garg

アジア最大の総合不動産企業が開発する
事業スペースと技術革新支援
キャピタランド ・ジャパン株式会社　横浜オフィス
カスタマーサービス＆ソリューションズ　バイスプレジデント

中国におけるBtoB 市場の現状と可能性

ノーツ株式会社　代表取締役

基調
講演

基調
講演

スポーツ×海外ビジネス×
地域の未来

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）
J.LEAGUE 国際部長
パートナー事業部長

丹羽 宇一郎

矢頭 了

三浦 治義

宗田 修

神郡 慶子

相川 洋子

近藤 岳裕

米中貿易戦争の行方と
日中関係・中国ビジネスの
これから

元中華人民共和国駐箚特命全権大使
元伊藤忠商事株式会社取締役会長
公益社団法人日中友好協会会長
一般社団法人グローバルビジネス学会会長
福井県立大学　客員教授

～企業の海外進出からインバウンド活用まで～
「Jリーグ」の海外事業担当者が語る！ 

～消費者視点から読み解くマーケティングのポイント～

ディープシー工業団地　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 建築事業部 第一営業部 営業第一課 主任　舛田 洋一

～ベトナム、スリランカ、ラオス編～


