平成 29 年度「第 1 回 グローバルマーケティングセミナー」

海外展開経営戦略セミナー

「アジアで成功するための秘訣とはなにか！？」
グローバル化が進展するなか、海外展開はますます重要な経営戦略のひとつになっていますが、海外、特に
アジアへの海外展開においては、アジア市場各地の特徴、経済環境、競争環境の変化等を十分に理解した上での戦略
がアジアで勝ち残っていくためには大変重要となってきています。
本セミナーでは、アジアビジネスの現状と今後の展望に関してご紹介し、成功の明暗を分けるポイント(現地
進出前後の留意点等)を他国の投資環境や制度(法規制、税制等)等と比較しながら、現地で活躍中の専門家によ
るパネルディスカッション形式でご紹介します。
海外展開に関心のある方はこの機会に是非ご参加ください。
また、セミナー終了後に個別相談会を開催しますので、ご興味のある国の専門家に是非ご相談ください。

日

時：2017 年 9 月 8 日（金）13:30～16:50（受付 13:00～）

場 所：諏訪文化センター 第一集会室（諏訪市湖岸通り 5-12-8）
定 員：50 名程度
対象者：長野県内に事業所を保有する中小製造業の経営者、海外事業担当者等
主 催：長野県、(公財)長野県中小企業振興センター
後 援：ジェトロ長野

参加無料
9 月4 日
締切

プログラム
時間
13:30～13:35

内容
開会挨拶
第一部：特別講演

「アジアビジネスの現状と今後の展望」

講師：マイツグループ CEO
・投資環境の変化
・経済環境、競争環境の変化
・海外進出企業の課題

13:35～14:05

第二部：パネルディスカッション

池田

博義氏

「アジアで勝ち残るための心得」

日本企業の海外進出について、課題が異なるアジアの先進国・新興国を２つのセッションに分け、
現地事情に精通している専門家が各課題について本音で語ります。
パネル司会：マイツグループ CEO 池田 博義氏
14:05～14:55

14:55～15:05

①

パネラー：中国、タイ、マレーシア
・海外展開の事例紹介
・市場として捉えたビジネス展開
・現地ローカル企業の動向
・現地ローカル企業との取引における留意点、他
休憩

②
15:05～15:55

海外進出企業の新たな販路開拓に向けて（先進国）

進出検討、設立初期段階企業に向けて（新興国)
パネラー：インドネシア、ベトナム、インド、フィリピン、ミャンマー
・各国のインフラ状況、国民性
・海外展開にあたってのミッション明確化
・市場調査(F/S)の重要性、必要性
・進出にあたっての留意点、他

15:55～16:05

質疑応答・閉会

16:05～16:50

個別相談会（事前予約制）

お申込み ▶ 裏面参加申込書にてお申込み下さい。
または、下記 URL の参加申込書フォームに入力し申込みしてください。
http://www.icon-nagano.or.jp/cms/modules/forms/index?id=18
お問合せ ▶ (公財)長野県中小企業振興センター マーケティング支援センター 海外展開チーム
TEL：026-269-7366 FAX：026-228-2867 E-mail：kokusai@icon-nagano.or.jp

第 1 回グローバルマーケティングセミナー参加申込書
電子メール又はファックスで 9 月 4 日（月）までにお申込みください。
件名を「第 1 回 グローバルマーケティングセミナー申込」とし、下記の必要事項を
記載または、参加申込書を添付の上、送信してください。

E-mail

メールアドレス ： kokusai@icon-nagano.or.jp
下記に必要事項を記載の上、ファックスしてください。

FAX

FAX ： ０２６－２２８－２８６７

（担当：近藤）
平成 29 年

月

日

企業名
住所

〒

TEL

FAX

フリガナ

所属部署・役職

受講者名

E-mail

フリガナ

所属部署・役職

受講者名

E-mail

個別相談会参加希望

あり ・

なし

相談対象国

海外展開策において課題
となっていること
講演に期待すること
○本申込書にご記入されました個人情報について、当センタープライバシーポリシーに即して扱われ、本セミナーに関する連絡
及びこれに関連する資料やセミナー案内等の情報提供等の目的以外での使用は一切いたしません。

-------------------------------------------------------------------------------------------【講師・パネラー略歴】
【中国】マイツグループ CEO 池田 博義氏
1987 年に株式会社マイツを設立し、代表取締役に就
任。
1993 年に中国・上海に進出、翌年に株式会社マイ
ツ上海代表処を開設し、首席代表に就任。中国沿岸
部を中心に 10 拠点の事業所を展開
2011 年には中国・アジア進出支援機構を設立。
現在、クライアント数は日本、中国に 2,900 社超、社員数 380 名強
の中国に進出する会計事務所系コンサルティング会社の最大手

【インドネシア】フューチャーワークスグループ
代表 中村 正英氏
2008 年 株式会社フューチャーワークス設立
2011 年 PT. FutureWorks Indonesia Jaya 設立
2012 年 株式会社ユナイテッドファクトリー設立
現在、インドネシア、タイ、シンガポール拠点で拡
大中

【タイ】アジア・アライアンス・パートナー
代表
橘内 進氏
2002 年橘内公認会計士事務所開所
2003 年 BDO グループタイ国バンコク事務所入所
2004 年同事務所を退所し、タイ・バンコクにて、Asia
Alliance Partner Co., Ltd. 設立

【ベトナム】Asia Alliance Partner Vietnam Co., Ltd.
責任者 大塚 大地氏
2013 年 Asia Alliance Partner Co., Ltd.（タイ）
に 入所
2015 年 Asia Alliance Partner Vietnam Co., Ltd.
の責任者を兼任

【マレーシア】Russel Bedford JSG Sdn Bhd
Managing Director 加藤 芳之氏
1997 年 監査法人トーマツ マレーシア駐在
2007 年 ラッセルベッドフォードマレーシア JSG 入
所
ラッセルベッドフォードマレーシア JSG の MD に就任

【フィリピン】TERADATRUST ADVISORY INC
代表 寺田 未来氏
2004 年 東京三菱銀行入行
2009 年 SCS Global Business Solutions, Inc.入
所
2012 年 Teradatrust Advisory Inc.設立

【インド】マユールバトラグループ
エグゼクティブダイレクター 山根 亜紀子氏
2006 年 マユールバトラグループ入社 （デリー本社
勤務）
2008 年 IIM-C(Indian Institute of Management,
Calcutta )ビジネスプログラム終了
2009 年 マユールバトラグループ 東京事務所代表
2015 年 マユールバトラグループデリー本社勤務
現在は、ニューデリーを中心にインド国内全拠点、東京連絡事務所を
担当

【ミャンマー】Hongo Tsuji consulting Myanmar
Co., Ltd. 代表 佐藤 洋史氏
2013 年 9 月 三菱東京 UFJ 銀行青山･表参道支店長を
最後に退職
2015 年 10 月 辻･本郷税理士法人 法人国際部入社
2017 年 5 月 Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Bangkok に MD として勤務
2017 年 7 月 Hongo Tsuji consulting Myanmar Co., Ltd. の MD 就任

