参加無料

中小企業海外ビジネス シンポジウム

300名

定員

勝てる海外進出と
リスク

壁の乗り越え方
中小企業の海外進出が拡大する一方、国

東京
会場

内外の経済情勢の変化により、現地で事
業不振に陥ったり、トラブルを抱える企
業が増えています。そこで、中小企業の

2017

海外進出のコツや海外リスクマネジメント
の課題と考え方についてご紹介します。
リスクの事例や具体的なリスク管理方法
を学び、海外展開を目指す中小企業の皆
様の一助となるためのシンポジウムです。

開場

2 10

13:00

開演

金

13:30

品川グランドホール
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 3階

会場アクセス

第１部 基調講演
かべ

海外展開で「市場の壁」を乗り越えろ！
〜「小さな会社」が市場をつくる〜
立教大学経済学部教授

山口 義行 氏

企業が海外に出ていけば「空洞化」が起きる。海外展開できるのは中堅以上
の比較的大きな会社だ̶̶未だにこんな誤解が企業の足を引っ張っている
講演ではそんな誤解を払拭しつつ、そもそも「海外展開とはどういうことか」
を具体的事例をあげながら説いていきます。

第2 部 パネルディスカッション

初めての海外進出時に陥りやすい
失敗とリスクについて
パネリスト

山口 義行 氏

大森 利夫氏（大森機械工業（株）代表取締役社長兼CEO）
高見澤 友伸氏（（株）コスモテック 代表取締役社長）
本澤 順子氏（大江橋法律事務所 弁護士）
小黒 健三氏（やまと監査法人 公認会計士／海外リスクマネジメント研究会委員）
高橋 敦司氏（（株）インターリスク総研（海外リスクマネジメント研究会事務局）

（やまぐち よしゆき）
1951年名古屋市生まれ。立教大学大学院修了。ス
モールサン（中小企業サポートネットワーク）主宰。
政策工房J-Way代表。外務省参与（2012年４月〜
現在）。経済危機やバブル問題に関する研究のほか、
NHK総合テレビ「クローズアップ現代」、同「さきど
り」、テレビ東京「ジパング」などでコメンテーターと
しても活躍。BS11「中小企業ビジネスジャーナル」
（毎月第1月曜日23：00〜23：54）では、キャスター
として番組の企画制作にもかかわっている。

統合リスクマネジメントグループ長 上席コンサルタント）
モデレーター 高橋 英章氏（中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー）

2017 年

2 月 20日 月 大阪会場 2 月 23日 木 名古屋会場も開催

主催：中小企業基盤整備機構
後援：外務省、中小企業庁、商工組合中央金庫、東京商工会議所、日本商工会議所、
日本政策金融公庫、日本貿易振興機構、日本貿易保険（五十音順）

プログラム内容の詳細と申し込み方法は裏面へ

リスク

中小企業海外ビジネス シンポジウム

勝てる海外進出と壁の乗り越え方

日時

（金） 開場 13:00
平成 29年２月10 日

開演

場所

品川グランドホール

定員

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 3階

参加
無料

13:30
先着300名

プログラム
13:30 ― 13:35 開会挨拶（中小企業基盤整備機構）／来賓挨拶（中小企業庁）
基調講演

かべ

海外展開で「市場の壁」を乗り越えろ！〜「小さな会社」が市場をつくる〜
13:35 ― 14:35

講師 立教大学経済学部教授 山口 義行氏
テレビでも大活躍されている山口氏が、中小企業の海外展開の動向と最近の世界情勢を踏まえ、
「海外展開とはどういうことか」を具体的事例をあげながら説いていきます。

14:35 ― 14:45 休憩
パネルディスカッション

初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて
パネリスト

大森 利夫氏（大森機械工業（株） 代表取締役社長兼CEO）
高見澤 友伸氏（
（株）
コスモテック 代表取締役社長）
本澤 順子氏（大江橋法律事務所 弁護士）
小黒 健三氏（やまと監査法人 公認会計士／海外リスクマネジメント研究会委員）

14:45 ― 16:15

高橋 敦司氏（
（株）
インターリスク総研
（海外リスクマネジメント研究会事務局）
統合リスクマネジメントグループ長 上席コンサルタント）
モデレーター 高橋 英章 氏（中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー）
中小企業が経験した海外進出時の苦難やリスク、
事業再編の事例をもとに、
企業と専門家の視点からリスク管理方法、
海外リスクマネジメントマニュアルの活用方法を考えるパネルディスカッションを行います。

中小機構の海外展開支援について（中小企業基盤整備機構）
16:15 ― 16:30

中小企業基盤整備機構より、海外事業再編戦略推進支援事業、海外リスクマネジメントマニュアルを
中心に支援メニューをご紹介します。

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/seminar2/100000.html
Web
応募フォーム （中小機構HP:中小企業海外ビジネスシンポジウムお申し込みフォーム） 中小機構 海外シンポジウム 検索

お申込み方法
締切日２月３日（金）

FAX

03-5470-1527

氏名
業種

貴社名
従業員数
所在地
TEL

人

資本金

〒
FAX

Eメール
パネルディスカッション（初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて）で聞きたい質問

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課（担当：林、大山、深山）
Tel 03-5470-1522 Mail kei-kokusai@smrj.go.jp

（百万円）

参加無料

100名

中小企業海外ビジネス シンポジウム

定員

勝てる海外進出と
リスク

壁の乗り越え方
中小企業の海外進出が拡大する一方、国
内外の経済情勢の変化により、現地で事
業不振に陥ったり、トラブルを抱える企
業が増えています。そこで、中小企業の

大阪
会場
2017

海外進出のコツや海外リスクマネジメント
の課題と考え方についてご紹介します。
リスクの事例や具体的なリスク管理方法

開場

2 20

13:00

開演

月

13:30

を学び、海外展開を目指す中小企業の皆

ハービスホール（小ホール）

様の一助となるためのシンポジウムです。

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA B2F

会場アクセス

第１部 基調講演

「中小企業海外展開のツボ」
〜勝てる海外進出方法・進出後の現地マネジメントを考える〜
（株）日本M＆Aセンター代表取締役社長

三宅 卓氏

これから海外進出を考える中小企業、既に海外進出済みで、現地マネジメン
トに課題をかかえている企業経営者向けに、企業の持続的成長をポイントに、
（株）日本M&Aセンター代表取締役社長三宅卓がその極意を語ります。

第2 部 パネルディスカッション

初めての海外進出時に陥りやすい
失敗とリスクについて
パネリスト

三宅 卓氏

高見澤 友伸氏（（株）コスモテック 代表取締役社長）
小野 洋一郎氏（大江橋法律事務所 弁護士／海外リスクマネジメント研究会委員）
小黒 健三氏（やまと監査法人 公認会計士／海外リスクマネジメント研究会委員）
奥村 武司氏（（株）インターリスク総研（海外リスクマネジメント研究会事務局）
CSR・法務グループ長 上席コンサルタント）

安丸 良広氏（（株）日本M＆Aセンター 海外支援室長）

（みやけ すぐる）
1952年神戸市生まれ。1977年日本オリベッティ株
式会社入社。
「日本を支えるトップ営業マン」としてビ
ジネス誌に取り上げられ、本社営業企画・東海事業
所長を務めた。1991年株式会社日本M&Aセンター
設 立に参画、代 表取 締役社長就任（20 08年〜現
任）。数百件のM&A成約に関わって陣頭指揮を執っ
た経験から、
「中小企業M&Aのノウハウ」を確立し、
品質向上と効率化を実現。中堅・中小企業M&Aの
第一人者として年間に100件以上の講演活動を行う。

モデレーター 高橋 英章氏（中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー）

2 月 23日 木 名古屋会場も開催
主催：中小企業基盤整備機構
後援：外務省、中小企業庁、商工組合中央金庫、東京商工会議所、日本商工会議所、
日本政策金融公庫、日本貿易振興機構、日本貿易保険（五十音順）

プログラム内容の詳細と申し込み方法は裏面へ

リスク

中小企業海外ビジネス シンポジウム

勝てる海外進出と壁の乗り越え方

２月20日（月）

日時

平成 29年

場所

ハービスホール（小ホール）

開場

13:00

開演

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA B2F

13:30
定員

参加
無料

先着100名

プログラム
13:30 ― 13:35 開会挨拶（中小企業基盤整備機構）／来賓挨拶（中小企業庁）
基調講演

「中小企業海外展開のツボ」〜勝てる海外進出方法・進出後の現地マネジメントを考える〜

13:35 ― 14:35 講師（株）日本M＆Aセンター代表取締役社長 三宅 卓氏
中堅・中小企業M＆Aの第一人者の三宅氏が、海外現地企業のマネジメントに課題を抱える皆様に企業の
持続的成長を中心に語ります。

14:35 ― 14:45 休憩

初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて
パネルディスカッション

パネリスト

高見澤 友伸氏（
（株）
コスモテック 代表取締役社長）
小野 洋一郎氏（大江橋法律事務所 弁護士／海外リスクマネジメント研究会委員）
小黒 健三氏（やまと監査法人 公認会計士／海外リスクマネジメント研究会委員）
奥村 武司氏（
（株）インターリスク総研（海外リスクマネジメント研究会事務局）

14:45 ― 16:15

CSR・法務グループ長 上席コンサルタント）

安丸 良広氏（
（株）
日本M＆Aセンター 海外支援室長）
モデレーター 高橋 英章 氏（中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー）
中小企業が経験した海外進出時の苦難やリスク、
事業再編の事例をもとに、
企業と専門家の視点からリスク管理方法、
海外リスクマネジメントマニュアルの活用方法を考えるパネルディスカッションを行います。

中小機構の海外展開支援について（中小企業基盤整備機構）
16:15 ― 16:30 中小企業基盤整備機構より、海外事業再編戦略推進支援事業、海外リスクマネジメントマニュアルを
中心に支援メニューをご紹介します。

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/seminar2/100115.html
Web
応募フォーム （中小機構HP:中小企業海外ビジネスシンポジウムお申し込みフォーム） 中小機構 海外シンポジウム 検索

お申込み方法
締切日 2 月13 日
（月）

FAX

03-5470-1527

氏名
業種

貴社名
従業員数
所在地
TEL

人

資本金

〒
FAX

Eメール
パネルディスカッション（初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて）で聞きたい質問

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課（担当：林、大山、深山）
Tel 03-5470-1522 Mail kei-kokusai@smrj.go.jp

（百万円）

参加無料

100名

定員

中小企業海外ビジネス シンポジウム

勝てる海外進出と
リスク

壁の乗り越え方
中小企業の海外進出が拡大する一方、国
内外の経済情勢の変化により、現地で事
業不振に陥ったり、トラブルを抱える企
業が増えています。そこで、中小企業の

名古屋
会場
2017

海外進出のコツや海外リスクマネジメント
の課題と考え方についてご紹介します。
リスクの事例や具体的なリスク管理方法
を学び、海外展開を目指す中小企業の皆
様の一助となるためのシンポジウムです。

開場

2 23

13:00

開演

木

13:30

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名駅桜通口
（ホール4B）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-5
名古屋ダイヤビル 3号館

会場アクセス

第１部 基調講演

「中小企業海外展開のツボ」
〜勝てる海外進出方法・進出後の現地マネジメントを考える〜
（株）日本M＆Aセンター代表取締役社長

三宅 卓氏

これから海外進出を考える中小企業、既に海外進出済みで、現地マネジメン
トに課題をかかえている企業経営者向けに、企業の持続的成長をポイントに、
（株）日本M&Aセンター代表取締役社長三宅卓がその極意を語ります。

第2 部 パネルディスカッション

初めての海外進出時に陥りやすい
失敗とリスクについて
パネリスト

三宅 卓氏

高見澤 友伸氏（（株）コスモテック 代表取締役社長）
小野 洋一郎氏（大江橋法律事務所 弁護士／海外リスクマネジメント研究会委員）
小黒 健三氏（やまと監査法人 公認会計士／海外リスクマネジメント研究会委員）
高橋 敦司氏（（株）インターリスク総研（海外リスクマネジメント研究会事務局）
統合リスクマネジメントグループ長 上席コンサルタント）

安丸 良広氏（（株）日本M＆Aセンター 海外支援室長）
モデレーター 高橋 英章氏（中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー）

主催：中小企業基盤整備機構
後援：外務省、中小企業庁、商工組合中央金庫、東京商工会議所、日本商工会議所、
日本政策金融公庫、日本貿易振興機構、日本貿易保険（五十音順）

（みやけ すぐる）
1952年神戸市生まれ。1977年日本オリベッティ株
式会社入社。
「日本を支えるトップ営業マン」としてビ
ジネス誌に取り上げられ、本社営業企画・東海事業
所長を務めた。1991年株式会社日本M&Aセンター
設 立に参画、代 表取 締役社長就任（20 08年〜現
任）。数百件のM&A成約に関わって陣頭指揮を執っ
た経験から、
「中小企業M&Aのノウハウ」を確立し、
品質向上と効率化を実現。中堅・中小企業M&Aの
第一人者として年間に100件以上の講演活動を行う。

プログラム内容の詳細と申し込み方法は裏面へ

リスク

中小企業海外ビジネス シンポジウム

日時
場所

勝てる海外進出と壁の乗り越え方

２月23日（木）

平成 29年

開場

13:00

開演

13:30

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名駅桜通口
（ホール 4B）

定員

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-5 名古屋ダイヤビル 3号館

参加
無料

先着100名

プログラム
13:30 ― 13:35 開会挨拶（中小企業基盤整備機構）／来賓挨拶（中小企業庁）
基調講演

「中小企業海外展開のツボ」〜勝てる海外進出方法・進出後の現地マネジメントを考える〜

13:35 ― 14:35 講師（株）日本M＆Aセンター代表取締役社長 三宅 卓氏
中堅・中小企業M＆Aの第一人者の三宅氏が、海外現地企業のマネジメントに課題を抱える皆様に企業の
持続的成長を中心に語ります。

14:35 ― 14:45 休憩

初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて
パネルディスカッション

パネリスト

高見澤 友伸氏（
（株）
コスモテック 代表取締役社長）
小野 洋一郎氏（大江橋法律事務所 弁護士／海外リスクマネジメント研究会委員）
小黒 健三氏（やまと監査法人 公認会計士／海外リスクマネジメント研究会委員）
高橋 敦司氏（
（株）
インターリスク総研（海外リスクマネジメント研究会事務局）

14:45 ― 16:15

統合リスクマネジメントグループ長 上席コンサルタント）

安丸 良広氏（
（株）
日本M＆Aセンター 海外支援室長）
モデレーター 高橋 英章 氏（中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー）
中小企業が経験した海外進出時の苦難やリスク、
事業再編の事例をもとに、
企業と専門家の視点からリスク管理方法、
海外リスクマネジメントマニュアルの活用方法を考えるパネルディスカッションを行います。

中小機構の海外展開支援について（中小企業基盤整備機構）
16:15 ― 16:30 中小企業基盤整備機構より、海外事業再編戦略推進支援事業、海外リスクマネジメントマニュアルを
中心に支援メニューをご紹介します。

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/seminar2/100117.html
Web
応募フォーム （中小機構HP:中小企業海外ビジネスシンポジウムお申し込みフォーム） 中小機構 海外シンポジウム 検索

お申込み方法
締切日 2 月16 日
（木）

FAX

03-5470-1527

氏名
業種

貴社名
従業員数
所在地
TEL

人

資本金

〒
FAX

Eメール
パネルディスカッション（初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて）で聞きたい質問

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課（担当：林、大山、深山）
Tel 03-5470-1522 Mail kei-kokusai@smrj.go.jp

（百万円）

