
 

10 月 17 日～12 月 19 日 毎週火曜日 19:00～20:45 全 10 回 

昨今流行の「グローバル人材」、その定義は様々ですが、ここ福岡にはとっくに世界で活躍されている方々がいらっしゃいます。

今年度のグローバル塾では、そのような「とっくにグローバル人財」となられている皆様を講師にお迎えします。 

グローバル人財の共通点は語学力を含む情報量の多さとその巧みな活用術にあるようです。あふれる情報をどのように取捨選択

し活かすのか、そのノウハウを吸収し、多様性溢れる世界に一歩踏み出したいとお考えの皆様、どうぞ奮ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラム 

１ 
 

 

10/17 
 

◆グローバル化された時代に活躍できる人材とは？  

４０年以上異文化間に籍を置きビジネスの世界で生きてきた、北米グローバル企業元重役が伝える

グローバル化の実態把握と国際派人材となる為の必須努力。国際派には最低必要条件となる『国際

標準語力』の鍛錬術も合わせて伝授。           ４ PSD Agencies代表 山口義嗣氏 
異文化コミュニケーション 

２ 10/24 
 

◆海外ビジネスの大前提 経営判断に必須の情報の取捨選択法 

ネット上で多くの情報が飛び交ういま、特に海外の情報については、観る角度や伝える際の切り取

り方で、全く異なる情報になる。マスコミでの経験からデータでは無く使える情報を獲得する術を

伝える。                    （株）ホスピタブル代表取締役 松清一平氏 海外マーケティング 

３ 
 

10/31 
 

◆海外取引スキル入門  ～シンガポール事例をもとに進める～ 

海外市場開拓の現状と課題 ・海外取引の流れと基礎知識 

ネットを活用した情報収集と海外への情報発信 

ていすとビジネスサービス代表 飯盛敦博氏 実務ノウハウ 

４ 11/7 
 

◆グローバルスタートアップ 海外ビジネスで必要なノウハウ 頭一つ出るコミュニケーションの妙技 

北欧のスタートアップ最新事情と海外にアプローチする際の 3 つのコンセプト、FACT FINDING

とは。新しい形の決済方法、外国為替の話はかわせない。仕組みが分かってこその海外ビジネス。 

Kamikaze でビジネスネタをとる。           らいねん合同会社代表 牧之瀬英央氏 
海外マーケティング 
実務ノウハウ 

５ 11/14 
 

◆信頼できる国際ビジネス人脈の構築方法 

権力者、政府職員、王族と会わなくても海外ビジネスはできる！ 

ともにビジョンを分かち合え、結果を出せる国際人脈は、どう作るのか？ 

J-Tech Transfer &Trading代表  小島尚貴氏 異文化コミュニケーション 

６ 
 

11/21 
 

◆グローバル人材の必需品 ～事例に学ぶ、勝つための国際法務と知財の基礎知識～ 

法律も商慣習も違う外国でビジネスをする上で、知っておくべき国際法務の基礎をご説明し、サー

ビスや物販など幅広い業種で実践できる、知財を活用して競争優位を保持する方法を解説します。

明倫国際法律事務所代表パートナー 田中雅敏氏 / NCBリサーチ＆コンサルティング 佐々木治彦氏 
海外マーケティング 
実務ノウハウ 

７ 11/28 
 

◆外国人人材の活用に伴う誤解とリスクを整理する 

少子高齢化で既に多くの業界が人手不足。不十分な制度の中、外国人材の採用は避けられない。講

師は自らのネットワークで外国人の人材バンクを構築・運用の経験から、外国人材と上手に付き合

う方法、活用の誤解とリスクなどについて語ります。 （株）ホスピタブル代表取締役 松清一平氏 
外国人人材活用 
実務ノウハウ 

８ 12/5                     
◆海外企業が日本製品を買いたくなるポイントを知ろう 

もはや made in Japan だけでは売れない時代に、海外バイヤーは一体、どんな基準で知られざる

日本製品を買うのか？その着眼点を研究します。 

 J-Tech Transfer &Trading代表  小島尚貴氏 海外マーケティング 

９ 
 

12/12 
 

◆初対面で外国人のハートを掴むには？  異文化型コミュニケーション術 ワークショップ型授業 

大切なことから話す。いつまでも聞いてもらえると思ったら大間違い。3 分間自己紹介には初対面

で使えるフレーズが入っている。初対面で差がつく 90 秒ピッチのコツと KILLER MESSAGE の 

使い方。                         らいねん合同会社代表 牧之瀬英央氏                                              
異文化コミュニケーション 
実務ノウハウ 

10 12/19 
 

◆新しい貿易条約・制度を上手く利用する海外営業・海外調達の極意 

これからの日本は、EPA などの制度により、関税ゼロの物品が激増して、

自由貿易が大きく進化します。時代の変化に合わせた貿易戦略が企業成

長のカギとなります。        国際法務（株）代表取締役 中矢一虎氏 

◆90秒ピッチ実践 

各受講者 実務ノウハウ 
まとめ 

 

 

会 場 

福岡貿易会事務所 （福岡市博多区博多駅前 2-9-28、福岡商工会議所ビル７階） 

受講料  お問合せ先：（公社）福岡貿易会（柴田） 

福岡貿易会会員： １５，０００円   

非 会 員：   ２５，０００円   

学    生：   １２，０００円 

 

 

TEL：（０９２）４５２－０７０７ 

FAX：（０９２）４５２－０７００ 

E-MAIL： info@fukuoka-fta.or.jp 

定 員 
20 名 

（会員優先） 



【講師プロフィール】 

４PSD Agencies 代表  山口義嗣氏  （元 McCain Foods Limited 日本法人社長兼 CEO） 

学生運動、オイルショックの日本を飛び出し単身カナダへ。英会話力ゼロから、世界 10 か国 40 以上の製造工場を持つグローバル企業

McCain Foods Limited の日本法人社長兼 CEO を歴任。自身の発展に役立ったノウハウを駆使し、実践の角度からグローバル人材の育

成に情熱を燃やす。  

（株）ホスピタブル 代表取締役  松清一平氏 
九州朝日放送（株）にてテレビ・ラジオの番組制作、広告販売等を歴任。その間日本民間放送連盟賞を 2度受賞。2007年九州大学大学

院経済学府産業マネジメント専攻(QBS)修了・MBA を取得。同年（株）ホスピタブルを創業、韓国に特化した訪日インバウンド広告で幅広

い集客実績を作る。また日本国内で就職したい優秀なグローバル人材の就職を支援。 

ていすとビジネスサービス 代表  飯盛敦博氏 

大手電気メーカ－、プロジェクトリーダーとしてシンガポールに駐在。2004年独立。帰国後アドバイザーとして地域団体、企業のグローバ

ル化、情報化、新規事業等に携わる。シンガポール展開マーケティング、海外企業との提携等、支援実績多数のシンガポールスペシャ

リスト 

J-Tech Transfer &Trading 代表  小島尚貴氏 
19歳で海外勤務試験に合格し、大学中退。20歳でマレーシアの貿易会社に入社。8ケ国語をビジネスレベルで操りながら、貿易実務知

識・経済誌記者の手法・外国語動画を駆使して、世界各国に日本製品を売り歩いてきた。現在外国語、動画、IT の力で、地方の中小企

業の海外進出を後押しする、高利益の海外展開サービスを実施中。 

らいねん合同会社 代表  牧之瀬英央氏 

都市銀行、ソニーなどの財務・経営企画部門で勤務。勤務地はドイツ、イギリス、中国、アフリカなど世界各国にわたり、英語、中国語、ス

ペイン語でビジネスを行う。ソニーではビジネスユニットも担当したほか、海外で企業のビジネスサポートの経験もある。現在は北欧の企

業とのビジネスを行う一方、国内外企業のビジネス支援を行っている。昨年「フクオカ・スタートアップ・セレクション」ピッチコンテストで優

勝、今年 6月エストニアで開催の「Latitude59」に福岡代表として参加。ほぼ外人！ 

明倫国際法務事務所 代表パートナー 田中雅敏氏 
福岡を中心に、海外４か所の現地オフィス（上海、香港、シンガポール、ベトナム）、東京事務所、及び海外約 30都市の提携事務所ネット

ワークを活かして、中国、ＡＳＥＡＮ諸国、その他アジア地域、およびオーストラリア、欧米を中心に、海外進出や取引に関する総合的なリ

ーガルサービスを提供。海外取引、海外投資のみならず、知的財産権や国際 M&A などにも精通し、国際法、知的財産権法、契約法等

様々な観点から、毎年約 200社の日本企業の海外展開を支援。 

NCB リサーチ＆コンサルティング  事業コンサル部 国際コンサル室 マネージャー 佐々木治彦氏 
2009年から西日本シティ銀行上海事務所、2011年から「中国銀行（Bank of China）トレイニー、2013年から西日本シティ銀行上海事務

所所長として通算 7年の中国駐在。帰国後 2016年 9月から現職。 中国駐在時の様々な経験と豊富な人脈をもとに、発展めざましい中

国とこれからどう向き合うか等の講演多数。 

国際法務（株） 代表取締役  中矢一虎氏 
神戸大学法学部卒業後、住友商事株式会社に入社。パリやロンドン駐在時には、主に化学品の貿易取引に携わる。今日まで、欧米・中

国・アジア・アフリカ・中近東など世界 80カ国以上を国際取引にて歴訪した経験を持つ。現在、中矢一虎法務事務所の代表を務め、国際

契約書の相談や作成を行う司法書士及び行政書士であり、日本国内の企業契約法務や個人の相続・遺言・信託など幅広い法律業務を

多数こなしている。大阪市立大学商学部講師、各種団体が主催する講演会・研修会の講師としても幅広く活躍している。 
 

 

 

 

☆下記ご記入の上 FAXまたは emailにてお申込ください。受講料のお振込先を記した受付確認書をお送りします☆ 

 

参加申込書 ＦＡＸ：０９２－４５２－０７００（福岡貿易会宛）締切：10 月 12 日(木) 

貴 社 名 
 所 在 地 

〒   － 

 

ご 所 属 

お役職名 

 

 

ふりがな  

氏  名  

ご連絡先 

TEL:  (       )         － 

FAX:  (       )         － 

E-MAIL: 

語学資格 
英語（              ）、 

その他（語学名：              ）         

受講の目的、ご希望等  

あればご記入ください。  

 

 

※ご記入いただきました情報は、（公社）福岡貿易会が適切に管理し、セミナー受付業務に利用します。 

お問合せ先 （公社）福岡貿易会（柴田）   E-MAIL： info@fukuoka-fta.or.jp 

TEL：（092）452-0707    FAX：（092）452-0700 


