
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラム テーマ 講 師 

１ 9/3 
海外情報をどう入手し、発信するか 

～メディアの特派員事情～ 
◆（株）時事通信社 福岡支社長 村田純一氏 

実務ノウハウ 
実務のノウハウ 落とし込まなきゃビジネスじゃ

ない！ ～海外案件ネタ拾いから具現化まで～ 
◆らいねん合同会社 代表 牧之瀬英央氏 

２ 9/10 
日本製品を買いたくなるポイントとは？ 

～海外バイヤーの着眼点を学ぶ～ 
◆J-Tech Transfer & Trading 代表 小島尚貴氏 

海外マーケティング 

先人に聞く 
大企業に競り勝つ中小企業のコツ ◆Kens.co（株） 代表取締役 川口信弘氏 

３ 9/24 友好交流から始まる日中ビジネス 

～友好都市・広州の現地ビジネス最新事情～ 

◆福岡市総務企画局 国際部  

国際交流課主査 奥田聖氏 

地域情報、マーケティング 
中国流通ビジネス攻略法 

〜鍵はプロモーション～ 
◆UTS JAPAN Group CEO 古閑涼二氏 

４ 10/1 中小企業海外現法立ち上げ、立て直し奮戦記 ◆(株)西部技研 常務取締役 下薗誠氏 

先人に聞く 商社時代の修羅場、土壇場、正念場 ◆(公社)福岡貿易会 専務理事 平塚伸也 

５ 10/15 アセアン最新事情とビジネス環境 ◆国際機関日本アセアンセンター 上岡美智子氏 

地域情報 ベトナム・ビジネス事情 ◆首藤インターナショナル（有） 代表 首藤章三氏 

６ 10/29 ドバイを中心とした中東でのビジネス機会につ

いて 

◆日本貿易振興機構（ジェトロ）  

中東アフリカ課 課長 西浦克氏 

地域情報、マーケティング 
イスラム市場を探る 

Made in Japanのハラルの販売法とは？ 
◆UTS JAPAN Group CEO 古閑涼二氏 

７ 11/12 辻利茶舗の世界展開 商店街のお茶屋の挑戦 ◆(株)辻利茶舗 代表取締役 辻史郎氏 

先人に聞く  
福岡の食、世界へ 

博多から世界へ。博多を世界へ。 ◆博多一幸舎 創業者 吉村幸助氏 

８ 11/26                     外資系企業で働く醍醐味 
◆(株)クレディセイフ企業情報  

代表取締役 牧野和彦氏 

実務ノウハウ 
海外ビジネスで失敗しないためのリスクマネジ

メント 
◆明倫国際法律事務所代表弁護士 田中雅敏氏 

９ 12/3 在福岡外国人企業者に聞く、外国人から見た福

岡での起業と異文化理解のコツ 
◆明治インターンシップス 代表  Henri Vlahovic氏 

異文化理解、実務ノウハウ 
初対面で外国人のハートを掴むには？ 

90秒ピッチのコツと KILLER MESSAGE 
◆らいねん合同会社 代表 牧之瀬英央氏 

10 12/17 90秒間ピッチ実践 

総括まとめ   講座終了後 交流会 

◆らいねん合同会社  

代表 牧之瀬英央氏 

◆90秒ピッチ実践 

各受講者 実務ノウハウ まとめ 

 ※テーマ内容等は都合により変更になる場合があります。 

受講料  会 場 

福岡貿易会会員： ２５，０００円   
一     般：     ４０，０００円   

学    生：     ２０，０００円 

 

 

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 

福貿グローバル塾 2019 
― 世界で活躍できる人材を育成― 

企業のグローバル展開や外国人従業員との協働が増える中、世界に軸足を置いてビジネスを考える時がやってきまし

た。スムーズにビジネスを進めるためには、多様化する市場についての知識はもちろんのこと、その背景にある考え方

を理解し、相手方と信頼し合える関係を築くことが大切です。  

今年も多彩な講師をお招きして「福貿グローバル塾２０１９」を開催します。どなたでもご参加いただけますので、どうぞ

奮ってお申込みください。 

先 着 

20名 

2019 年９月３日（火）～１２月１７日（火） １８：４５～２０：４５  全１０回 
※原則、隔週火曜日開催ですが例外があります。下記日程ご確認ください。 

 



【主な講師プロフィール】 

（株）時事通信社 福岡支社長 村田純一氏 らいねん合同会社 代表 牧之瀬英央氏 

大学卒業後時事通信社入社。福岡支社で県警、経済、県庁、市政な

どを担当した後、政治部、経済部を経て、ワシントン駐在。特派員

時代、2001年同時テロ、ブッシュ政権、大統領選を取材。帰国後

は外務省担当、マスメディア総合本部調査部長兼編集委員などを

経て現職。最近は支社のビジネス拡大を図る一方、福岡県内の自

治体首長らへのインタビューに力を入れている。 

都市銀行、ソニーなどの財務・経営企画部門で勤務。英、中、スペイ

ン語を駆使し、ドイツ、英国、中国、アフリカ等に駐在。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優勝。エストニア開催

「Latitude59」福岡代表。現在グローバルスタートアップセンター

でスタンドオフとして活躍中。ほぼ外人！ 

J-Tech Transfer&Trading 代表 小島尚貴氏 UTS JAPAN Group CEO 古閑涼二氏 
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。 

大学院卒業後単身マレーシアへ渡り、貿易事業に従事。信号電材

（株）に入社し、台湾、中国、中東ドバイを舞台に海外事業を進めた

後、UTS JAPAN設立。中国、香港、台湾、東南アジアに幅広い人

脈を持ち貿易事業を通し世界に通用する人、企業を目指す。事業

経営の傍ら、日本・中国の学生や社会人を対象に、中小企業のグロ

ーバル化を主題としたセミナー講師を務めている。 

（株）西部技研 常務取締役 下薗誠氏 Kens.co（株） 代表取締役 川口信弘氏 
機械系卒業ながら設計嫌い、海外技術営業を志し、大手メーカー

にて国内・海外営業を経験。自身の更なる海外ビジネス経験積み

上げのため、２０代後半某中小メーカーに転職、同社米国現法の立

て直しのため、３２歳で同社米国現地法人責任者（VP）を経験。西

部技研営業本部長を約２０年、現在も拠点訪問のため世界一周出

張を最低年２回継続、同社常務取締役として活躍中。 

フィルム型太陽光発電を用いた海外進出。特に日本人が進出しな

いであろう国々を果敢に攻めることで政府の協力を煽る。 

アフリカ１２カ国を周りアフリカの現状を把握しその国にあったソ

リューションを提供する。（社）GOOD ON ROOFSを立ち上げ

国内の産業用屋根とアフリカの農村部を結びつける CSR活動で

国内企業とアフリカを線で結ぶ事業に注力している。 

首藤インターナショナル（有）代表 首藤章三氏 （株）辻利茶舗 代表取締役 辻史郎氏 
商社ベトナム駐在員時代を含め１９９６年第一次ベトナム投資ブー

ムから２０年以上、発展・変化するベトナムを見続けてきた。現在

AIKAWA ASIA BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. 

(VIETNAM) 相談役・顧問。福岡貿易会国際ビジネスアドバイザ

ーをはじめ、ジェトロ新輸出大国エキスパート（海外展開戦略策定

支援） 等他団体でも海外展開アドバイザーとして活躍中。 

2008年に辻利茶舗入社。2010年に海外一号店となる台湾出

店時には現地での開店、営業経験ゼロというスタートから現地パ

ートナーと協力のうえ、自らも店頭に立ち台湾人スタッフの指導に

当たるなどして海外店舗実務や輸出入貿易経験を蓄積。2013

年、辻利茶舗代表取締役就任。現在は 12の国と地域に 40店舗

を超える支店を擁する。 

博多一幸舎 創業者 吉村幸助氏 （株）クレディセイフ企業情報 代表取締役 牧野和彦氏 
福岡市生まれの43歳。22歳の時から飲食業に携わり、2004年に博多

豚骨ラーメン専門店『博多一幸舎』を創業。小料理屋を営む母親の料理を食

べて育ってきたせいか、子供の頃から料理が好きでよく作っており、趣味

は味の研究と根っからの職人気質。2011年インドネシアのジャカルタを皮

切りに海外進出。現在では国内18店舗、海外は中国、インドネシア、アメリ

カ、ブラジルなど10カ国44店舗を展開中。 

早大卒。D&B Japanを経て、2000年に与信管理のコンサル会社、ナレッ

ジマネジメントジャパンを設立。2016年に同社代表に就任。債権回収、海

外取引などをテーマに約900回の講演をこなし、受講者数は20,000名

超。日本人初となるNational Collections & Credit Riskでの講演のほ

か、世界10カ国で英語でのセミナー実績を持つ。日本経済新聞、JETRO

などの講師としても活躍中。 

明倫国際法務事務所 代表パートナー 田中雅敏氏 明治インターンシップス 代表 Henri Vlahovic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、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、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。 

今年で日本滞在８年目になるドイツ人起業者。 

福岡で起業をして今年で５年目となり、インターンシップという形

で欧米の優秀な人材を、日本をはじめとするアジアの８か国へ届

ける事業を展開。2018年、日本最大のインターンシップエージェ

ントとして表彰される。 

 

 

 

☆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：2019 年８月30 日(金) 

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  


