平成26年1月吉日

「成長期の日本がそこにある Re-Discovery ASEAN」
特別セミナーのご案内

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
弊社まいまい格別のお引き立てをたまわり、厚く御礼申し上げます
私どもイグレック株式会社では、Japan to the World, World to Japanを合言葉に、日本の良いものを世界に、
世界の良いものを日本にご紹介するお手伝いをさせていただいております。これらの実績も認められ、中小企業
庁/全国商工会連合会より海外進出支援に関するモデル事業に認定されております。
今回のセミナーではシンガポール政府 / 国際企業庁や、在京シンガポール共和国大使館商務部にて商務官を務
められてきた、関 泰二氏をメインスピーカーにお迎えします。関氏は在シンガポールで、現在はインキュベーショ
ンオフィスCROSSCOOP SINGAPOREを中心に、開業以来約２年で約１４０社の日系企業のシンガポール、東
南アジア進出を支援されてきています。
また、住友商事株式会社海外工業団地部の大西 伸治氏からは、日系製造業のASEAN 進出についての留意
点なども含めて解説いただきます。続きまして、ASEAN 地域における進出時の法令サポートなどを専門領域の
ひとつとされている、小島国際法律事務所から光内 法雄氏をお迎えし、ASEAN への期待とともに、そのリーガ
ルリスクについての解説をしていただきます。
セミナーの参加者には講師陣やパネリストとの名刺交換などの機会の場も設営させていただく予定にしております。
是非、当セミナーにご参加いただき、最近とみに脚光を浴びてきております ASEAN の魅力とその具体的な進
出方法についてご考察いただければと存じます。このセミナーが貴社のグローバルビジネスの発展に少しでも
寄与できればこれに勝る幸いはございません。
皆様におかれましては、ご多用中のこととは存じますが、是非、ご出席たまわりたく、ご検討をお願いいたします。
ご質問等ございましたら、なんなりと弊社までお願いいたします。

イグレック株式会社 代表取締役

八剱

２０１３年実施済セミナーについて
２０１３年 ２月 「そしてアジアへ」特別セミナー
２０１３年 １０月 「インドと日本を身近にする」インドITフォーラム特別編
２０１３年 １2月 「知っているつもりのアメリカ、その真実を探る」
今後予定しているセミナーについて
２０１４年2月または3月 「ネパール特別セミナー／ネパール大使をお招きして」
（仮称：現在調整中）

洋一郎

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

成長期の日本がそこにある
Re-Discovery ASEAN

進出企業の研究を通じて、ＡＳＥＡＮビジネス成功のカギを探ります

2014年

2月12 日（水）

日 程：

13 :30〜16 :45
（受付時間 13 :15）
JR東京駅隣接

サピアタワー

会 場：

503A セミナールーム

住

所：〒100- 0005
東京都千代田区丸の内1丁目7 - 12

このたび弊社は中小企業庁／全国商工会連合会より、
中小企業営業力強化海外販路拡大支援モデル事業の認定を受けました。
シンガポール政府／国際企業庁や、在京シンガポール共和国大使館商務部にて商務官を務められてきた
関 泰二氏をメインスピーカーに、住友商事株式会社海外工業団地部の大西 伸治氏、
小島国際法律事務所から光内 法雄氏をお迎えし、
進出企業の研究を通じて、
ＡＳＥＡＮビジネス成功のカギを探ります。
開場・受付開始

13：15 ▶ 13：30

受

開会のご挨拶

13：30 ▶ 13：50

開会のご挨拶およびASEANの概要について

13：50 ▶ 14：50

「東南アジアビジネス成功のコツ」

Lecture 1

付
イグレック株式会社 代表取締役社長

〜シンガポールを活用した東南アジアでの事業展開、モノの売り方〜
NIHON ASSIST SINGAPORE PTE LTD, Managing Director
CROSSCOOP SINGAPORE PTE LTD, Director

Coﬀee break

Lecture 2

Lecture 3

セミナー終了
Adjourn

八剱 洋一郎

休 憩

14：50 ▶ 15：10
15：10 ▶ 15：50

「日系製造業のASEAN進出の背景及び進出に際しての留意点」
住友商事株式会社 海外工業団地部 第二チーム 部長付

15：50 ▶ 16：30

関 泰二氏

大西 伸治氏

「ASEAN進出への期待とリーガル・リスク」
〜アジア最後のフロンティア・ミャンマーを題材に〜
小島国際法律事務所 弁護士 光内 法雄氏

16：30 ▶ 16：45

名刺交換

16：45

散

会
※参加費（税込み）5,000円/名 ご参加の場合には事前にお申し込みをお願いいたします

関 泰二
NIHON ASSIST
SINGAPORE PTE LTD,
Managing Director
CROSSCOOP
SINGAPORE PTE LTD,
Director

● Proﬁle
2011年4月までIE Singapore（シンガポール政府/国際企業庁）Senior
Market Oﬃcer、在京シンガポール共和国大使館商務部にて商務官を務める。
退官後、
インキュベーションオフィスCROSSCOOP SINGAPOREを中心に、開業
以来約２年で約１４０社の日系企業のシンガポール、東南アジア進出を支援する。
また、
シンガポール企業の日本市場参入／グローバル化支援もしており、多くの実
績を出し続けている。現在は、
日本企業、
シンガポール企業の取締役を数社兼任。

▼ 主な著書 ▶

セミナー申し込みに関するご案内
参加申し込み先

イグレック株式会社
〒110 - 0005
東京都台東区上野 3 丁目28 - 5
TEL: 03-3836-3015

www.igreque.com
info@igreque.com
FAX : 03 - 5938 - 9712

参加申し込み方法
１． お申し込みはイグレックホームページから、あるいは、e-Mail, FAX 又は郵送もご利用いただけます。
２． 申込書のお受付は、２０１4 年 2月7日までにお願いいたします。満員の場合にはお断りすることがござい
ます。その節はご容赦ください。
３． 参加会費は、原則としてお申し込み後ご案内する口座にお振込みください。
尚、お振込み手数料は参加各社様のご負担にてお願いいたします。

代理参加等について
１． 当日参加ご予定者の方のご都合がつかなかった場合には、代理の方がご参加いただけます。
２． お支払いいただきましたセミナー費用に関しましては理由の如何を問わず、返金はいたしませんので、
ご容赦ください。
３． やむを得ない事由によりセミナーの開催を延期、或いは中止する場合がございます。中止となった場合
には、入金額を返金させていただきます。

個人情報の取扱い
■ お取り扱いについて

お申し込みにご記入頂きます個人情報及び記載内容はイグレック株式会社が利用させていただきます。ご記入
頂く個人情報は、個人情報保護に関する方針に従い、必要な安全管理措置を行いお取扱いいたします。
尚、イグレック株式会社及びこれらの管理する委託会社以外へ無断で開示、提供することはございません。
■ 利用目的

イグレック株式会社は、製品・サービス・イベントなどの御案内に情報を利用させていただきます。
■ 開示等の請求

お客様の個人情報について、お客様ご本人から所定の手続きにより利用目的の通知・開示・訂正並びに
利用停止のお申し込みがございました場合には、適切にご対応申し上げます。
■ ご相談窓口

イグレック株式会社 / E-mail : info@igreque.com / TEL:03-3836-3015

成長期の日本がそこにある
Re-Discovery ASEAN

〜アセアンセミナー御申込書〜
主 催：イグレック株式会社
日 程：２０１4年２月12日
（水）
13：15PM開場 13：30PM開演
会 場：東京ステーションコンファレンス「サピアタワー ５０３A セミナールーム」
東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 ＪＲ東日本 東京駅八重洲北口
徒歩５分
新幹線 日本橋口直結
徒歩１分
東京メトロ東西線 Ｂ７出口直結 徒歩１分

会 費：5，
０００円／１人 参加御申し込みを受付次第、お振込み並びに当日のご案内等を申し上げます。
ＦＡＸ：０３-５９３８-９７１２ info@igreque.com

参加申込書
申込日

2014年

月

日

※裏面に記載されたお申し込み方法と個人情報の取扱いについてご確認のうえにてご記載ください

ふりがな

ふりがな

会社名

所属部署
or
事業所名
（〒

-

市外局番から
電話番号（ ご記入ください
）

（

）

）

所在地

ふりがな

ふりがな

参加者氏名

所属並びに
役職名

ふりがな

ふりがな

参加者氏名

所属並びに
役職名

ふりがな

ふりがな

参加者氏名

所属並びに
役職名

ふりがな

ふりがな

参加者氏名

所属並びに
役職名

日本の良いものを世界へ、世界の良いものを日本へ。

メールアドレス

メールアドレス

メールアドレス

メールアドレス

イグレック株式会社について
イグレック株 式会社は元ウィルコムの代表 取 締役社長、ＳＡＰジャパンの代表 取 締役社長などを歴 任してきました
八剱洋一郎が 2 011年末に設 立いたしました。当社は経 営コンサルテーション、企業向け営業力強化手法のコンサル
テーション、各種ソフトウェアの開発、およびそれにともなうアドバイス等を主として行っております。現在、ＩＴ系企業に
とどまらず、各種事業会社に対するサービスを展開しております。
また、日本のよいものを世界へ、世界のよいものを日本へという思想の元、国際的なジョブマッチング事業も行っております。
同社の社名はフランス語のアルファベット「Ｙ」の発音からきておりますが、今後の日本企業にますます重要になってくると
思われます、
「規律」、
「 事業間における整合性の確立」、また「海外展開」にあたっての「国際」戦略などに関連する英語、
I=IntegrityおよびG=Globalizationから作った造語でもあります。I+G+Requisite = IGREQUE

世界でも稀な日本の

本来の強さをもっと海外に発信していくことを目的としております。

「ネパール特別セミナー開催計画のお知らせ」
イグレック株 式会社では現在ネパール大使 館と調整をしており、ネパール大使をご招待しての特別セミナーの開催を
検 討しております。今回はかなり人数を絞って（２０名前後）開催を考えておりますので、ネパール進出等、ネパールに
ついてご関心をお持ちのお客様におかれましては、弊社まであらかじめご連絡いただきたくお願い申し上げます。
開催が決まり次第、優先的にご案内させていただきます。
現状では２０１４年２月ないし３月の実施で、場所はネパール大使 館を予定しております。参加費用は数千円の予定と
なっております。

Japan to the World,

World to Japan

www.igreque.com

