
海外展開支援施策
説明会　＆　無料相談会

平成 29 年度中小企業等の海外展開における知的財産戦略支援事業

平成２９年

８月３０日

（水）

海外展開支援施策
説明会　＆　無料相談会

１３ ： ００～１６ ： １０

飯塚市役所　　【説明会】 ２Ｆ会議室　【相談会】 １Ｆ多目的ホール

６０名企業、 自治体、 経済団体、 金融機関等 無料

１３ ： ３０～１６ ： ００のうち１コマ３０分
＊個別相談は希望者のみ。 事前申込み制。

会　場

定　員対　象 参加費

説明会 個別相談会

九州経済産業局、（一社）九州経済連合会、九州経済国際化推進機構、九州知的財産活用推進協議会、
福岡県、筑豊地域中小企業支援協議会、（独）日本貿易振興機構福岡貿易情報センター

施策の利活用等に関する個別相談会及び知的財産に関する個別相談会　＜1相談あたり 30 分＞

説明会プログラム

個別相談会　＊個別相談は希望者のみ。事前申込み制。

本説明会では、海外展開に有効な支援施策やその活用事例をまとめてご紹介いたします。
また、施策の利活用、海外展開、知的財産に関する個別相談会を実施し、皆さんの疑問に直接お答えいたします。

国や公的支援機関の

海外展開支援メニューを

最大限に活用したい！

海外展開に向けて

「リスク」を

極力減らしたい！

自社製品を海外に

対して売っていきたいが

真似されないか心配だ

情報収集
専門家相談
販路開拓

国内および
海外知的財産

インドネシア情報

主　催

　　　　   　13：00 ～ 13：05　　九州経済産業局
  　  13：05 ～ 13：15　　九州経済産業局『国等の海外展開支援施策のご紹介』
    　13：15 ～ 13：35　　( 独 ) 日本貿易振興機構 [JETRO] 福岡貿易情報センター
     　『ジェトロの海外展開支援施策について』
    　13：35 ～ 13：55         ( 独 ) 中小企業基盤整備機構九州本部『中小機構の海外展開施策について』
  　  13：55 ～ 14：15　　( 独 ) 国際協力機構 [JICA] 九州国際センター『JICA の海外展開支援施策について』
  　　
       　　　      　 14：15 ～ 14：35　　( 独 ) 工業所有権情報・研修館 [INPIT]
 　    　『御社を INPIT 海外知的財産プロデューサーが支援します』
　　　　　　          　 14：35 ～ 14：45　　福岡県知財総合支援窓口『知財総合支援窓口の支援メニューについて』

  　  14：45 ～ 15：00  休憩（１５分）

        15：00 ～ 15：10　　九州グローバル人材活用促進協議会
     　『九州の企業と留学生をつなぐマッチングサイトWork in Kyushu の活用』

※終了後、講師との名刺交換、個別質疑応答が可能です。

15：30 ～ 16：10

人材育成・確保

〒820-0004 福岡県飯塚市新立岩５−５

自治体の施策紹介・
取り組み 15：10 ～ 15：30 福岡県 商工部 新事業支援課『福岡県の海外ビジネス展開支援について』

新輸出大国コンソーシアム　パートナー　長谷　澄　氏
　  『インドネシアへの進出に向けて』

開会挨拶

in
福岡
in
福岡

インドネシアの魅力

について

詳しく知りたい

～巨大市場として注目されるインドネシアの情報もご提供いたします～



九州経済産業局　国際課
【担当】真木、橋爪、三宅　TEL： 092-482-5423

海外展開支援施策説明会　＆　無料相談会 参加申込

企業 ・ 機関名

所属 ・ 役職

業種

氏名

ご住所

ＴＥＬ

（　　　　　　）　　　　　　-　　　　　　　

　　　　　メールアドレス

フリガナ

フリガナ

〒

個別相談会申込書　※希望者のみ下記より相談をご希望される機関にチェックを入れてください。 （複数可）

□( 独 ) 日本貿易振興機構 [JETRO] 福岡貿易情報センター　□( 独 ) 中小企業基盤整備機構九州本部　　□( 独 ) 国際協力機構 [JICA] 九州国際センター
□( 独 ) 工業所有権情報・研修館 [INPIT]  　　   　□福岡県知財総合支援窓口 　　　　 　□九州グローバル人材活用促進協議会
□新輸出大国コンソーシアム　パートナー　長谷 澄 氏

●ＦＡＸからのお申込み

下記申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお送りくださいませ。【ＦＡＸ　０３－５７５９－５５４７】

飯塚市役所へのアクセス

新飯塚駅より徒歩約 10 分

福岡方面より国道 201 号を東へ（福岡市から約 40 分）
※お車でお越しの方は無料駐車場がありますが
　駐車台数に限りがございます。公共交通機関をご利用下さい。

お問合せ

＜内容に関するお問合せ＞

＜お申込みに関するお問合せ＞
株式会社ブレインワークス
【担当】渡辺、中嶋　TEL： 03-5759-5066　FAX：03-5759-5547

●ホームページからのお申込み

右記ページ内の申込フォームからお申込みいただけます。【 https://gw.bw-net.co.jp/bwg_file/bwg/fukuoka20170830.html 】

●各機関のご紹介

ＦＡＸ

（　　　　　　）　　　　　　-　　　　　　　

( 独 ) 日本貿易振興機構 [JETRO] 福岡貿易情報センター

海外 55 ヵ国 74 事務所、国内貿易情報センター 44 事務
所 (2017/6/30 現在）からなる国内外ネットワークを
活用し、対日投資の促進、　農林水産物・食品の輸出や
中堅・中小企業等の海外展開支援に取り組むとともに、
調査や研究を通じ我が国の企業活動や通商施策に貢献
します。

( 独 ) 国際協力機構 [JICA] 九州国際センター

( 独 ) 工業所有権情報 ・ 研修館 [INPIT]

INPIT では、企業での豊富な知的財産経験と海外駐在
経験を有する海外知的財産プロデューサーが、
海外ビジネス展開に応じた知的財産リスクの低減、
知的財産の管理・活用に関するアドバイスを無料・
秘密厳守で行います。

福岡県知財総合支援窓口

特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課題に
ついて、アイデア段階から出願支援、海外展開まで
幅広く相談を受けております。海外展開ではジェトロ、
( 独 ) 工業所有権情報・研修館（INPIT）等と連携した
支援を行っております。

九州グローバル人材活用促進協議会

九州地域を対象エリアとして福岡と鹿児島に拠点を置き、
創業から事業再生、災害対策、海外展開まで、日本経済
を支える中小企業のライフステージに合わせた支援を
行う中小企業施策の総合的な実施機関です。
中小機構九州（福岡市）は、国際化に関するご相談に
無料で何度でもアドバイスします。

( 独 ) 中小企業基盤整備機構九州本部

新輸出大国コンソーシアム　パートナー　長谷 澄 氏

1969 年大手自動車部品メーカー入社。職歴としては、営業・技術
関係を経験後、新商品事業に携わった。商品企画と海外営業を
担当。主に東南アジアへの販売に従事した。その後、同社の販売
子会社社長を勤めた後、インドネシアの自動車関係プレス部品
メーカーで約 4年間、社長として在籍。約 800 名の現地社員と
共に働きながらいろいろな体験をしたのちに、現在のジェトロ
海外進出支援業務に参加。モットーは” 相手の立場に立って
考える” ことと” 沈着冷静” を心がけること。

※ご記入いただいた情報は、主催機関及び事務局にて適切に管理し、本説明会に関する業務にのみ使用いたします。
※参加証の発行はいたしません。なお、定員等により参加をお断りする場合のみご連絡いたします。

※個別相談会の時間は事務局から確認後、決定させていただきます。
　希望のお時間に対応できない場合があることを予めご了承ください。

JICA 九州は、日本の優れた人材・技術、資金を活用し、
開発途上国における貧困削減等の課題解決に取り組む
政府開発援助（ODA）の実施機関です。
開発途上国へのビジネスにご関心がある方は、お気軽に
ご相談下さい。

【締切：8/28 （月）】

九州における留学生等の就職活動を支援するとともに、
留学生等の九州域内での定着を図り、九州の企業の
グローバル化を支援することを目的し、企業と留学生を
結ぶマッチングサイト『Work in Kyushu』を運営して
います。
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