シンガポール・ビジネス
ウェビナー
イノベーション最先端都市 、先端技術実験都市シンガポールの最新ビジネス事情
シンガポールは、貿易・物流・金融などの分野で東南アジアのハブとしての地位を不動にして
いるだけではなく、
「スマートネーション」構想のもと、
テックイノベーションによる競争力と国民生活
の向上を目的に先端技術の施策を展開し、世界から大きな注目を集めています。
ウィズ・コロナであらゆる分野でのデジタル化が求められる中、本Webセミナーでは、
その最先
端を行くシンガポールの先進的な取組や、
シンガポールとの企業間連携の留意点、海外での知
財管理の重要性等、役立つ情報をご提供いたします。
シンガポールとのビジネスに関心のある企業の皆様をはじめ、支援機関、
自治体、金融機関等
の皆様、
ぜひご参加ください。
開催日時

2020年

9月7日㊊

１5：0０〜１7：0０

●プログラム【WEBセミナー（ライブ配信）】
先

着順

無料

参加

主

◆特許庁
◆九州知的財産活用推進協議会
◆九州経済国際化推進機構
◆九州経済産業局
◆一般社団法人九州経済連合会

催
後援︵予定︶

◆シンガポール共和国大使館商務部
◆シンガポール共和国大使館産業部
◆独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
福岡貿易情報センター

15:00 開会挨拶

九州経済産業局

15:05 講演❶「シンガポール企業の対日進出の関心及び
シンガポールでのスタートアップエコシステム」
講師 シンガポール共和国大使館商務部
地域代表(日本・韓国)一等書記官

オン ショーン 氏

15:20 講演❷「シンガポールの投資環境〜日系企業の視点から〜」
講師 独立行政法人日本貿易振興機構
海外調査部アジア大洋州課 課長代理

新田

浩之 氏

15:35 講演❸「SGX -アジアのマルチアセット取引所-」
（SGX）東京事務所
一般社団法人Startup GoGo／GxPartners LLP
講師 シンガポール取引所
Global Sales & Origination部門 在日代表
代表パートナー

與

利博 氏

岸原

稔泰 氏

お問い合わせ

15:50 質疑応答

九州経済産業局
16:00 講演❹「世界に羽ばたく九州企業
国際部 投資交流促進課（担当／池田、樋口）

〜リーフ株式会社とシンガポール医療機関との連携について〜」
講師 リーフ株式会社
代表取締役

TEL 092-482-5426
E-mail kyushu-toukouka@meti. go.jp

森

政男 氏

下記ＵＲＬ、ＱＲコードの申込フォーム、
！『５』
16:15 講演❺「これからのシンガポールを読み解く
のキーワード」
または、裏面の参加申込書に所属・氏名等をご記入の上、
Global Partners Consulting
講師 コンサルティングマネージャー
ファックス、メールにてお申し込みください。
泉 美帆 氏

お申込み

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/
pub/kyusyu-kokusai/kaigaitenkai01
申 込 締 め 切り

９月３日（木）
※ウェビナーのURLはお申し込み後、
当日までにメールにてご連絡いたします。

16:30 講演❻「アセアンの知的財産事情とシンガポール」
・研修館
講師 独立行政法人工業所有権情報
知財戦略部 海外知的財産プロデューサー

柳生

16:45 質疑応答
17:00 閉

会

一史 氏

シンガポール・ビジネス ウェビナー
イノベーション最先端都市、先端技術実験都市シンガポールの最新ビジネス事情

講師略歴
一般社団法人Startup GoGo／GxPartners LLP
代表パートナー

シンガポール共和国大使館商務部
地域代表(日本・韓国)一等書記官

オン ショーン 氏

工学修士号を取得後、シンガポール政府機関において様々なプラットフォームに従事。
国防科学技術庁においては、シンガポールの政府電子プラットフォームの管理、首相
府を支える国家安全保障のマスタープラン、国防省のITシステムの管理などを担当。
また、現職においては、スタートアップを含むシンガポール企業の発展、国際化を推進
すべく企業を支援、シンガポールと日本、両国の関係構築に尽力。
・2004年〜2011年 シンガポール国防相の調達部門機関である国防科学技術庁
（DSTA)にてプロジェクトマネージャーを務める。
・2011年12月 シンガポール貿易産業省傘下のシンガポール国際企業庁
（現シンガポール企業庁エンタープライズ・シンガポール（ESG））
入庁。
・2015年8月
在京シンガポール共和国大使館商務部の一等書記官および
同庁東京事務所代表に着任。
・2017年9月
同庁、日本・韓国を管轄する地域代表に就任。

森

浩之 氏

クアラルンプール駐在時に、マレーシアのマクロ経済・市場・制度調査を担当し、日本
人 商 工 会 議 所の一員として、マレーシアの投 資 環 境 整 備に取り組んだ。帰 国 後は
ASEANへの日本のスタートアップの海外展開を支援。現在は、ASEANの中でも「海
のASEAN」に関する情報収集・情報発信を担当。
・2001年4月
ジェトロ入会
・2013年7月〜2017年9月
クアラルンプール事務所調査ダイレクター
・2017年10月〜2018年7月
知的財産・イノベーション部イノベーション促進課
・2018年7月〜 海外調査部アジア大洋州課

シンガポール取引所（SGX）東京事務所
Global Sales & Origination部門 在日代表

與

利博 氏

ソシエテジェネラル証券会社を経て2010年より現職。現職前は機関投資家を対象
に、株式、金融先物、国際商品先物などの上場商品やファンド業務に ２２年間携わる。
1991年に日本のオルタナティブファンドの組成の走りとして注目された 商品ファンド
のマーケティング業務に三井物産の関連会社で携わる。
上場推進業務では、2013年より日本の上場企業が約10年ぶりにＳＧＸへのセカンダ
リー上場を果たすなど日本関連企業やビジネストラストの上場も相次ぎ、近年では日本
の東南アジア現地法人の上場の相談が増えている。東京事務所では上場アドバイザー
や監査法人と連携しSGXへの上場の事前相談や、セカンダリーマーケットに於ける機関
投資家及び証券会社へのリレーションシップマネジメントを主な業務としている。

お問い合わせ

稔泰 氏

国際流通グループに入社。
独立系のベンチャー証券会社の九州地域子会社に入社。
株式公開支援業務に従事。
・2009年7月 子会社を経営陣による買収(MBO)し、代表取締役に就任。
・2014年
有志でスタートアップイベント「StartupGo!Go!」を開催。
・2016年1月 一般社団法人StartupGoGoを設立して代表理事就任。西鉄や凸版印
刷などとStartupとの協業を目的としたオープンイノベーションプログ
ラムを開 催 。台 湾 、韓 国 、香 港 、フィンランドのアクセラレーターと
MOUを締結。
・2019年４月 代表パートナーを務めるGxPartners LLPと株式会社FFGベン
チャービジネスパートナーズが共同で「九州オープンイノベーション
ファンド」を設立。西鉄、福銀など11社が出資した10億円のファンドを
運営している。

リーフ株式会社
代表取締役

独立行政法人日本貿易振興機構
海外調査部アジア大洋州課 課長代理

新田

岸原

・1996年4月
・1999年8月

政男 氏

・1992年 総合エンジニアリング会社にてSE、スーパーバイザとして勤務。
・2000年 ロボットメーカにてソフトウェア開発、SEとして勤務。
・2008年 リーフ株式会社設立 代表取締役に就任、現在に至る。

Global Partners Consulting
コンサルティングマネージャー

泉

美帆 氏

英 国 マン チェスター 大 学 M B A 、シ ン ガ ポ ー ル 政 府 公 認 経 営コン サ ルタント
（SCMC）。
立命館アジア太平洋大学卒。大学卒業後、教育フランチャイズ業界にて10年以上に
渡り、東南アジアをはじめとした海外事業管理、事業拡大に従事。
GPCに入社後、日本人初のシンガポール政府認定経営コンサルタントとして、数多
くのインバウンド・アウトバウンドの事業進出アドバイザリー業務に従事すると共に、実
店舗型マーケティングプラットフォームMelo!の運営責任者を行っている。

独立行政法人工業所有権情報・研修館
知財戦略部 海外知的財産プロデューサー

柳生

一史 氏

国内食品・バイオ製造業で36年間勤務し、定年退職。知的財産部門で、出願/権利
化、ライセンス契約、訴訟、模倣品対策から関係会社の知的財産管理まで、20年以上
の実務と指揮監督の経験を有する。
この間、米国に２年間駐在、ロシア関係会社の知的財産機能立ち上げにも従事。多
様な事業形態/規模と海外展開に即した知的財産戦略を実践した。

九州経済産業局 国際部 投資交流促進課（担当／池田、樋口）TEL 092-482-5426

E-mail kyushu-toukouka@meti. go.jp

※ウェビナーはWebexを使用する予定です。お申し込みの皆様には、当日の接続方法について、
別途メールにて事務局（株式会社プランニング松元/ＴＥＬ092-284-9211）よりご連絡いたします。
お申込み

URL、QRコードの申込フォームからお申込みいただくか、ファックスまたはメールでお申し込みの方は、下記の必要な事項をご記入の上、
九州経済産業局国際部投資交流促進課（FAX０９２−４８２−５３２１）までお申し込みください。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kyusyu-kokusai/kaigaitenkai01

申込締め切り

９月３日（木）

参加申込書 下記に必要事項をご記入の上、ファックスまたはメールでお申し込み下さい。
申込日 2020年

月

※本参加申込書の情報は、本セミナーの運営に係る目的のみに使用させていただきます。
参加用のリンク先を当日までにメールにてご連絡しますので、メールアドレスは必ずご記入ください。

日

会社名・団体名（個人の場合不要）
所属・役職

氏名

住所 〒
電話番号

FAX番号

メールアドレス
【必須】
業種
（該当するものにチェック
□を入れてください）

@

□製造業

□建設業

□情報・通信業

□卸売業（商社含む）・小売業

□飲食業

□官公庁・自治体・支援機関等

□その他

でのお申
し込み先

□運輸業

□農業

□各種サービス業

０９２−４８２−５３２１

□金融・不動産業
□学術・研究機関

