Foreign affiliates and business person active in Japan
12 April 2016
On the occasion of the G7 summit in Ise-Shima, Mie Pref. on 26–27 May 2016, Greater
Nagoya Initiative Center and JETRO will hold “Greater Nagoya Business Seminar” for the
foreign press, diplomats, business people, etc. to introduce foreign affiliates and business
person active in Japan, and also business opportunity in Greater Nagoya and Japan on 23 May.
Greater Nagoya is the region within a 100km radius of Nagoya, the 3rd largest city in Japan
after Tokyo and Osaka. It is the home to Japan’s advanced industries and technologies.
Date: 23 May 2016 (Mon.)
Time: 14:30-16:30
Venue: Castle Plaza, 4F Azusa (3-25, Meieki4, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Pref.)
10min walk from Nagoya station
http://www.castle.co.jp/plaza/en/access/index.html
Organizer: Greater Nagoya Initiative Center (GNIC)
Japan External Trade Organization (JETRO)
Supporter: Chubu Bureau, Ministry of Economy Trade and Industry (METI)
Program: (in English)
□ Opening remarks and message from Greater Nagoya
Mr. Fumio KAWAGUCHI
Chairman of Greater Nagoya Initiative Center
Advisor of Chubu Electric Power Co., Inc.
Honorary Consul of Federal Republic of Germany in Nagoya
□ Presentation on international business in Greater Nagoya and Japan
by foreign affiliates and business person
・Oak Lawn Marketing, INC.
Mr. Deryk LANGLAIS
Director, Retail Division
・UL
Mr. Hidehiko YAMAJO
VP, Managing Director, UL Japan, Inc.
・Cabot Microelectronics Corporation
Mr. Koki HONGO
Managing Director, Nihon Cabot Microelectronics KK
□ Introduction about the business and investment environment
of Greater Nagoya by national and local governments
□ Networking Session with Japanese light refreshments
For more information and registration, please contact:
International Affairs Div., Chubu Bureau, Ministry of Economy Trade and Industry
Phone: +81-(0)52-951-4091, FAX: +81-(0)52-961-7829, mailto:qchbnt@meti.go.jp

Introduction
Oak Lawn Marketing, INC.
In 1993 Oak Lawn Marketing, founded in Nagoya city, Japan by U.S. and Japanese
entrepreneurs, is an omni-channel brand response company that operates the Shop Japan
brand which offers products and services under the concept of “enriching lifestyles
worldwide.” Oak Lawn Marketing curates products from around the world, focusing on
solving its customers’ lifestyle concerns in the categories of Sleep & Relaxation,
Cleaning, Beauty, Cooking, Health & Fitness, and Leisure & Hobby.
http://www.oaklawn.co.jp/english/index.html
UL
UL is a global independent safety science company with more than a century of
expertise innovating safety solutions from the public adoption of electricity to new
breakthroughs in sustainability, renewable energy and nanotechnology. The UL Mark is
the single most accepted certification mark in the United States. UL Japan, subsidiary of
UL, has its headquarters and three laboratories in Ise city.
http://ul.com/
Cabot Microelectronics Corporation
Cabot Microelectronics Corporation, headquartered in Illinois, USA, is the world’s
leading supplier of chemical mechanical planarization slurries to the semiconductor
industry. Its products are used to level, smooth and remove excess material on silicon
wafers in the production of semiconductor devices. Nihon Cabot Microelectronics has
its headquarters, manufacturing facilities and technical center in Tsu city.
https://www.cabotcmp.com/
Greater Nagoya Initiative Center (GNIC)
Greater Nagoya Initiative Center was established in February 2006, as a joint
organization of national government (METI and JETRO), local governments, industries
and academia, to promote foreign direct investment into Greater Nagoya region and
alliance between overseas and Japanese companies.
http://greaternagoya.org/en/
Japan External Trade Organization (JETRO)
Since 2003, JETRO as the core investment promotion organization of Japan has
provided support for setting up business in Japan. During these years, JETRO has
provided support for more than 12,000 projects and helped in the success of 1,245
company establishments. Talk to JETRO first!
https://www.jetro.go.jp/en/invest

Registration Form
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greater Nagoya Business Seminar on 23 May 2016 (Mon.) in Nagoya
Name:
Title:
Organization:
Office address:
Phone:
E-mail:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please send completed form via fax or e-mail by 13 May to METI Chubu.
FAX: +81- (0)52-961-7829, mailto:qchbnt@meti.go.jp
Map of Castle Plaza
http://www.castle.co.jp/plaza/en/access/index.html

日本で活躍する外資系企業と外国人ビジネスパーソン
２０１６年４月１２日
２０１６年５月２６～２７日に三重県で開催されるＧ７伊勢志摩サミットの機会をとらえ、グレータ
ー・ナゴヤ・イニシアティブ協議会と日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）では、５月２３日に「グレーター・ナ
ゴヤ・ビジネスセミナー」を開催します。本セミナーでは、外国報道機関、外国政府機関の皆様や外
国人ビジネスパーソンの方々などに、日本で活躍されている外資系企業や外国人ビジネスパーソン
を紹介するとともに、グレーター・ナゴヤ地域、そして日本におけるビジネス・チャンスを紹介します。
グレーター・ナゴヤ地域とは、東京、大阪に次ぎ日本第三の都市である名古屋市を中心とする半
径約１００ｋｍに拡がる地域を指し、日本の先進的な産業・技術の中枢圏域となっています。
日時：２０１６年５月２３日（月） １４：３０～１６：３０
会場：キャッスルプラザ ４階 梓の間 （愛知県名古屋市中村区名駅４－３－２５）
名古屋駅から徒歩１０分
http://www.castle.co.jp/plaza/en/access/index.html
主催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（ＧＮＩＣ）
独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
協力：経済産業省中部経済産業局
プログラム：（全て英語によります）
□ 開会挨拶
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 会長
中部電力株式会社 顧問
在名古屋ドイツ連邦共和国名誉領事
川口 文夫
□ 外資系企業と外国人ビジネスパーソンによる
グレーター・ナゴヤ地域と日本における国際ビジネスに関するプレゼンテーション
・株式会社オークローンマーケティング
リテール ディヴィジョン 部長
デリック ラングレス 氏
・株式会社 UL Japan
代表取締役社長、UL 副社長
山上 英彦 氏
・日本キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社
代表取締役社長
本郷 耕基 氏
□ 国、地方自治体によるグレーター・ナゴヤ地域の事業・投資環境紹介
□ 名刺交換・交流会（立食形式での軽食をご用意いたします）
お問い合わせ、参加申し込み：
経済産業省 中部経済産業局 国際課
電話：052-951-4091、ＦＡＸ：052-961-7829、電子メール：qchbnt@meti.go.jp

講師、主催者紹介
株式会社オークローンマーケティング
オークローンマーケティングは、１９９３年に米国人と日本人の起業家により名古屋で設
立されました。「世界中でより豊かなライフスタイルを実現する」というビジョンのもと、ショップ
ジャパンブランドを展開し、オムニチャネル戦略を通じて様々な商品やサービスを顧客に届
けています。ショップジャパンは、顧客のライフスタイルの中での悩みを解決することを目的に、
Sleep & Relaxation、Cleaning、Beauty、Cooking、Health & Fitness、Leisure &
Hobby の６つのカテゴリーを軸とし、世界中から選りすぐりの商品を発掘しています。
http://www.oaklawn.co.jp/index.html
株式会社ＵＬ Ｊａｐａｎ
ＵＬは、先進的な製品安全に関する１００年以上の経験を有する世界的な第三者安
全科学機関です。電気の活用から、持続可能性、再生可能エネルギー、ナノテクノロジ
ーにおける画期的な新技術に至るまで、安全に関するソリューションを提供しています。
UL マークは米国で最も受け入れられている認証マークです。ＵＬの日本法人であるＵＬ
Ｊａｐａｎは、伊勢市に本社と試験所を置いています。
http://japan.ul.com/
日本キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社
キャボット・マイクロエレクトロニクスは、米国イリノイ州に本社を置き、半導体産業に化
学・機械的研磨スラリーを供給する世界的リーディング企業です。製品は半導体デバイス
を製造する際にシリコン・ウエハを平滑に研磨し、不純物を取り除くために使われています。
日本キャボット・マイクロエレクトロニクスは本社、工場、テクニカルセンターを津市に置いて
います。
https://www.cabotcmp.com/
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（ＧＮＩＣ）
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会は、２００６年２月、経済産業省中部経済産
業局、ジェトロ、地方自治体、経済団体、企業、大学、研究機関等が主体となり、グレ
ーター・ナゴヤ地域への対日直接投資と、国内外企業の国際連携を促進する為、設立
された機関です。
http://greaternagoya.org/
独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
ＪＥＴＲＯは、対日投資誘致の中核機関として、２００３年以降対日進出のサポートを
行ってきました。この間、１２，０００件以上のプロジェクトをサポートし、１，２４５件の企業
設立を成功に導いています。言語はもとより、商慣行、規則や規制など、外国企業が進
出に際して直面する課題に対して、経験豊かな職員、産業、法律・会計等の専門家が
対応しています。
https://www.jetro.go.jp/invest

