
新潟商工会議所「新潟国際ビジネス研究会」 

活動経過 

＜平成 23年度＞ 

・平成 23年 7月 20日（水） 「国際ビジネスに関する講演会」 

講演：「世界はビジネスチャンスの宝庫 －どうすればチャンスをつかめるか－」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 土屋 敬三 氏 

・平成 23年 9月 29日（木） 第 1回 新潟国際ビジネス研究会 

説明：「成長を続ける中国と日本企業の対中ビジネス戦略 ～「攻」と「守」～」 

講師：ジェトロ海外調査部 中国北アジア課 課長代理 中井 邦尚 氏 

・平成 23年 11月 16日（水） 第 2回 新潟国際ビジネス研究会 

説明：「現場から見た中国ビジネスの現状と問題点について」 

講師：新潟県 輸出入促進アドバイザー 関川 憲一郎 氏 

・平成 24年 1月 25日（水） 第 3回 新潟国際ビジネス研究会 

説明：「メコン地域の日系企業の動向と物流事情」 

講師：ジェトロ海外調査部 アジア大洋州課 課長 若松 勇 氏 

・平成 24年 3月 28日（水）  第 4回 新潟国際ビジネス研究会 

説明：「最新のインド経済事情と日系企業のビジネスチャンス」 

講師：ジェトロ海外調査部 アジア大洋州課 課長代理 伊藤 博敏 氏 

 

＜平成 24年度＞ 

・平成 24年 5月 23日（水） 第 1回（通算：5回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「ロシアの経済事情と新潟県との経済交流展望」 

講師：新潟県知事政策局 ロシア交流推進担当参与 クラコーフ・ワシーリー 氏 

・平成 24年 8月 29日（水） 第 2回（通算：6回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「ＡＳＥＡＮを中心としたアジア主要国のビジネス環境」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 土屋 敬三 氏 

・平成 24年 11月 28日（水） 第 3回（通算：7回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「アジアへの我が国サービス産業の海外市場進出について」 

講師：ジェトロ本部生活文化・サービス産業部 サービス産業課長 北川 浩伸 氏 

     ・平成 25年 2月 20日（水） 第 4回（通算：8回目）新潟国際ビジネス研究会 

情報提供：①「行動しないなら知識も人脈も、ただの参考書にしかならない」 

説明者：アルバ㈱ 取締役 大矢 幸正 氏 

②「国際観光の推進に向けた取組みについて」 

説明者：愛宕商事㈱ 取締役部長 田中 湖雄 氏 

 

＜平成 25年度＞ 

・平成 25年 6月 5日（水） 第 1回（通算：9回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「拡大するアジア 日系企業のビジネス活動」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 土屋 敬三 氏 

・平成 25年 9月 25日（水） 第 2回（通算：10回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「海外進出のためのブランド戦略／海外市場参入の秘訣」 

講師：Ｙｓ ａｎｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓ㈱ 

代表取締役社長   結城 喜宣 氏／ブランド・ストラテジスト 結城 彩子 氏 

・平成 25年 12月 4日（水） 第 3回（通算：11回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「海外ビジネス成功に向けた見本市活用のポイント」 

講師：ジェトロ展示事業部 海外見本市課 竹内 直生 氏      

・平成 26年 3月 12日（水） 第 4回（通算：12回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「富寿しグループの海外展開について」 

講師：㈱宮崎商店（富寿しグループ） 取締役副社長 宮崎 富夫 氏 

講演：「我が国におけるサービス産業の海外展開について」 

講師：日本貿易振興機構（ジェトロ）生活文化・サービス産業部  

      生活文化産業企画課 課長 北川 浩伸 氏 

  



＜平成 26年度＞ 

・平成 26年 6月 18日（水） 第 1回（通算：13回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「 日系企業の海外事業展開」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 木村 誠 氏 

・平成 26年 9月 25日（水） 第 2回（通算：14回目）新潟国際ビジネス研究会 

       説明：「日本企業の対中戦略（輸出・投資）」 

講師：日本政策金融公庫 上海事務所主席駐在員 諏訪 宣善 氏 

説明：「米国（米系）企業の対中戦略（輸出・投資）」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 木村 誠 氏 

説明：「県内企業の対中ビジネスの現状」 

講師：㈱北越電研 代表取締役社長 平石 幸史 氏 

・平成 26年 12月 4日（木） 第 3回（通算：15回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「シェール革命を中心とする世界のエネルギー情勢とビジネスチャンス」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 木村 誠 氏 

説明：「国際石油開発帝石株式会社 直江津ＬＮＧ基地について」 

講師：国際石油開発帝石㈱ 直江津ＬＮＧ基地所長 松尾 敏弘 氏 

・平成 27年 3月 19日（木） 第 4回（通算：16回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「県内海外進出企業からの事例紹介」  

講師：㈱よね蔵 代表取締役社長 山田 美江子 氏 

説明：「東南アジアを中心とするサービス産業のトレンドと日本企業の現状」 

講師：ジェトロ生活文化サービス産業部 サービス産業課長 中島 丈雄 氏 

 

＜平成 27年度＞ 

・平成 27年 5月 27日（水） 第 1回（通算：17回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「トリップアドバイザーについて」 

講師：トリップアドバイザー㈱  西林 祥平 氏 

講演：「インバウンドビジネスの秘訣～外国人観光客へのおもてなし～《澤の屋旅館が外国人に選ばれるわけ》」 

講師：澤の屋旅館 館主 澤 功 氏 

・平成 27年 10月 14日（水） 第 2回（通算：18回目）新潟国際ビジネス研究会 

       説明：「外国人技能実習生制度の概要ならびにアイムジャパンについて」 

講師：（公財）国際人材育成機構（アイムジャパン）理事 渡貫 伸二 氏 

説明：「外国人技能実習生送出機関の活動紹介」 

講師：グローバル人材サービス㈱（GMAS）副社長 レ・ヌー・アン 氏 

説明：「外国人技能実習生を実際に受け入れた企業の事例紹介①」 

講師：ニイブロ㈱ 総務部次長 稲葉 和也 氏 

説明：「外国人技能実習生を実際に受け入れた企業の事例紹介②」 

講師：㈱ジーエス 代表取締役 時田 美和 氏 

・平成 27年 12月 4日（木） 第 3回（通算：19回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「韓国経済と新潟の関係について」 

講師：駐新潟大韓民国総領事 趙 建熙 氏 

説明：「ロシア経済の状況と新潟との協力の可能性」 

講師：在新潟ロシア連邦総領事 ヤーセネフ・セルゲイ 氏 

説明：「中国経済の展望と新潟への期待」 

講師：中華人民共和国駐新潟総領事 何 平 氏 

各国進出企業による事例紹介 

①新潟酒販㈱ 理事・営業推進部長 熊倉 章 氏、営業推進部係長 中原 雄二 氏 

②㈱ＷＩＮＰＲＯ 執行役員 海外担当 奥谷 明 氏、常務取締役 玉木 慎吾 氏 

③外山産業グループ 代表取締役 外山 晴一 氏、エクステリア特販部長 田中 岳弥 氏 

・平成 28年 3月 9日（水） 第 4回（通算：20回目）新潟国際ビジネス研究会 

講演：「スノーピークの国際展開」  

講師：㈱スノーピーク 代表取締役 山井 太 氏 

パネルディスカッション ㈱スノーピーク 代表取締役 山井 太 氏 

日本貿易振興機構（ジェトロ）ビジネス展開支援部 部長 植田 大 氏 

米国ノースカロライナ州政府日本事務所 代表 柴田 純男 氏 

弁護士法人ユナイテッド法律事務所 中村 崇 氏 

  



＜平成 28年度＞ 

・平成 28年 7月 7日（木） 第 1回（通算：21回目）新潟国際ビジネス研究会 

説明：「インドシナ 4カ国の経済事情と日本企業のビジネスチャンス～カンボジアを中心に～」 

講師：新潟大学 経済学部  准教授 岸 保行 氏 

講演：「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告について」 

講師：㈱国際協力銀行 中堅・中小企業担当特命審議役付参事役 阿由葉 真司 氏 

説明：「新輸出大国コンソーシアム等について」 

講師：日本貿易振興機構（ジェトロ）新潟貿易情報センター 森 早紀恵 氏 

講演：「英国ＥＵ離脱の日本企業への影響」 

講師：新潟商工会議所 新潟国際ビジネス研究会 座長 木村 誠 氏 

（元 JETROロンドン・センター次長） 

・平成 28年 9月 8日（木） 第 2回（通算：22回目）新潟国際ビジネス研究会 

       説明：「中国経済情勢と新潟への期待」 

講師：中華人民共和国駐新潟総領事 何 平 氏 

説明：「会社紹介及び中国進出の事例紹介」 

講師：㈱コメリ 商品開発部 リーダーマネジャー 井口 敏明 氏 

・平成 28年 11月 30日（水） 第 3回（通算：23回目）新潟国際ビジネス研究会 

       説明：「東京下町のたった 9店舗展開の居酒屋がなぜアジア一等地で繁盛店を作れるのか」 

講師：㈱ＰｒｕｎＺ 代表取締役 深見 浩一 氏 

・平成 29年 3月 1日（水） 第 4回（通算：24回目）新潟国際ビジネス研究会 

       説明：「中国越境 ECの概要と留意点等～日用品の中国向け越境 EC活用販路開拓を中心に～」 

講師：独立行政法人 日本貿易振興機構（JETRO）ものづくり産業部 生活関連産業課 草場 歩 氏 

説明：「唯品会 ｖｉｐ．ｃｏｍ について」 

講師：ＶＩＰＳＨＯＰ㈱ ゼネラルマネージャー 小林 健教 氏 

 

＜平成 29年度＞ 

・平成 29年 6月 14日(水) 第 1回（通算：25回目）新潟新潟国際ビジネス研究会開催 

説明：「中国経済の現状と中国ビジネスへの視点」 

講師：㈱三井物産戦略研究所 主任研究員 岡野 陽二 氏 

説明：「米国の通商政策とトランプ政権への視点」 

講師：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 木村 誠 氏 

（ジェトロ海外調査部米州課アドバイザー） 

ディスカッション：「米中はどこに向かうのか：米中経済関係と日本企業へのインパクト」 

講師：岡野 陽二 氏、木村 誠 氏  

・平成 29年 10月 11日(水) 第 2回（通算：26回目）新潟新潟国際ビジネス研究会開催 

       説明：「世界に愛されるブランドづくり 

～『常陸野ネストビール（木内酒造）』の海外ビジネス展開～」 

講師：木内酒造合資会社 副社長 木内 敏之 氏 

・平成 29年 12月 6日(水) 第 3回（通算：27回目）新潟新潟国際ビジネス研究会開催 

       基調講演：「日露ビジネス交流と新潟企業への期待」 

講師：在新潟ロシア連邦総領事館 総領事 ヤーセネフ・セルゲイ 氏 

説明：「“巨大”市場ロシアの消費構造と開拓について」 

講師：㈱ＪＳＮ 代表取締役 高橋 克郎 氏 

説明：「変化するロシア市場と親日ロシアビジネスマンとの協力について」 

講師：新潟県知事政策局 国際ビジネス推進担当参与 前田 奉司 氏 

説明：「新潟県内企業のロシアビジネス体験談」（パネル形式） 

パネリスト：今代司酒造㈱ 代表取締役社長 田中 洋介 氏 

㈱玉川堂 代表取締役社長 玉川 基行 氏 

モデレータ：新潟県知事政策局 輸出入促進担当参与 木村 誠 氏 

（ジェトロ海外調査部米州課アドバイザー） 

・平成 30年 3月 22日(木) 第 4回（通算：28回目）新潟新潟国際ビジネス研究会開催 

       説明：「まさか‼ in 海外」（海外出張者・留学生・駐在員を取り巻くリスクとその対策） 

講師：東京海上日動火災保険㈱企業営業開発部 次長 塩田 徹也 氏 

東京海上日動リスクコンサルティング㈱ビジネスリスク本部 主事 宮﨑 玲子 氏 

説明：「外国人技能実習生の活用について」 お教えします！ 

講師：（公財）国際人材育成機構 理事 渡貫 伸二 氏                以 上 


