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販路創造都市・大阪プロジェクト 
セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

今後の開催予定について 
 
 

 
【お問合先】大阪商工会議所 

流通・サービス産業部（長谷川・大石） 

☎ ０６－６９４４－６４４０ 

 
 

 

○大阪商工会議所は、ライセンス保有企業とライセンシーを希望する中小企業をマッチングす

る「ザ・ライセンスフェア」を9月11日（木）に IMG日本支社より、9月18日（木）

に伊藤忠商事(株)よりそれぞれ担当者を招いて開催する。本日から、両商談会の参加企業募

集を開始する。 

 

○IMG（International Management Group）は、世界30カ国に60以上のオフィスを

有するスポーツ・エンタテインメント・メディアのグローバル企業で、今回は、雑誌

「Cosmopolitan」や「オックスフォード大学」など７ブランドのライセンシーを希望する

製造業・卸売業を募集する。また、伊藤忠商事㈱は、スキーブランド「HEAD」や「マリ

オ・ヴァレンティーノ」など８ブランドが対象。 

 

○同事業は、スポーツやファッション等の有名ブランドのライセンス保有企業から毎回 1 社

の担当者を招き、同社と取引を求める中小企業を対象に、ライセンス許諾条件等についてセ

ミナーを開催した後、時間予約制の商談会を行う事業。第1回は、6月3日（火）に、(株)

Ｊリーグエンタープライズの担当者を招いて開催。41 社の参加申込があり、選考の結果

31社が参加し商談が行われた。満足度調査では96.8％が「満足」と回答した。 

 

○今後の開催スケジュールは以下の通り。（今年度は6回開催予定）。 

6月20日（金） (株)読売巨人軍               （申込受付終了） 

6月26日（木）  オリックス野球クラブ(株)          （申込受付終了） 

7月11日（金）  (株)阪神タイガース             （申込受付終了） 

9月11日（木）  IMG                       ※申込受付開始 

9月１８日（木）  伊藤忠商事(株)                              ※申込受付開始 

 

○参加費は、1社（2名まで参加可能）につき、大阪商工会議所会員企業が8,000円、それ

以外の企業は1社16,000円。なお、東日本大震災の復興支援の一環として、青森県・岩

手県・宮城県・福島県・茨城県からの参加者については、特別料金（大阪商工会議所の会員

価格相当額）を適用する。 

以上 

※添付資料 資料１ 「ザ・ライセンスフェア ＩＭＧ」案内状 

資料２ 「ザ・ライセンスフェア 伊藤忠商事」案内状 

資料３ 「ザ・ライセンスフェア」開催日程      



 
ブランドビジネスで販路開拓・拡大のチャンス！ 
 

スポーツやファッション等有名ブランドのライセンサー  IMG との商談会 
 

ザ・ライセンスフェアのご案内 
 

主催 大阪商工会議所   
 
大阪商工会議所では、スポーツやファッション等の分野で有名ブランドのライセンスを多数保有する IＭＧ日本支社よ
り担当者を招き、ライセンスの使用に関する個別商談会を開催します。有名ブランドを活用した商品開発や販路開拓を
お考えの皆様は、この機会に是非ともご参加ください。 

 

 
 
 
 
１． 開 催 日  2014 年 9 月 11日（木） 午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 
 
 
２． 開催場所  リージャス新大阪阪急ビル カンファレンスセンター（グロービス大阪） 
        （大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル４階 JR新幹線「新大阪駅」中央改札口すぐ） 
３．プログラム   

(1)セミナー（30分）：「ＩＭＧのライセンス事業とブランド紹介について」ＩＭＧご担当者より 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 
 

４． 参加対象  下記ブランドのライセンシーを希望する製造業・卸売業（定員４０社）  
※参加申込企業様の情報を IMG日本支社に提供した上で商談を設定します。ただし、商談希望外の商品、取引要件等と合わない
場合や定員を超える申込みがある場合には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 
５．ライセンス対象ブランド(全７ブランド) 

 

１．コスモポリタン       ２．エスクァイア        ３．クリス・クラフト      ４．ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ・ｵﾌﾞ・ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ 

  

 

 

 

 

 

     

   ５．ｾﾙｼﾞｵ・ﾀｯｷｰﾆ       ６．ローリングスト－ン     ７．アーニー・エルス 

 

    イタリア発信の、テニスを 

背景にしたスポーツウェア 

ブランド。 
 
【募集カテゴリー】 
アパレル、シューズ、 
バッグ 

 

  

 

午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

  

政治、ファッション、文化、
芸術など、幅広い題材を取り
上げ、最高の男性を追及する
雑誌「Esquire」をモチーフ
にするブランド。 
 
【募集カテゴリー】 
アパレル、コスメティック、
シューズ、バッグ 

 
1874 年に創立された世界
的に著名なアメリカのボー
トブランド。普遍的なアメ
リカンスタイルと、オーセ
ンティックなライフスタイ
ルを背景に展開。 
 
【募集カテゴリー】 
アパレル、シューズ、 
バッグ 

 優雅なスイングと、その物腰
から、ビッグイージーの愛称
を持つプロゴルファー、アー
ニー・エルスのブランド。 
 
【募集カテゴリー】 
アパレル、旅行用カバン 
 

 

世界中で発行されている、「音
楽」「ファッション」「カルチ
ャー」が融合した、総合的ポ
ップカルチャーマガジンをモ
チーフにするブランド。 
 
【募集カテゴリー】 
アパレル、バッグ、 
アクセサリー 

 
英国圏最古の大学という

歴史と伝統を背景に、クラ

シック、カレッジエイト、

スポーティをキーワード

として、英国らしいイメー

ジにて展開するブランド。 

【募集カテゴリー】 

レディースアパレル、 
革小物、バッグ 

International Management Group (IMG)は、世界 30 ヶ国に 60 以上のオフィスを有する、スポーツ・エンタ

テインメント・メディアのグローバル企業。1962年にスタートしたライセンシングビジネスは今や世界最大と

なり、IMGのビジネスの中核の一つとなっている。世界に広がるネットワークと 50年以上に及ぶ豊富な経験を

活かし、ライセンサーとライセンシーがそのビジネスチャンスを最大限に発揮できるよう、契約締結、商品承

認申請、マーケティング活動といった様々な面から手助けをしている。 

 

 

自由でセクシー、そして自立
したライフスタイルをブラ
ン ド 背 景 と す る 雑 誌
「Cosmopolitan」をモチーフ
にするブランド。 
 
【募集カテゴリー】 
アパレル、コスメティック、
シューズ、ジュエリー、 
カフェ 

資料１ 



６． 参 加 費  大阪商工会議所会員１社 8,000円、一般 1社 16,000円 
（1社 2名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 

 
７． 申込方法  ①下記の注意事項をご了承の上、ホームページからお申込みください。 

⇒http://www.osaka.cci.or.jp/brand/ 
        ②もしくは、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にて 

お申込みください。 
 

お問合わせ先 : 大阪商工会議所 流通・サービス産業部 高津・長谷川  
大阪市中央区本町橋 2-8 TEL.06-6944-6440 FAX.06-6944-6565    

ザ・ライセンスフェア参加申込書  
ＩＭＧ ９月１１日（木）開催 

※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 
  

 会社名 

（フリガナ） 

 
（大阪商工会議所の会員の方は、会員番号をご記入下さい） ＫＴ/Ｋ                    

住 所 
〒 
 
TEL.                                  FAX. 

ご登録者 
お役職 

氏名 
お役職 
氏名 

メールアドレス 
 

 

URL http:// 

資本金        万円 従業員数               人 売上高                   万円 

業種に☑をお 

付けください 
□製造業  □卸売業  □製造卸売業  □製造小売業  □その他（              ） 

商談希望のブランドに
○印をお付けくださ
い．（複数選択可） 

１．コスモポリタン         ２．エスクァイア       ３．クリス・クラフト   

４．ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ・ｵﾌﾞ・ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ  ５．セルジオ・タッキーニ ６．ローリングストーン 

７．アーニー・エルス       ８．すべてのブランド   
※担当者より貴社に合うブランドをご提案させていただく場合がございます。 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

 
【注意事項】 
  
(1)参加お申込み後、参加費を下記銀行口座にお振込みください。参加費の入金をもって、お申込みが完了いたします。 
(2)参加費の入金確認後、貴社の情報をＩＭＧに提供し、商談を設定させていただきます。ただし、商談希望外の商品、取引要件等と合わない場合

や定員を超える申込みがある場合等には、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。なお、その場合は、ご入金いただ

いた参加費をご返金いたします（ただし、ご入金時にお支払いただいた振込手数料は貴社負担となります）。 
(3)参加の可否については、開催の 2週間前を目途に事務局よりお知らせいたします。 
(4)参加確定後、ご参加いただく時間帯（午前の部もしくは午後の部）等を e-mailにてお知らせいたします。なお、参加費のお振込み後のキャン 

セルは返金をいたしかねます（代理の方のご参加をお願いします）。 
(5)ご参加いただく時間帯、商談開始時間については、事務局にて設定させていただきます。なお、セミナー終了後、商談開始時間までお待ち頂く 

ことになりますので、予めご了承ください。 

(6)本事業は、ご商談の場を設定させていただくことを目的としており、個別に商談案件の仲介・斡旋等は行いません。本事業後のご商談について
は、貴社とＩＭＧとの間でお進めください。 

(7)本事業を契機に発生した取引などに関するトラブル・損害、健康被害などについて、主催者は、一切の責任を負いません。 

(8)商談をスムーズに行っていただくため、必ずセミナーをご受講ください。 
(9)ご記入頂いた情報は、弊所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、ＩＭＧ、大阪府には参加企業名簿として提供します。 

 
＜振込先＞ ①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６  ＜振込先名義＞大阪商工会議所 
      ②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   
      ③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 
 
       上記３行と埼玉りそな銀行各本支店のＡＴＭからのお振込は、振込手数料は不要です。 

１０桁のご依頼人番号「９１０７１０００００」と貴社名をご入力ください。 
 

FAX：０６-６９４４-６５６５ 大阪商工会議所 流通･サービス産業部 流通担当行 



  

   

 

 
ブランドビジネスで販路開拓・拡大のチャンス！ 
 

著名なファッションブランドやスポーツブランドを多数取扱う伊藤忠商事との商談会 
 

ザ・ライセンスフェアのご案内 
主催 大阪商工会議所   

 
大阪商工会議所では、伊藤忠商事(株)よりライセンスビジネスの担当者を招き、同社が取り扱う欧米のファッション、
スポーツ等の著名ブランドのライセンスに関するセミナーと個別商談会を開催します。有名ブランドを活用した商品開
発や販路開拓をお考えの皆様は、この機会に是非ともご参加ください。 

 

 
 
 
 
１． 開 催 日  2014年 9月 18日（木） 午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 
 
 
２． 開催場所  リージャス新大阪阪急ビル カンファレンスセンター（グロービス大阪） 
        （大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル４階 JR新幹線「新大阪駅」中央改札口すぐ） 
３．プログラム   

(1)セミナー（30分）：「ライセンスビジネスについて」 

           伊藤忠商事(株) 繊維カンパニー ブランドマーケティング第六課 ご担当者 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 
 

４． 参加対象  下記ブランドのライセンシーを希望する製造業・卸売業（定員３０社）  
※参加申込企業様の情報を伊藤忠商事(株)に提供した上で商談を設定します。ただし、商談希望外の商品、取引要件等と合わ 
 ない場合や定員を超える申込みがある場合には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 
５．ライセンス対象ブランド(全８ブランド) 
※以下対象ブランドの募集カテゴリーは、2014年 6月時点のものであり、商談時には状況が変更している可能性がある旨、予めご了承ください。 

 

１．ヘッド              ２．マリオ・ヴァレンティーノ   ３．エアウォーク         ４．チャギントン 

  

 

 

 

 

 

     

 
 

５．ビバリーヒルズポロクラブ  ６．ポニー             ７．プロケッズ          ８．ペンフィールド 

 
 

 
 
 

1982年アメリカロサンゼルスで 
生まれた。トラディショナルマ 
インドをベースに、アメリカ西 

海岸の陽気で明るい健康的なイ 
メージをコンセプトに展開する 
ブランド。 
 
【募集カテゴリー】 
シューズ、スーツ、キッズ、 
ハンカチ、文房具、水着等 
 

 

午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

『靴の魔術師』と呼ばれた故マリ

オ・ヴァレンティーノ氏により設
立され、世界中の VIPに愛される
高級ブランドへと成長。現在はナ

ポリとミラノに直営店を構え、独
創的な新作を発表し続けている。 
 
【募集カテゴリー】 
石鹸類、化粧品、アクセサリー、
ジュエリー、ステッキ、エプロン 

アメリカ発祥のスケート/ス

ノーボードを中心としたブラ
ンド。ソチ五輪/スノーボード
における日本人選手の活躍

で、再び人気上昇中。 
 
【募集カテゴリー】 

手袋、時計、サングラス等 

 

1958年に「Keds」のプロスポ
ーツ仕様のブランドとしてア
メリカで誕生。当時は、バス
ケットボールプレイヤーを中
心に愛用されてたが、現在は
カジュアルファッションとし
ても広く知られている。 
 
【募集カテゴリー】 
バッグ（ショルダーバッグを
除く）、水着、アイウェア等 
 
 

1972年ニューヨークで誕生し
た PONYは、バスケットボール、
野球、サッカー、ボクシング、
アメリカンフットボールのスー
パースターに愛され、現在では、
ストリートシーンにも定着し続
けている。 
 
【募集カテゴリー】 
キッズウェア、バッグ、帽
子等 

鉄道の国イギリスで制作さ

れた子供向け CGアニメ番
組。日本ではフジテレビが
地上波で放映中。 
 
【募集カテゴリー】 
帽子、時計、カバン、 
傘等 

 

伊藤忠商事(株)繊維カンパニーのブランドマーケティング第一部門と第二部門は、欧米の著名ファッショ

ンブランドからスポーツ・カジュアルブランドまで幅広い分野で、150以上ものブランドの多岐に亘るア

イテムを取り扱っています。ブランドビジネスの豊富な経験と知見を活かし、「売り手良し、買い手良し、

世間良し」の「三方良し」の基本精神で、皆様と共にビジネスを創造していきます。 

 

1950年にスキーブランドとして

誕生。その後、ウィンター、テニ
ス、ダイビング等幅広い領域に展
開し、世界的なスポーツブランド

としての地位を確立している。 
 
【募集カテゴリー】 
バッグ、タオル、傘、 
サングラス、時計等 

 

1975年米国（ボストン）にて
誕生したアウトドアブラン
ド。ファッション性と機能性

を兼ね備えた商品が、米国の
みならず世界中で高く評価さ
れている。 
 
【募集カテゴリー】 
レディース・キッズウェ
ア、レインウェア、ベルト、
革小物等 
 

 

 

資料２ 



 
６． 参 加 費  大阪商工会議所会員１社 8,000円、一般 1社 16,000円 

（1社 2名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 
 
７． 申込方法  ①下記の注意事項をご了承の上、ホームページからお申込みください。 

⇒http://www.osaka.cci.or.jp/brand/ 
        ②もしくは、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にて 

お申込みください。 
 

お問合わせ先 : 大阪商工会議所 流通・サービス産業部 高津・長谷川  
大阪市中央区本町橋 2-8 TEL.06-6944-6440 FAX.06-6944-6565    

ザ・ライセンスフェア参加申込書  
伊藤忠商事(株)９月１８日（木）開催 

※下記の注意事項にご了承の上で参加申込みをして下さい。   

会社名 

（フリガナ） 

 
（大阪商工会議所の会員の方は、会員番号をご記入下さい） ＫＴ/Ｋ                    

住 所 
〒 
 
TEL.                                  FAX. 

ご登録者 
お役職 

氏名 

お役職 
氏名 

メールアドレス 
 

 

URL http:// 

資本金         万円 従業員数               人 売上高                   万円 

業種に☑をお 

付けください 
□製造業  □卸売業  □製造卸売業  □製造小売業  □その他（              ） 

商談希望のブランド

に○印をお付けくださ

い。（複数選択可） 

１．ヘッド  ２．マリオ・ヴァレンティーノ   ３．エアウォーク  ４．チャギントン 

５．ビバリーヒルズポロクラブ   ６．ポニー  ７．プロケッズ  ８．ペンフィールド 

９．すべてのブランド       ※担当者より貴社に合うブランドをご提案させていただく場合がございます。 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

セールスポイント 

今回参加の目的等  

 

【注意事項】 
  
(1)参加お申込み後、参加費を下記銀行口座にお振込みください。参加費の入金をもって、お申込みが完了いたします。 
(2)参加費の入金確認後、貴社の情報を伊藤忠商事㈱に提供し、商談を設定させていただきます。ただし、商談希望外の商品、取引要件等と合わない場

合や定員を超える申込みがある場合等には、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。なお、その場合は、ご入金いただい
た参加費をご返金いたします（ただし、ご入金時にお支払いただいた振込手数料は貴社負担となります）。 

(3)参加の可否については、開催の 2週間前を目途に事務局よりお知らせいたします。 

(4)参加確定後、ご参加いただく時間帯（午前の部もしくは午後の部）等を e-mailにてお知らせいたします。なお、参加費のお振込み後のキャン 
セルは返金をいたしかねます（代理の方のご参加をお願いします）。 

(5)ご参加いただく時間帯、商談開始時間については、事務局にて設定させていただきます。なお、セミナー終了後、商談開始時間までお待ち頂く 

ことになりますので、予めご了承ください。 
(6)本事業は、ご商談の場を設定させていただくことを目的としており、個別に商談案件の仲介・斡旋等は行いません。本事業後のご商談については、

貴社と伊藤忠商事㈱との間でお進めください。 

(7)本事業を契機に発生した取引などに関するトラブル・損害、健康被害などについて、主催者は、一切の責任を負いません。 
(8)商談をスムーズに行っていただくため、必ずセミナーをご受講ください。 
(9) ご記入頂いた情報は、弊所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、伊藤忠商事㈱、大阪府には参加企業名簿として提供します。 

  
＜振込先＞ ①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６  ＜振込先名義＞大阪商工会議所 
      ②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   
      ③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 
 
       上記３行と埼玉りそな銀行各本支店のＡＴＭからのお振込は、振込手数料は不要です。 

１０桁のご依頼人番号「９１０７１０００００」と貴社名をご入力ください。 
 

FAX：０６-６９４４-６５６５ 大阪商工会議所 流通･サービス産業部 流通担当行 



資料３

NO. 回数 会社名

1 6月 3日（火） 1回 (株)Ｊリーグエンタープライズ(開催済）

2 20日(金） 2回 (株)読売巨人軍（申込受付終了）

3 26日（木） 3回 オリックス野球クラブ(株)（申込受付終了）

4 11日（金） 4回 (株)阪神タイガース（申込受付終了）

5 11日（木） 5回 ＩＭＧ（申込受付開始）

6 18日（木） 6回 伊藤忠商事(株)（申込受付開始）

「ザ・ライセンスフェア」開催日程

開催日

7月

9月


