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                         平成２８年４月１３日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

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「小学館集英社プロダクション編」 

同 ザ・ベストバイヤーズ「髙山編」の開催について 
 

 

 

 

 

○ 大阪商工会議所は、７月１２日(火)に「名探偵コナン」「高橋留美子作品」等のキャラク

ターライセンスを有する株式会社小学館集英社プロダクションを招いて「ザ・ライセンス

フェア」を、８月３０日(火)に大手菓子卸の株式会社髙山を招いて「ザ･ベストバイヤー

ズ」を開催する。本日より参加企業の募集を開始する。 

 

１． ザ･ライセンスフェア「小学館集英社プロダクション 編」（7 月 12 日開催） 

(1)概要：「ザ･ライセンスフェア」は、ファッションやキャラクター等の各種ライセン

スを保有する企業から、毎回担当者を招き、ライセンス利用の許諾要件等を説

明した後、時間予約制で商談会を行う事業。 

 

(2)参加対象：①名探偵コナン、②高橋留美子作品、③藤子不二雄Ⓐ作品、④楳図かずお

作品のライセンス利用を希望するアパレル、雑貨、食品・菓子・飲料  

（※公序良俗に反する商品は除く）の製造業・卸売業、外食チェーンや、

その他、同キャラクターでキャンペーン展開を企画する広告代理店等 

 

２． ザ･ベストバイヤーズ「髙山 編」（8 月 30 日開催） 

(1)概要：「ザ・ベストバイヤーズ」は、販路開拓･拡大を求める中小企業を対象に、大手

流通業から毎回 1社のバイヤーを招き、取引ルール等に関するセミナーを開催

した後、時間予約制で商談会を行う事業。 

 

(2)参加対象： 菓子全般 ＜基本常温菓子(珍味・シリアル含む)、冷凍は可（ただし、

アイスクリーム、冷蔵製品不可）＞を取扱う製造業・卸売業 

 

○ 参加費はいずれも１社につき、大阪商工会議所 会員企業が８,０００円、その他一般企業

は１社１６,０００円。（２名まで参加可能。３名以上での参加は別途費用を頂戴する。）

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「小学館集英社プロダクション 編」案内状 

資料２ ザ・ベストバイヤーズ「髙山 編」案内状 

資料３ ザ・ベストバイヤーズ、ザ・ライセンスフェア 今後の開催日程 

【お問合先】大阪商工会議所 流通･サービス産業部(土居･大石) 

ＴＥＬ：０６－６９４４－６４４０ 

携 帯：０９０－５１５１－８００４（4/13限り） 



※参加申込企業様の情報をライセンス保有企業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。 

有名キャラクターを活用して自社ブランドの向上・販路拡大のチャンス！ 
 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、株式会社小学館集英社プロダクションより担当者を招き、同社が有する「名探偵コナン」「高橋留美

子作品」をはじめとするキャラクターのライセンス利用に関する個別商談会を開催します。世界的に有名なキャラクターを

活用した製品開発や販路拡大をお考えの方は、ぜひこの機会にご参加ください。 

 

 

「ドラえもん」「ポケモン」「名探偵コナン」を始めとするキャラクターライセンス管理から、キャラクター

を使った幼児教育・通信教育、番組制作まで、エンタテインメントとエデュケーションを融合したエデ

ュテイメントを創造し提供しています。 

ライセンス対象キャラクターはこちら！  （「ドラえもん」「ポケモン」は、今回は対象外となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996      (c)高橋留美子／小学館    (c)藤子Ⓐ・シンエイ・小学館 (c)藤子Ⓐ・シンエイ・中央公論社   (c)楳図かずお／小学館 

【実際のライセンス商品事例】 

 

 

 

 

 

 

 

１． 開 催 日  ２０１６年７月１２日（火） 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）：「小学館集英社プロダクションのライセンス事業について」 

株式会社小学館集英社プロダクション 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  ①アパレル ②雑貨 ③食品・菓子・飲料（※公序良俗に反する商品は除く） 

の製造業・卸売業、外食チェーン等 ④その他、同キャラクターでキャンペーン 

展開を企画する広告代理店等（定員４０社） 

 

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。 

大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

「名探偵コナン」「高橋留美子作品」等のライセンスを有する 

小学館集英社プロダクションとの商談会 

（商品例） 

「名探偵コナン」では、子供向けだけでなく

大人の男女が身に付けやすいデザインで雑

貨をはじめ、アパレルやアクセサリーなど、

様々な商品が展開されています。 

 

 

 

  

～裏面に続く～ 

① 名探偵コナン 

 

③藤子不二雄Ⓐ作品 

 

④楳図かずお作品 

 

②高橋留美子作品 

 

   
クッション      ネクタイ      怪盗キッド ネックレス 

資料１ 



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 
7/12 ザ･ライセンスフェア「小学館集英社プロダクション編」参加申込書 

ホームページからもお申込みいただけます。→ http://www.osaka.cci.or.jp/brand/form 
※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 

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。 

５． 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。） 

６．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/brand/form/）もしくは、下記申込書 

商談までの   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。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたします。参加可否

のご連絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理

由により参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧

いただき、お申込みください） 

 

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 □農林水産業 □その他（      ） 

商談希望の対象商品に

○印をお付けください 

（複数選択可） 
１．名探偵コナン  ２．高橋留美子作品  ３．藤子不二雄Ⓐ作品  ４．楳図かずお作品 

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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたし

ます。なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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（※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。 

(3)本所は本事業を通じて商談の場を設定させていただきますが、本事業後の商談については、貴社とライセンス保有企業との間でお進めください。 

(4)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、本所は一切の責任を負いません。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府等には参加企業名簿として提供します。 

＜参加費のお振込先＞ 

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 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL：06-6944-6440 FAX：06-6944-6565 



大阪商工会議所主催   セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内 

菓 子 ・ 食 品 の 卸 大 手 に 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 

 
大阪商工会議所では、株式会社髙山のスタッフを招き、同社と取引を希望する企業を対象に、セミナ

ー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」を開催します。自社の販路を拡大したいとお考えの事業者の皆

様は、是非ご参加ください！  

１．開 催 日 ２０１６年８月３０日（火）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（午前の部、午後の部ともに同じ内容） 

(1)セミナー（３０分） 

「髙山の紹介と取引条件」 

    株式会社髙山 ご担当者より 

(2)参加各社との時間予約制による商談会（１社２５分） 

 

 

 

４．対象(下記商品取扱いの製造業・卸売業) 

 菓子全般 

■基本常温菓子（珍味・シリアル含む） 

■冷凍（アイスクリーム不可）可、冷蔵不可 
 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業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。 

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 名様まで参加可。3名以上でのご参加は別途費用を頂戴します。） 

７．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   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。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に 

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

 

1923 年創業。「お菓子」に特化した卸売業。 

「ニーズに応える。ニーズを創る。」を事業

目的に、メーカー・小売業の売上・利益を

最大化すること、工場から店頭までの様々

な流通リスクを最小化すること、それらを

ローコスト運営で達成すること、という 

３つの卸売業として果たすべき機能の  

強化・改善を続けている。 

売上高：1,880 億 5,600 万円 

（2015 年 2 月） 

http://www.takayama-inf.com/ 

午前の部と午後の部の 2 部構成で開催。いずれもセミナーを
30 分開催し、引き続き、時間予約制による商談会を行います。
どちらの部にご参加いただくかは、参加確定後に事務局より
ご連絡いたします。 

 

～裏面に続く～ 

資料２ 



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 

 

 

 

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 □農林水産業 □その他（        ） 

今回売り込む商

品とその特徴 

 

 

 

 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

入会に関する資料をご希望の方は、以下に☑をお付けください。資料をお送りします。  

□ 入会を希望する     □ 入会を検討する 
※会費については、法人の場合、入会金3,000円＋年会費1口18,000円から。口数は資本金に応じて変動します。  

ご入会のメリット等、詳しくはホームページをご覧下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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（※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。 

(3)会場内での 物販行為・調理行為・危険物の持ち込みは禁止いたします。 

(4)本所は本事業を通じて商談の場を設定させていただきますが、本事業後の商談については、貴社とバイヤー企業との間でお進めください。 

(5)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、本所は一切の責任を負いません。 

(6)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。 

(7)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、バイヤー企業、大阪府等には参加企業名簿として提供します。 

＜参加費のお振込先＞ 

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 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL：06-6944-6440 FAX：06-6944-6565 

ザ・ベストバイヤーズ 
「髙山編（８月３０日(火)開催）」参加申込書 

ホームページからもお申込みいただけます。→ http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form 
※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。 



ザ･ベストバイヤーズ 開催日程 
【インバウンド・シリーズ】 

㈱ドン･キホーテ 
 
 
 
開催日：5月16日（月） 
対象：下記商品を取り扱いの製造業・卸売業 
（1）食料品（2）日用雑貨品（3）ファッ
ション（4）スポーツ・レジャー（5）家電
製品（6）玩具・バラエティ用品 

㈱東急ハンズ 
 
 
 
開催日：5月24日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの製造業・卸売業 
（1）生活雑貨（2）食品 
 
 

㈱キリン堂 
 
 
 
開催日：7月5日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの製造業・卸売業 
（1）家電製品（2）雑貨 
 
 

㈱全国通販 
 
 
 

開催日：6月6日（月） 
対象：下記商品を取り扱いの製
造業・卸売業 
（1）衣料品全般・ファッショ
ン雑貨（2）雑貨全般（3）食品
（4）化粧品・美容雑貨・健康
食品 
 

㈱日本アクセス 
 
 
 

開催日：6月10日（金） 
対象：下記商品を取り扱いの
製造業・卸売業 
（1）加工食料全般（2）チル
ド食品全般（3）アイス・冷凍
食品全般（4）惣菜・デリカ・
業務用食品全般 
 

㈱ジェイオーディ 
 
 
 

開催日：6月27日（月） 
対象：下記商品を取り扱いの
製造業・卸売業 
（1）衣料品全般・ファッ
ション雑貨（2）雑貨全般
（3）園芸用品（4）化粧品・
健康器具・健康食品（5）食
品全般 

アイリスオーヤマ㈱ 
 
 
 

開催日：7月19日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの
製造業・卸売業 
(1)日用品・生活用品全般(2)
家電･照明製品/製品、部品(3)
オフィス、福祉･教育、その他
資材(4)食品(5)その他生活関
連商材 

【その他】 

資料３ 

㈱髙山 
 
 
 
開催日：8月30日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの
製造業・卸売業 
（1）菓子全般（基本常温菓
子（珍味・シリアル含む）） 
（2）冷凍 可（アイスクリー
ム、冷蔵不可） 
 



ザ･ライセンスフェア 開催日程 
【キャラクター・シリーズ】 

㈱スタイリングライフホールディン
グス プラザスタイル カンパニー 

開催日：5月17日（火） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 
 

南海電気鉄道㈱ 

開催日：5月27日（金） 
対象車両：（一部抜粋） 

サンエックス㈱ 

開催日：7月26日（火） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱ソニー･クリエイティブ 
        プロダクツ 

開催日：8月8日（月） 
対象キャラクター： 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱円谷プロダクション 
 
開催日：6月17日（金） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 

【その他】 

バーバパパ スノーマン ラピート 天空／サザン プレミアム 

©2016 A.T. & T.T. ©Sdog Ent 2016 

ウルトラマンシリーズ その他、円谷プロ作品 

リラックマ すみっコぐらし 
タマ＆フレンズ うさぎのモフィ 

㈱小学館集英社プロダクション 

開催日：7月12日（火） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
名探偵コナン 高橋留美子作品 藤子不二雄Ⓐ作品 

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 (c)高橋留美子／小学館 (c)藤子Ⓐ・シンエイ・
小学館 (c)藤子Ⓐ・シンエイ・中央公論社 
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