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平成２７年１月２８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」 
野球日本代表「侍ジャパン」の開催について 

 

 
【お問合先】大阪商工会議所 

流通・サービス産業部（高津・大石） 

☎ ０６－６９４４－６４４

０ 
 

○大阪商工会議所は、４月２３日（木）に、野球日本代表「侍ジャパン」のライセンスを保有する

㈱ＮＰＢエンタープライズよりライセンス担当者を招いて「ザ・ライセンスフェア」を開催する。

本日から、参加企業の募集を開始する。 
 

○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関するセミナーを

開催した後、時間予約制の商談会（各２５分間）を行う事業。平成２６年度は、(株)Ｊリーグエ

ンタープライズなどを招き、年６回開催した。平成２７年度は、年６回程度の開催を予定してい

る。 
 

○今回は、①侍ジャパンの各種ロゴ、②選手（トップチームのみ）、③キャラクターのライセンシ

ーを希望する製造業・卸売業を募集する。 
 

○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。 
 

○野球日本代表「侍ジャパン」は、ＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）等に出場するトッ

プチームを頂点に、社会人、２１Ｕ、大学、１８Ｕ、１５Ｕ、１２Ｕ、そして女子野球日本代表

も含む、全ての世代の野球日本代表の総称。平成２７年１１月には、世界１２ヵ国が参加し、野

球国力Ｎｏ．１を決定する「ＷＢＳＣプレミア１２（仮称）」の開催が予定されており、日本も

出場を予定している。 
 

○㈱ＮＰＢエンタープライズは、２０１４年１１月に設立され、野球日本代表「侍ジャパン」の興

行やイベントの企画、実施、ライセンスの許諾等を行っている。 
 

以上 

 

【添付資料】 資料１ ザ・ライセンスフェア 野球日本代表「侍ジャパン」案内状 

資料２ ザ・ライセンスフェアの概要について 
 



 
ブランドビジネスで販路開拓・拡大のチャンス！ 

 

ザ・ライセンスフェアのご案内  
野球日本代表               

 
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有名ブランドのライセンスを活用した商品開発

や販路開拓を支援するため、ライセンス保有企業との商談の場として、「ザ・ライセンスフェア」を

開催しております。このたび、野球日本代表「侍ジャパン」のライセンスを保有する「株式会社 NPB

エンタープライズ」より、ライセンス担当者をお招きし、セミナーと時間予約制による個別商談会を開

催します。ブランドを活用したビジネス展開をお考えの皆様は、この機会に是非ともご参加下さい。 
 
１． 開 催 日  2015 年 4 月 23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：ライセンス許諾条件等について（30分） 

講師：㈱NPBエンタープライズご担当者 
 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25分） 

 

 

 
 
４． 対象ライセンス 

(1) 各種ロゴ、(2) 選手(トップチームのみ)、 

(3) キャラクター(侍ジャパン「野球マンガ代表」として 

選出されたキャプテン、ダイヤの A、MAJORなど） 
 
５． 参加対象 

応援グッズ(応援用メガホン・バットは除く)、 
アパレル(ユニフォーム・タオルは除く)、雑貨、 
玩具、食品、菓子、文具等の製造業・卸売業 
※スポーツ用品メーカー様はご参加いただけません。 

 
６． ライセンス商品の販売先 
  基本的には、ライセンシー(ライセンスを使用する側)が有する流通での販売 

※アイテムによっては、侍ジャパンオンラインストアにて販売可能 
 
７． 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） 
 
８． 定   員  ３０社   

※参加申込企業様の情報を㈱NPBエンタープライズに提供し、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。 

 
９． 申込方法  ①裏面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、裏面の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 TEL.06-6944-6440  

 

＜野球日本代表「侍ジャパン」とは＞ 

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)

等に出場するトップチームを頂点に、社会人、

21U、大学、18U、15U、12U、そして、

女子野球日本代表も含む、全ての世代の野球日

本代表の総称。全ての世代が同じユニフォーム

を身に纏い、世界最強になることを目指す。 

＜㈱ＮＰＢエンタープライズとは＞ 

2014年11月設立。侍ジャパンの興行やイベ

ントの企画、ライセンス許諾等を行う。 

 

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。 

   

資料１ 



 
ザ・ライセンスフェア参加申込書  

(株)ＮＰＢエンタープライズ ４月２３日（木）開催  
 
  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/ 

 
【注意事項】以下にご了承の上で参加申込みをして下さい。 
  
(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、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し、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、貴社とライセンス保有企業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。 
 
＜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。 
 

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（        ） 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

 
大阪商工会議所へ入会すれば参加費が会員料金になります。（大阪市外の企業も加入できます） 

入会をご検討されますか  □検討する（⇒入会申込書をお送りします）  □検討しない 
※会費は、法人の場合、入会金３，０００円＋年会費１口１８，０００円からとなります。 

（口数は、資本金に応じて変動します） 

ご入会のメリット等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/index.php 
 
※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、ライセンス保有企業、大阪府には参加企業名簿として提供します。 

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 



 

         

     「販路創造都市・大阪プロジェクト」事業 

「ザ･ライセンスフェア」の概要について 
 

１．趣 旨：  スポーツやファッション等の有名なブランドやキャラクターのライセンス保有企業とその使

用を希望する中小企業との商談の場「ザ・ライセンスフェア」を開催し、中小企業の商品開

発、販路開拓・拡大のチャンスを提供する。 

 

２．特 徴： ①スポーツやファッション等の有名なブランドやキャラクターのライセンス保有企業から毎回

１社の担当者を招いて開催するセミナー＆商談会。 

②ライセンス保有企業の担当者がライセンスの許諾条件等についてセミナーで解        

説した後、時間予約制（25 分）の商談会を行う。参加企業は許諾条件等を理解した上で、

一方、ライセンス保有企業の担当者は参加企業の情報（会社概要、商品等）を事前に確認し

た上で選考を行い、商談に臨むので「密度の高い」商談が可能となる。 

 

３．プログラム：毎回 1 社のライセンス保有企業を招き開催。ライセンス使用を希望する中小企業は 

毎回 30 社程度募集。当日は、担当者によるセミナー（３0分程度）の後、時間予 

約制での商談会（１社当たり 25 分）を開催する。午前の部と午後の部の 2 部制で 

開催（午前の部と午後の部は同じ内容）。 

 

 
 

 
 
 
 
  
     
４．ライセンサー： スポーツやファッション等の有名なブランドやキャラクターのライセンス保有企業 

から毎回 1社。 
 

５．ライセンシー： ライセンスビジネスで販路開拓を目指す中小企業（主に製造業者）、毎回 30 社 

希望企業    
 

６．売り手企業参加費：各回とも大阪商工会議所会員 8,000円、一般 16,000 円 

（1 社で 2 名まで参加可） 

※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 

の参加については、参加費を大阪商工会議所の会員料金に準ずる価格とする。 

 

７．会 場： 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] 

 

８．平成 26年度参加企業: ① ６月  ３日（火）(株)Ｊリーグエンタープライズ 

              ② 6月 20 日（金）(株)読売巨人軍 

              ③ 6月 26 日（木）(株)オリックス野球クラブ 

             ④ ７月 11 日（金）(株)阪神タイガーズ 

⑤ ９月 11日（木）ＩＭＧ日本支社 

⑥ ９月 18日（木）伊藤忠商事(株) 

以 上 

 

 

セミナー 30分  

会社紹介、ライセンス許

諾条件等について、担当

者が解説 

商談会 1社 25分 

時間予約制での 

商談会 

参加企業の事前選考 
 

申込企業の情報をもとに、 

ライセンス保有企業が 

参加企業を選考 

開催当日 

資料２ 


