
登壇者 東京開業ワンストップセンターとは
〈外国人起業家による体験談〉

〈専門家による講演〉

開催場所
日時 平成29年 5月18日（木）

15:00～17:10（開場 14:30～）
場所 アークヒルズカフェ

（港区六本木1-3-40アーク森ビル隣接の店舗）

タイムスケジュール

東京開業
ワンストップセンター
外国人セミナー
東京都は、平成 29年５月18日（木）に東京開業ワンストップセンター外国人セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、これから東京で起業を目指す外国人等を対象に、東京でのビジネスの魅力や、東京都に
よる外国人起業家への支援策等についてご説明します。小池百合子東京都知事が東京の魅力をお伝えし、
実際に東京で起業した外国人起業家からは体験談をお話しいただく予定です。セミナー終了後は、外国人
起業家との交流会や東京開業ワンストップセンターでの利用体験会もご用意しております。
是非ご参加ください。

17:10 終了予定

14:30

15:00

15:10

16:10

16:40

開場・受付開始

知事によるスピーチ（東京都知事 小池百合子）
東京でのビジネスの魅力について

外国人起業家による体験談（20分 ×3名）
Oishiiapps　CEO　Mitchell Hammer 氏

・専門家による講演
　講師：鶴野 祐二氏
　テーマ：日本での会社設立にあたっての必須知識

・外国人起業家との交流会

Laurin Lab　CEO　Eric Heng Gu 氏
and more

Oishiiapps
CEO
Mitchell Hammer氏

テーマ：日本での会社設立にあたっての必須知識

株式会社シンシアインターナショナル

鶴野 祐二 氏

中小企業診断士、行政書士、
海外ビジネスコンサルタント

Laurin Lab
CEO
Eric Heng Gu氏

お申込みはWEBサイトから
http://www.tosbec.com/seminar0518 検索

東京都知事
小池 百合子

※「外国人起業家との交流会」と「東京開業ワンストッ
プセンターでの利用体験会」は、予約時にどちらか 1
つを選択。

・東京開業ワンストップセンター
　での利用体験会

and more

東京開業ワンストップセンターは、外資系企業
やベンチャー企業等の開業手続を一元化する、
国家戦略特区を活用した我が国初の取組です。
行政手続に精通している職員又は専門家によ
る Face to Face の対応により、法人設立や
事業開始時に必要な定款認証、登記、税務、
年金・社会保険、入国管理等の各種手続にス
ピーディーに対応します。また、起業家の皆様
の要望に応じ、電子申請のサポート及び多言
語による通訳や翻訳サービスを提供します。

申込締切 ：平成 29年 5月9日（火） ※定員を超えた場合は、抽選となる可能性があります。



Presenter About the Tokyo One-Stop Business
Establishment Center

〈 Presentation by an expert 〉

Venue for the Seminar
Date and
Time

Thursday, May 18, 2017, from 3:00 to 5:10 p.m.
（Doors open 2:30 p.m.）

Venue ARK Hills Café (located next to ARK Mori Building, 
1-3-40 Roppongi, Minato-ku)

Time Schedule

The Tokyo One-Stop 
Business Establishment Center 
Seminar for Foreign Nationals
The Tokyo Metropolitan Government will hold the Tokyo One-Stop Business Establishment Center 
(TOSBEC) Seminar for Foreign Nationals on Thursday, May 18, 2017. At this seminar for foreign 
nationals planning to set up business in Tokyo, we will introduce, among others, the attractiveness of 
doing business in the capital and the measures we have in place to support them. Tokyo Governor Yuriko 
Koike is scheduled to speak about Tokyo’ s attractions, and foreign entrepreneurs who have actually 
started up business in Tokyo will speak about their experiences. A mixer and an opportunity to 
experience using TOSBEC’ s services will also be provided after the seminar. 

5:10 p.m. 　Conclusion

2:30 p.m.

3:00 p.m.

3:10 p.m.

4:10 p.m.

4:40 p.m.

Doors open

Speech by Tokyo Governor Yuriko Koike
“The Attractiveness of Business in Tokyo”

Foreign entrepreneurs speak about their experiences
Oishiiapps　CEO　Mr. Mitchell Hammer

・Presentation by an expert
　Mr. Yuji Tsuruno
　Presentation: “Essential knowledge for foreigners to 
   establish a business in Japan”

・Enjoy interacting with
  foreign entrepreneurs

Laurin Lab　CEO　Mr. Eric Heng Gu
and more

Oishiiapps
CEO
Mr. Mitchell Hammer

Presentation: “Essential knowledge for foreigners to 
establish a business in Japan”

Sincere International Corporation

Mr. Yuji Tsuruno

Small and Medium Enterprise Management Consultant,
 Administrative Scrivener, International Business Consultant

Laurin Lab
CEO
Mr. Eric Heng Gu

Yuriko Koike
Tokyo Governor

*Please choose “Enjoy interacting with
 foreign entrepreneurs” or “Experience using
 TOSBEC services” at the time of application

・Experience using
  TOSBEC services

and more

The Tokyo One-Stop Business Establishment 
Center (TOSBEC) centralizes the procedures that 
foreign companies and start-ups need to 
complete to establish a business. This is the first 
such initiative in Japan, which was realized by 
employing the National Special Strategic Zone 
system.  Through personalized services provided 
by  exper ts  and  s ta f f  knowledgeab le  in  
administrative procedures, the center helps 
facilitate the prompt completion of various filing 
procedures required when establish a business 
and launching operations, including those for 
certification of articles of incorporation, company 
reg istrat ion ,  taxes ,  soc ia l  secur i ty ,  and 
immigration. On request, the center will also 
provide support for electronic applications as well 
as interpretation and translation services in 
several languages.

〈 Foreign entrepreneurs speak about their experiences 〉

How to Apply:Preregister through the site 
below by Tuesday, May 9, 2017.
http://www.tosbec.com/seminar0518/english
*A drawing may be held if oversubscribed.
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