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News & Information

【トレードショー出展】6/29（水）~ 7/1（金）開催される

「コンテンツ東京2022・ライセンシングジャパン」

（東京ビッグサイト 東１ホール、ブース 3-16）で

 世界最大の独立系ライセンスB2B媒体「Total Licensing」と共同出展

ZenWorksのコンサルティング部門は海外ライセンス展開

のアドバイスセッションを無料開催（予約制）

We will exhibit as Total Licensing/ZenWorks Consulting at 

Contents Tokyo 2022/Licensing Japan

(29 June to 1 July 2022, Stand 3-16, East Hall 1, Tokyo Big Sight)

グローバルコンテンツとライセンシングビジネス情報誌「Total Licensing」（トータルライ

センシング）の日本と韓国代理店として、今週、6月29日（水）~7月1日（金）まで、東京ビ

ッグサイトで開催される、「コンテンツ東京2022・ライセンシングジャパン」に出展しま

す。Total Licensingはライセンシングジャパンのオフィシャル海外メディアパートナーとし

て参加となります。

ブースではTotal Licensingとジャパンコンテンツの海外市場開拓において効果の高い媒体と

して各メディアや展開事例をご案内いたします。111ヶ国で86,000人のコンテンツビジネス

パーソンが読むTotal Licensingは世界中の主なライセンストレードショーやマーケットの公

式メディアとなっています。



式メディアとなっています。

そして、「世界の扉を開く、世界のマーケットを開く」のテーマで弊社のコンサルティング

部門が海外展開の無料相談（予約制、1社20分）も実施いたします。空きのコンサルティン

グ枠の数は限られていますので、今すぐ info@zenworks.jp までご連絡ください。

出展小間番号： 東展示棟1ホール、ブース 3-16（通路3）

是非お立ち寄りください。

As the exclusive Japan and Korea agent of Total Licensing, the global content and licensing

business magazine, we will exhibit at Contents Tokyo/Licensing Japan, taking place at

Tokyo Big Sight this week from Wednesday 29 June to Friday 1 July. Total Licensing is

an official overseas media partner of Contents Tokyo/Licensing Japan.

We will introduce Total Licensing as a highly effective media for developing overseas

markets for IP stakeholders including licensors, agents and licensees. Total Licensing is the

official media for major licensing trade shows and markets around the world.

ZenWorks Consulting Division will provide free consulting sessions on overseas market

development (appointment basis, 20 minutes per company). Our motto is "Opening

Global Doors, Opening Global Markets" and we look forward to discussing your needs.

We only have a few consulting sessions available, so please contact us at

info@zenworks.jp to book your place now!

Booth: East Hall 1, Booth 3-16 (Aisle 3)

We look forward to seeing you!

展示会期間中は、以下のサービスを

ご相談いただけます

会期中のご相談お申し込み（会期後も相談は可能）

https://www.zenworks.jp/contact.html
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The new General Data Protection Regulation (GDPR) took effect May 2018. In accordance

with its terms, we want to confirm that your personal data (name, email address, and

telephone number) will be protected and only used to send our licensing information and

news. If you would like to keep receiving our newsletters and emails, you don’t need to do

anything. You can unsubscribe at any point by clicking the unsubscribe section below.

 配信停止のご希望の方：

文末の「If you want to unsubscribe, click here」をクリックしてください。

If you want to unsubscribe, click here.
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