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News & Information

国内外ライセンスコンサルティング企業、株式会社ZenWorksでございます。弊社が行うコン
テンツの海外展開コンサルティング事業の一環として様々なサービスやお役に立つ情報をこ
の「ZenWorking」eニュースとしてお届けいたします。また、弊社が取り扱うライフスタ

イルブランドの活動も随時ご紹介いたします。ぜひお読みください。

ZenWorking is our e-news delivering information about ZenWorks contents and licensing

industry consulting, agency and media services. Learn more at www.zenworks.jp
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今回のZenWorkingでは...In this edition of ZenWorking...

● 【受講生の最終募集】4/21（水）19:00よりオンライン講座「英語でライセンスビジネス
の基礎 （初中級~）」が開講　Last call for participants in our English for Global Licensing

course "The Basics of Licensing in English (pre-interm~)" starting Wed. 21 April from 7 p.m.

● 【トレードショー出展】4/14（水）~16（金）開催される「第11回 ライセンシング ジャ
パン」（東京ビッグサイト南展示棟 2ホール、ブース 12-11）で「Total Licensing/ZenWorks

Consulting」として出展。We will exhibit as Total Licensing/ZenWorks Consulting at Licensing

Japan (14 to 16 April, Booth 12-11, South Hall 2, Tokyo Big Sight)

● 【4月：無料相談キャンペーン】今月、弊社が参加するリアルとバーチャルトレード
ショーで無料での「なんでもライセンス相談」を実施。This month we are offering free

advice sessions at physical and virtual trade shows we attend.

● 【Total Licensing 2020年秋号】Festival of Licensing情報満載のTotal Licensing最新号が発
行。無料ダウンロードが可能。The latest edition of Total Licensing containing lots of

information on Festival of Licensing has just been published. It's available for free download.

● 【ニュース】弊社の協力により、大手ライセンシングエージェンシーWILDBRAIN CPLG

は、「キッコーマン」の欧州におけるサブエージェントに任命されました。 In a ZenWorks

facilitated deal, major Licensing Agency WILDBRAIN CPLG has been appointed sub-agent in

Europe for Kikkoman, the iconic soy sauce brand.

【受講生の最終募集】4/21（水）19:00よりオンライン講座
「英語でライセンシングビジネスの基礎礎 （初中級~）」が開講

申し込み〆切：2021年4月12（月）

Last call for participants in our English for Global Licensing course "The Basics of Licensing in

English (pre-intermediate)" starting Wednesday 21 April from 19:00

Application Deadline: Monday 12 April 2021

日本初の定期コンテンツと語でライセンシングビジに特化した英語研修「English for Global

Licensing - EGL」のオンライン講座「英語で語でライセンシングビジの基礎 （初中級~）」
の第3期の受講生を最終募集しています。最初のセッションは4月21日（水）19時よりです。

This is the last call for participants in the third series of our "Basics of Licensing in English"

online course beginning Wednesday 21 April from 19:00.

EGL#15: THE BASICS OF LICENSING IN ENGLISH (Pre-intermediate)

英語でライセンシングビジネスの基礎（初中級~） 　
開講：2021年4月21日（水）（全7回セッション x 90分）
授業料：¥34,200~¥38,000（税別）
申し込み〆切：2021年4月12（月）

講座の案内 Course Details

講座申し込み Course Registration

お問い合わせ Enquiry

【トレードショー出展】4/14（水）~16（金）開催される「第11回 ライセンシン
グ ジャパン」（東京ビッグサイト南展示棟2ホール、ブース 12-11）で「Total

Licensing/ZenWorks Consulting」として出展

We will exhibit as Total Licensing/ZenWorks Consulting at Licensing Japan (14 to 16 April,

Booth 12-11, South Hall 2, 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）の代理店として、今月14日（水）~16日（金）まで、東京ビッグサイトの南展
示棟で開催される、「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。106ヶ国で85,000人のコンテンツビジネス
パーソンが読むTotal Licensingは全世界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。

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
部門が海外展開の相談も実施いたします。

出展小間番号： 南展示棟2ホール、ブース 12-11（通路12）

是非お立ち寄りください。

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

magazine, we will exhibit at Licensing Japan, taking place at the South Exhibition Hall of

Tokyo Big Sight from Wednesday 14 to Friday 16 April. Total Licensing will participate as

Licensing Japan's official overseas media partner.

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

for Japanese content. Total Licensing is the official media for major licensing trade shows and

markets around the world.

ZenWorks's Consulting Division will also participate providing consultations on overseas

market development. Our motto is "Opening Global Doors, Opening Global Markets" and we

look forward to discussing your needs.

Booth: South Hall 2 (2F), Booth 12-11 (row 12)

We welcome your visit.

Total Licensingウェブサイト Website

ライセンシングジャパンウェブサイト Licensing Japan Website

【Total Licensing 2021年春号】最新号が発行。無料ダウンロードが可能

Spring 2021 Edition of Total Licensing Published. Free Download.

本号では、世界のトップニュース、インタビュー、特集、カントリープロファイル、ビジネ
ス分析、アドバイス、特別企画などが満載です。

This issue is packed with top global news, interviews, features, country profiles, business

analysis, advice as well as special features.

無料ダウンロード Free Download

Total Licensingの広告のお問い合わせ Advertising Enquiries

株式会社ZenWorks ■ ZenWorks Co., Ltd.

〒201-0001東京都狛江市西野川4-33-9

4-33-9 Nishinogawa, Komae-shi, Tokyo 201-0001, Japan

090-6003-7068 ■ info@zenworks.jp ■ www.zenworks.jp

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。
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