2018 年 1 月

第 20 回大阪ビジネス交流クラブのご案内

～大阪の食文化とこれからの人材育成～
千房株式会社 専務取締役 中井 貫二 氏による講演

第 20 回大阪ビジネス交流クラブとなる今回は、
お 好み焼 チェーン 千 房株 式会社 専務取締役
中井貫二氏をお迎えし、
「大阪の食文化とこれか
らの人材育成」と題して、積極的な海外展開や、
人材育成を重視した会社経営についてご講演
いただきます。
会場となる会員制クラブ「綿業会館」の館内
ツアーや恒例の交流会も予定しております。
今後のビジネスのヒントに、また大阪でのネッ
トワークづくりにお役立ていただきたく、たく
さんのご参加をお待ちいたしております。

◆日時
2018 年 3 月 8 日（木）14:00～17:30
◆場所

綿業会館（大阪市中央区備後町 2 丁目 5 番 8 号）
「東洋のマンチェスター」と呼ばれた大阪の紡績業の
栄華を今にとどめる名建築で、国の重要文化財にも指
定されている。会員制クラブのため、通常は月 1 回の
み館内見学（有料）を受け入れている。

◆プログラム
【講 演 会】綿業会館本館 7 階（13:30～受付開始）
14:00～14:10 主催者挨拶
14:10～15:10 講演「大阪の食文化とこれからの人材育成」
千房株式会社 専務取締役 中井 貫二 氏
15:10～15:30 質疑応答
15:30～16:10 綿業会館 館内ツアー
【ネットワーキング交流会】綿業会館 1 階
16:10～17:30 参加者による交流会

中井 貫二（なかい

かんじ）氏 略歴
1976 年大阪生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、野村證券株式会
社に入社。富裕層向けのプライベートバンキング業務に従事。2014
年、長兄の他界を機に父の経営する千房株式会社に入社、専務取締
役に就任。飲食業の経営に携わる一方、大阪拘置所・和歌山刑務所
の篤志面接委員として受刑者の改善更生に向けた面接、講話活動を
行い再犯防止に取り組む。CHIBO International Corp.代表取締
役、一般社団法人大阪外食産業協会副会長、道頓堀商店会副会長。

言 語：日本語（英語同時通訳付）
主 催：大阪府、大阪市、大阪商工会議所
協 力：ジェトロ大阪本部
参加費：無料
定 員：100 名
（先着順。満席で申込みをお受けできない場合はご連絡致します。）
申込み：参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸもしくはメールにて 2
＜本件のお問合せ、お申込み＞
大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 松葉、沼田
TEL: 06-6944-6298 FAX: 06-6944-6293
E-mail: o-bic＠osaka.cci.or.jp
住所：大阪市中央区本町橋 2-8 大阪商工会議所国際部内

月末日までにお申込ください。

大阪外国企業誘致センター行き（FAX：06-6944-6293）
※番号をお間違えないようお願いいたします。

＜第 20 回

大阪ビジネス交流クラブ＞
参加申込書

会社・団体名

部署・役職名

氏名

(〒

)

住所

TEL

FAX

E-mail

使用可能な言語を選択ください

□

日本語

交流会の参加について

□

講演会・交流会ともに出席

案内状配信元を選択ください

□ O-BIC

□ 英語

□ 大阪商工会議所

□ 日英どちらも可
□ 講演会のみ出席
□ IBPC 大阪

□ ジェトロ大阪本部 □ その他（

）

※１ お申込みいただいた方には、開催1週間前ごろに受付確認のメール（メールアドレスのない場合はFAX）
をお送りいたしますので、プリントアウトして当日お持ちください。メール（FAX）が届かない場合
は、大阪外国企業誘致センター（O-BIC）までご連絡ください。
※２

ご記入いただいた情報は、主催者からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、講師には参加者
名簿としてお渡しすることがございますので予めご了承ください。

※３

申込者数が定員を超えた場合、１社あたりの参加者数を限定させていただく場合がございますが、何
卒ご了承ください。

※４

主催者の事情によりご参加をお断りすることがあります。また、会議運営の妨げ、他の参加者へのご
迷惑になる行為があった場合は、ご退場いただくことがあります。

February, 2018

The 20th Osaka Business Networking Club

～Food Culture of Osaka and
Development of Human Resources for the Future～
Lecture by Mr. Kanji Nakai, Senior Managing Director, Chibo Corporation
The 20th Osaka Business Networking Club will be held
as follows:
Mr. Kanji Nakai, Senior Managing Director of
okonomiyaki-chain Chibo Corporation, has been invited
to deliver a lecture on company management with an
emphasis on aggressive overseas development and
human resources development in a speech entitled,
“Food Culture of Osaka and Development of Human
Resources for the Future.”
A tour of the members-only Mengyo Kaikan (Important
Cultural Property), the venue for this event, and a regular
networking meeting will also be offered.
We look forward to the participation of many people to
offer useful hints for future business opportunities and
developing networks in Osaka.

◆Date & Time: March 8 (Thu), 2018, 14:00～17:30
◆Venue: Mengyo

Kaikan

(2-5-8 Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka City)
An architectural masterpiece that preserves the glory of
Osaka’s spinning industry today, often referred to as the
“Manchester of the East,” the Mengyo Kaikan has been
designated as an important cultural property in Japan.
Charged tours are usually offered once a month at this
members-only club.

◆PROGRAM
[Lecture] 7F, Main Building, Mengyo Kaikan (Registration begins at 1:30pm)
2:00pm～2:10pm
Greetings from the organizer
2:10pm～3:10pm
Lecture: Food Culture of Osaka and Development of Human Resources for the Future
Mr. Kanji Nakai, Senior Managing Director, Chibo Corporation
3:10pm～3:30pm
Question time
3:30pm～4:10pm
Tour of Mengyo Kaikan
[Networking Club] 1F, Mengyo Kaikan
4:10pm～5:30pm
Networking Meeting (Refreshments will be provided)

Kanji Nakai

Biography

Born in 1976, Mr. Nakai joined Nomura Securities Co., Ltd. after graduating from the Faculty of Economics at Keio
University, where he was engaged in private banking for affluent people. In 2014, he joined Chibo Corporation,
managed by his father, as a Managing Director after the death of his elder brother. While working in management in
the food service industry, Mr. Nakai is also involved in preventing repeat offences by conducting interviews and
lectures for reform and rehabilitation of inmates as a volunteer educator at the Osaka Detention Center and
Wakayama Prison. He serves as the Representative Director of Chibo International Corporation, Vice-Chair of the
Osaka Restaurant Management Association, and Vice-Chair of the Shopping District of Dotonbori.

LANGUAGE：Japanese/English
（Presentations: simultaneous translation, Networking: consecutive translation）
ORGANIZED by：Osaka Prefecture, the City of Osaka,
and the Osaka Chamber of Commerce and Industry (OCCI)
SUPPORTED by：JETRO Osaka
FEE
：FREE
C A P A C I T Y：100 (First-come-first-served basis)
*Registration will close when we reach capacity.
B O O K I N G：Please fax or email the booking sheet. <Deadline: Wednesday, 28 Feburuary>
＜INQUIRIES & BOOKING＞
Ms. Matsuba or Ms. Numata, Osaka Business and Investment Center (O-BIC)
TEL: 06-6944-6298 FAX: 06-6944-6293
E-mail: o-bic＠osaka.cci.or.jp
Address: c/o Osaka Chamber of Commerce & Industry (OCCI), International Division
2-8 Hommachibashi, Chuo-ku, Osaka, Japan 540-0029

To: Osaka Business and Investment Center (Fax:

06-6944-6293)

Please reconfirm the number before submitting.

<The 20th Osaka Business Networking Club Booking Form>
Company
Name

Title

/

Department

Name

(〒

)

Address

TEL

FAX

E-mail
Please select the language which

□ Japanese

you can use
Participation in the networking
event

□

□

English

Attend lecture and networking meeting

□

Both
□ Attend lecture only

Please select the organ from

□ O-BIC □ Osaka Chamber of Commerce & Industry (OCCI)

which this letter of invitation

□ IBPC Osaka

was sent to you

□ Others (

□ JETRO Osaka
)

*1 We will send a confirmation email (or fax if you don’t have the email address) to all the applicants
a week before the event. Please bring the printout on the day. If you don’t receive the
confirmation, please contact O-BIC.
*2 The information about you will be used for future correspondence of information from the organizers. It
will also be printed on a list which will be distributed to presenters.
*3 In case of an excess number of applicants, we may have to ask companies to limit the number of
participants from their company.
*4 We reserve the right to not allow the participation of any individual due to certain circumstances. We also
may ask participants to leave the venue if their conduct hampers the event or disturbs other
participants.

