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News Release 

2021 年９月 28 日 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

メ~テレ DX セミナー第４弾！海外販売をどう始めたらいいのかお悩みの企業必見！ 

「世界は東海エリアのものづくりを待っている！越境 EC 初級編」 
今注目の３社が登壇し「越境 EC を手軽に始める３つの武器」をわかりやすく紹介！！ 

さらにメ～テレ「逸品ハンター」が海外進出！！ 

番組で紹介した地元企業と中国テスト販売に挑んだ軌跡を大公開！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
セミナー申し込み URL：https://nagoyatv-dxquest04.peatix.com/ 

日時：2021 年 10 月 7 日（木）18：30～20：30  開催形式：オンライン開催 

 メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、地元企業が抱える課題を解決する DX ソリューション関連の情報を提供す

る無料オンラインセミナーの第４弾を上記日程で開催し、セミナー参加者を募集いたします。 

 これまでのセミナーでは、「Makuake を使った新商品開発」や、「Shopify を使った自社 EC 開設」を紹介して

きました。今回は、「商品開発の DX」「販売の DX」の延長線上にある、「越境 EC の DX」についてわかりやすく紹

介いたします。「新しいものづくり」に挑む企業の課題を解決する、強力な“武器”をお届けいたします！！ 

 

＜セミナーの見どころ①＞ 

メ～テレ地元応援コンテンツ『逸品ハンター』とコラボ！ 

番組発！地元企業が挑んだ中国テストマーケティングの全貌を初公開！！ 

 
（逸品ハンター6 月 19 日放送回より 尾州毛織物のテキスタイルメーカーOltas 製ボディミトン） 

https://nagoyatv-dxquest04.peatix.com/
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 『逸品ハンター』は毎週土曜日朝の情報番組「ドデスカ！ドようびデス。」の中でスタートした地元応援コーナ

ー。地元ものづくり企業が応援購入サイト「Makuake」で発表した「逸品」を、フォロワー数 60 万人を誇る中

国人インフルエンサー「ジュリ」が取材して放送するだけでなく、その動画を YouTube や、ジュリの SNS

（Weibo）に公開し、世界へ発信する人気企画です。 

 今回、6/19 の放送で紹介した、尾州毛織物の『ボディミトン』を製造する株式会社 Oltas（オルタス）代表 

白田雄介氏が登場します。 

  逸品ハンターでは、今年９月、上海日欣文化伝媒有限公司と提携し上海のテレビ番組視聴者へ向けて

「『中国語版』逸品ハンター」を配信。その中国の視聴者へ『ボディミトン』の限定テスト販売を敢行しました。 

 今回のセミナーでは、地元企業の皆様が海外販売に挑む際の参考として頂くべく、株式会社 Oltas に協力をお

願いし、中国テストマーケティングのレポートを大公開！海外でのテスト販売にいたるまでのプロセスや、実際に

行ってみてわかったことを、ご本人から直接語っていただきます。 

 
（上海日欣文化伝媒有限公司が制作するアクティブシニア向け番組などの視聴者へテスト販売を実施） 

 

＜セミナーの見どころ②＞ 

越境 EC を強力にサポートする新進気鋭の 3 社が集結！ 

「越境 EC なんてまだ早い」と思っている人にこそ知ってほしい！ 

「これならできる！越境 EC を叶える３種の神器」 
 人口の変化から国内のマーケットが縮小し、さらにインバウンド観光が消滅した今、「EC を使った海外マーケット開拓」

を考えたことは、一度はあるのではないでしょうか？しかし、人手不足、資金不足、海外での需要がわからないといった

理由から断念してしまうケースも多いと思います。 

 今回、多数の支援事例を持つ新進気鋭の３社が登壇し「越境 EC」がものづくり企業に与える可能性についてパネル

ディスカッションを行うとともに、そんな「うちにはまだ無理だ。いつかはやりたいけど今は夢のまた夢」と思ってしまっている方

にこそ知っていただきたい、新しいソリューションをご紹介いたします。 「こんなサービスがあるなら、もしかしたら挑戦でき

るかも」という勇気を与えてくれる３つの武器を知って頂ければ幸いです。 

 

＜パネラー＞※敬称略 

～第 1 部～ 

               Wovn Technologies 株式会社 取締役副社長 COO 上森 久之    

               大手監査法人にて米国物流企業や欧州小売メーカーの会計監査を担当。 

               その後、大手コンサルティングファームにて新規事業/オープンイノベーションのコンサルティング、 

               M&A 関連業務、海外企業の日本ローカライズ支援などに従事。また米スタートアップ企業で 

                    日本代表を務め、日本・アジアでのサービス展開・ブランディングを実施。 
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                    Wovn Technologies では、300 社以上のクライアントの WEB 多言語化を支援。 

                    著書「Multilingual Experience 外国人戦略のための WEB 多言語化」（日経 BP） 

 

 
Wovn Technologies 株式会社 

Wovn Technologies 社は、「世界中の人が、すべてのデータに、母国語でアクセスできるようにする」をミッションに、海

外戦略・在留外国人対応を成功に導く多言語化ソリューション「WOVN.io」および「WOVN.app」を開発・運営する

テクノロジー企業。 現在社員の 4 割が外国人メンバーで、23 の異なる国・地域から集まった約 130 名のメンバーを抱

える 。同社が提供する「WOVN.io」は、Web サイトを最大 43 言語・76 のロケール（言語と地域の組み合わせ）に

多言語化し、海外戦略・在留外国人対応を成功に導く多言語化ソリューション。大手企業をはじめ 18,000 サイト以

上の導入実績を誇る。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運

用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現することができる注目のサービス。 

 

           世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田祐希 

                日本の魅力を世界へ伝えるというミッションの元、14 年以上にわたり多国籍メンバーと共に 

                越境EC、海外BtoBマーケティングに取り組む。越境EC企業の年商を34億→500億、 

                14.7倍の成長へ導くなど数多くの実績を残す。JETRO（日本貿易振興機構）にて海外 

                販路拡大を目指する製造業向けの海外 WEB マーケティングの講師。LA のコスメスタート 

                アップ企業 Cosme Hunt にて執行役員を務める。 海外 WEB マーケティング情報を 

                YouTube でも発信中。Shopify マーケティングエキスパート。 

 

 

世界へボカン株式会社 

越境 EC、海外向けの BtoB マーケティングに特化した WEB マーケティングソリューションを提供。 

「日本の魅力を世界へ伝える」というミッションの元、日本人、アメリカ人、フランス人、中国人といった多国籍のメンバーと

共に日本企業の海外進出を支援。過去に行った日本国内の越境 EC サイト支援では、30 億だった売上を 600 億

円以上に伸ばすなど実績多数。 

 

           株式会社ジグザグ マーケティング・コミュニケーション管掌取締役 鈴木 賢 

                 2002 年株式会社オプトに入社し、営業・メディア・SEM など、Web マーケティングに関わ 

                る部署のマネージメントを担う。2011 年以降は新規事業の執行役員として、複数の Web 

                     サービス開発に従事。2017 年より株式会社 Candee に入社、上席執行役員としてライブ 

                     コマース及び D2C ブランド事業領域を担当。2020 年 1 月から、株式会社ジグザグで 

                     WorldShopping BIZ のセールスとマーケティングを管掌。 

  
株式会社ジグザグ 

2015 年創業。国をまたいで自由にモノが買えないという実体験から、購入者と販売者双方を支援する越境 EC 支援

サービスを開発。 "世界中の「欲しい」に応える。世界中に「想い」も届ける。" をコンセプトに国内 EC サイトが最短 1

日で 125 ヶ国対応可能になる『WorldShopping BIZ』を 2017 年にリリース。その利便性の高さから国内 1,200

サイト超に導入されている。 
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～第 2 部～ 

                 株式会社 Oltas 代表 白田雄介 

                 繊維製品（テキスタイル）の企画・生産のメーカーに 18 年在籍し、様々な 

                 アパレルメーカーやコレクションブランドなどの要望を聞きながらそれぞれの客先に向けて 

                 素材を提供。2019 年に独立。高級素材に特化したブランド“OLTAS”をスタート。 

                 デビュー商品の“ピュアカシミヤネックウォーマー”が応援購入サイト Makuake にて 

                 1400 万円以上の応援購入を集める。その後も数々の独自商品を発売し、 

                 ヒット作を生み出し続けている。 

                 株式会社 Oltas（岐阜県羽島市） 

                      「あなたの日常生活に、ほんの少しの幸せや感動をもたらす瞬間を届ける」をビジョンに掲げ 

                 個人事業として 2019 年創業。2021 年法人化。繊維製品の製造販売を手掛け、 

                オリジナルブランドである、高級素材に特化した“OLTAS”、北欧家具向けの椅子張り生地 

                “OLTASupholstery、日本発のアウトドアサウナブランド“NOPPAsauna”の製造販売 

                などを手掛ける。2021 年 6 月メ～テレ ドデスカ！ドようびデスのコーナー“逸品ハンター” 

                にて尾州毛織物工場と提携して誕生した「シルクボディミトン」を紹介。 

 

           株式会社マクアケ キュレーター本部 名古屋拠点 責任者 武田康平 

           新卒でサイバーエージェント広告事業本部に入社し、大手メーカーや EC 事業会社の            

           アカウントプランナーに従事。 

           祖父母がアパレルの町工場を経営していたこともあり、2019 年にマクアケ入社後は、 

           主にプロダクト系のプロジェクトを担当し、同年社員総会の最優秀新人賞を受賞。 

           2020 年 8 月より名古屋拠点の責任者として、主に東海地域の商品プロデュース、 

           プロモーションに関わり、2021 年社員総会の MVP を受賞。 

 

                 アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」  

「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲

げる、アタラシイものや体験の応援購入サービス。全国 100 社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が

活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援している。また、プ

ラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の

開発に注力中。 

 

                上海日欣文化伝媒有限公司 海外事業部部長/ベストニホン東京株式会社 

                代表取締役 立川幹規 

                中国ビジネス歴 16 年。日系広告会社の中国駐在経験を経て 2013 年より現職。 

                中国現地企業の立場から、日本商品のさまざまな市場導入ケースに参画。 

                上海日欣文化は、中国都市部の日本ファン・アクティブシニア・育児家庭をそれぞれ 

                独自のコミュニティーとして囲い込み、情報番組・SNS・イベント・EC など 

                各属性別ニーズに応えるサービス事業を運営。 

 

上海日欣文化伝媒有限公司(しゃんはい にちきんぶんか でんばい ゆうげんこうし)        

2005 年 1 月設立 総経理 呂辰曄(ろ しんよ)上海に本社を置く情報メディア事業社。

主に中国都市部の日本ファン・アクティブシニア・育児女性・グルメファンをターゲットとしたテレビ番組をレギュラーで制作

しており、それぞれの視聴者を独自で運営するファンコミュニティーとして囲い込み、テレビ番組・SNS・イベント・EC 通販

など、各ターゲット別ニーズに応えるサービス事業を運営。 
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＜総合司会＞ 

 

            フリーアナウンサー 大塚奈央子 

            早稲田大学卒、元メ～テレアナウンサー。2008 年福井テレビ(フジ系)にアナウンサーとして入社。  

            その後テレビ大阪に移り、夕方の経済報道ニュースのメインキャスターを 3 年間務める。 

            2014 年から、メ～テレに移り、朝の情報番組｢ドデスカ!｣や夕方のニュース番組｢UP!｣の 

            中継･リポーターを担当。経済フォーラムなどビジネス系イベントの司会経験多数。 

            関西・東海圏の財界トップへの取材から、ハッカソンイベントの総合司会まで「地方」の経済を 

            深く取材し交流してきたキャリアを持つ。 

＜プログラム＞※内容は変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特別協賛＞                           ＜協賛＞ 

 
Wovn Technologies 株式会社                株式会社マクアケ 
https://wovn.io/ja/                 https://www.makuake.com/ 
 

■「ものづくり王国から世界へ発信！『逸品ハンター』」コーナー概要 

放送スケジュール：上記「ドデスカ！ドようびデス。」内にて基本的に毎月１回放送 

コーナーサイト：https://www.nagoyatv.com/dode/saturday/ippinhunter/ 

FaceBook 公開グループ：https://www.facebook.com/groups/927272881446602 

 

■名古屋テレビ放送株式会社 会社概要 URL：https://www.nagoyatv.com/ 

本社所在地：〒460-8311 愛知県名古屋市中区橘 2 丁目 10 番 1 号 

設立：1961 年 9 月  代表者：代表取締役社長  狩野 隆也  事業内容：テレビ放送事業 
  

 
 

■１８：３０～１９：１５ 

第 1 部 

「越境 EC なんてまだ早い」と思っている人にこそ知ってほし

い！「これならできる！越境 EC を叶える３種の神器」 

（パネルディスカッション） 
 
 

■１９：１５～１９：３０ 

＜協賛社からのお知らせ＞ 

「外国語ページを作りたいけどお金がかかる・・・」 「複数言

語に対応するだけのリソースが無い・・・」そんなお悩みを解

決する「WOVN.io」のご紹介 

 

■１９：３０～２０：１５ 

第 2 部 

メ～テレ地元応援コンテンツ『逸品ハンター』とコラボ！ 

番組発！地元企業が挑んだ中国テストマーケティングの全

貌を初公開！！ 
 

■２０：１５～２０：３０ 

質疑応答＆メ～テレからのお知らせ 
  

主催 メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社） 

 

 

https://wovn.io/ja/
https://www.makuake.com/
https://www.nagoyatv.com/dode/saturday/ippinhunter/
https://www.facebook.com/groups/927272881446602
https://www.nagoyatv.com/

