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LIMAは、グローバルライセンシング産業のリーダー的団体 
LIMA is the leading trade organization for the global licensing industry. 

 
 

LIMAのミッションは、世界のライセンシングビジネスを育成し、成長さ
せることであり、ライセンシング関連事業者の専門スキルを引き上げ、ビ
ジネス業界全体にライセンシングのメリットの認識を高めること。 

LIMA’s mission is to foster the growth and expansion of licensing around the world, raise the level of 
professionalism for licensing practitioners, and create greater awareness of the benefits of licensing to the 

business community at large.  

LIMA "
Introduc;on"to"LIMA

1985年設立 
	



 
フルタイムオフィス 

Full-time offices:  
ニューヨーク（本部）、ロンドン、ミュンヘン、東京、香港、メルボルン 

New York (HQ), London, Munich, Tokyo, Hong Kong, and Melbourne  

 
代理人オフィス 

Representatives offices: 
インド、イタリア、韓国、スペイン、トルコ、中東 

India, Italy, Korea, Spain,Turkey and the Middle East. 
 

LIMA
WHERE"IN"THE"WORLD"IS"LIMA?"



TRADE"SHOW"SUPPORT"

 
 

LIMAは、世界の重要なライセンシングトレードショーの 
独占スポンサー 

LIMA is the exclusive sponsor of the world’s most important licensing trade shows: 
 

ライセンシングエキスポ（ラスベガス/アメリカ） 
ブランドライセンシングヨーロッパ（ロンドン/イギリス） 
ライセンシングエキスポ・ジャパン（東京/日本） 
ライセンシングエキスポ・チャイナ（上海/中国） 
上海ライセンシングショー（上海/中国） 
香港ライセンシングショー（香港） 

デイ・オブ・ライセンス（コローニュ/ドイツ） 
ライセンシングマーケット（ミュンヘン/ドイツ） 

Licensing Expo (Las Vegas, USA) / Brand Licensing Europe (London, UK) 
Licensing Expo Japan (Tokyo, Japan) ,Licensing Expo China(Shanghai, China),  

Shanghai Licensing Show / Hong Kong Licensing Show 
Day of License (Cologne, Germany) / Licensing Market (Munich, Germany) 



"
TRADE"SHOW"SUPPORT"

商談会 コンファレ
ンス セミナー ネットワー

キング 



"
NETWORKING"

 
LIMAは、ネットワーキングのチャンスを作る 

世界有数の組織 
LIMA is the world’s leading organizer of networking opportunities: 

 

アメリカ、ヨーロッパ、アジアにおいて、フェイス・
トゥ・フェイスのイベントを年間20以上開催 

Over 20 events each year in the U.S., Europe, Asia and China for face-to-face interaction. 



"
"CONFERNCE"

LIMAが主催するカンファレンスイベン
ト。３日に渡り、各テーマごとにスピー
カーが講演し、ディスカッションを重ね
ることで、交流し成功事例を共有するカ
ンファレンスイベント。世界中から業界
のキーパーソンが一同に集います。 



"
EDUCATION"

 

LIMA  
LIMA is the world’s leading provider of  licensing education: 

 

ライセンシングユニバーシティ： 
毎年Licensing Expoにおいて、ライセンシングプロフェッショナルに対し、総括的な教
育プログラムによって、すぐ使える洞察と最新の戦略を提供する 
Licensing University: This comprehensive educational program at Licensing Expo offers actionable insight and innovative strategies to 
licensing professionals. 
 

コースワークインライセンシングスタディ 
ライセンスのあらゆる角度の視点から設計された、綿密な年間教育プログラム 
Coursework in Licensing Studies:  LIMA’s year-long, in-depth educational program designed for professionals seeking a 360 degree 
view of licensing 
 

グローバルウエビナー  
世界中のライセンシングのプロがアクセスできる、年間を通じて開催されるオンラインセッション 
Global Webinars:  online sessions throughout the year, accessible to licensing professionals in all corners of the world 
 

LIMA UCLA LIU
	 LIMA also hosts in-person seminars throughout the year in all leading world markets, and is involved 

in developing licensing curriculum at leading universities, including UCLA and LIU 



"
INFORMATION"

 

ニュースやソーシャルメディアに向けて調査や研究を
行い、ライセンスのプロに向けて様々なツールや調査結
果を提供。 
LIMA provides an array of tools and research to licensing professionals, 
 from surveys and studies to news publications and social media: 

!  グローバルスタディGlobal Survey ‒  
主要な国と地域を網羅した世界のライセンスビジネス調査レポート 
LIMA has commissioned a new survey designed to calculate the size of the worldwide 
trademark licensing business and within a wide range of key countries and regions.  

!  キッズグローバルスタディKidz Global Study ‒  
世界31ヶ国での様々なカテゴリーを対象に、子供の好きなブランド
やキャラクターの詳細な調査報告書シリーズ 
series of consumer survey reports detailing kids  favorite brands and characters across 
a variety of categories in 31 nations around the world. 



INFORMATION"

 

LIMA本部ウエブサイト 
LIMA Website 

LIMAは、世界のライセンシング
情報の大きな供給源。 
LIMA is the world’s leading provider of licensing information.   
 
LIMAのウエブサイト
www.licensing.orgは、毎日更新され
る最新のニュース、LIMENETライブ
フィードや、ブログ、会員プレスリ
リース、仕事探し掲示板、イベント
カレンダー、その他の情報をオンラ
インで発信しています。 
The LIMA website  www.licensing.org is licensing’s definitive 
online resource – updated daily with the latest news, LIMANET 
Live Feed, blog posts, member press releases, jobs board, events 
calendar and more! 
 



"
INFORMATION"

「インサイド･ライセンシング」は、最新の世
界のライセンシングニュースをお届けします。 
Inside Licensing brings you everything you need to know about what 
is happening NOW around our global industry. 
 
月に２回、デジタルライセンシングニュース
レターが配信されます。内容は、最新のライ
センス取引情報や、トレンド情報、ライセン
スの綿密な分析レポートなど。 
This twice monthly digital licensing newsletter covers industry 
news, the latest deals, trend information, in-depth analysis and 
more. 
 

このニュースレターは、業界の出来事の背景
の説明と、LIMAのグローバルリサーチからの
、データを提供。 
Each newsletter gives context to industry developments and also 
features data points derived from LIMA’s global research projects.  



"
INFORMATION"

LIMANET（リマネット） 
LIMANET 
 

LIMANETは、ライセンシング業界のインタラクティ
ブで、グローバルな名簿です。業界のキーライセン
サーのコンタクトを網羅。LIMANETライブフィード
では、会員の情報がリアルタイムで更新され、会員だ
けに情報をお知らせします。LIMANETアプリは、
iTunesでダウンロードできます。 
LIMANET is licensing’s interactive, global directory, featuring key licensing contacts  
across the industry, LIMANET Live Feed  with members updates in real time, and  
exclusive promotion capabilities. LIMANET  is now available in iTunes for mobile 
users.   



"
INFORMATION"

ソーシャルメディア 
Social Media 
 
投稿、写真、最新情報！ 
LIMAは業界と、ツイッター、facebook、LinkedIn、
グーグル＋、YouTube、インスタグラムなどのソー
シャルメディアを通じて発信。 
Posts, pictures, insight!  LIMA is engaged with the industry through social 
media outreach on Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube and 
Instagram. 



"
INFORMATION"

 

Eメールマーケティング 
Email Marketing 

 

!  週間eニュースレター 
LIMAの活動に関する最新情報 

Weekly eNewsletters:  all the latest going on at LIMA 
 

!  ボトムライン 
LIMAと業界のニュース 
Monthly BottomLine newsletter:  a look at LIMA and industry programming  

 

!  LIMAニュースリンクス 
ライセンシング、マーケット、リテイルにつ
いて、グローバルなニュースサイトからの最新
情報の見出し集（週２回） 

Twice-weekly NewsLinks:  a collection of headlines about 
from global publications on the latest in licensing, marketing, and 
retail 



LIMA "
LIMA"LICENSING"AWARD"

 

 
 
 

 

LIMAライセンシングアワードは、国際的にも優れた創造性とパフォーマ
ンスを業界に認められたもっとも権威のある賞。毎年、世界中のライセン
ス業界から際だった業績と評判を挙げた人やプロパティ、プログラムなど
を対象に、各部門の賞が贈られ、年間最優秀賞が選ばれます。 
The LIMA Licensing Awards are the industry’s most prestigious recognition of outstanding global creativity and 
performance. Each year the very best of all major segments of licensing are honored for their testimony to the professional 
and dynamic accomplishments of our industry around the world. 



"



LIMA "
LIMA"JAPAN"

"

!  日本におけるライセンシング業界の発信元 
The"authorita;ve"voice"of"the"Licensing"Industry"in"Japan"

!  教育とネットワーキングプログラムの主催 
Organizer"of"ongoing"educa;onal"and"networking"programs"

!  Licensing Expo Japan LIMA関係イベント主催 
Organizer"for"The"related"events"of"Licensing"Expo"Japan"Show"

!  ライセンシングエキスポ（ラスベガス）での、ジャパンパビ
リオンの事務局 

Official"Organizer"of"the"Japan"Pavilion"at"Licensing"Expo"in"Las"Vegas"
"
"
"
"

"
"

"info@licensing.or.jp "
General"Manager"Kaori"Taniguchi"

LIMAジャパンウエブサイトでは、
最新情報を発信しています。 
http://www.licensing.or.jp 

LIMAジャパンの会員様向けに
LIMAジャパンニュースを配信し、
最新のLIMAのサービスをご案内
しています。 



LIMAジャパン　主な事業の紹介 

!  ワーキング・グループ活動 
リテールマーケティング・ワーキング・グループ 

東京理科大学専門職大学院イノベーション研究科知的財産戦略専攻(MIP)の協力の元、ライセンシングビジネスのための市場
動向をつかむため、年に4回開催。株式会社 葉佐商品研究所によるテーマ設定、講演、ゲストスピーカー招聘等。 

フォーラム（講演） フォーラム（パネルディスカッション） 勉強会（講演） 勉強会（ミニ交流会） 

!  委員会活動 
グローバルライセンシング委員会 

グローバルライセンシングビジネスの情報共有を主な目的とし、隔月程度に例会を開催、年に数回、講演会や勉強会などの活
動を会員主導で行っています。 

資料 ゲストスピーカー（講演） 講演 リサーチ発表 



LIMAジャパン　主な事業の紹介 
!  セミナー 
LIMAジャパンは、ライセンシングビジネス関連従事者の皆様のスキルアップを目指し、年間
約40コマのセミナーを国内で主催または、外部主催者へ提供や後援を行っています。 

様々な形*でセミナーを行っています。LIMAジャパンが主催するものは、
会員は無料で参加できます。その他のセミナーは、特別価格でのご提供
を行う場合もございます。 
 
*(A)事務局が企画し主催する、(B)主催者にセミナー企画と講師を販売する、(C)主催者にライセ
ンシングビジネスのテーマで講師を派遣する、(D)後援のみ、(E)専門職大学院への協力 

•  知的財産関連法 
•  および周辺法 
•  契約 
•  経理・財務等 

•  セールス 
•  マネジメント 
•  プランニング 
•  クリエイティブ 
•  マーケティング 
•  その他 

•  ケーススタディ 
•  業界動向 
•  市場動向 
•  関連データ 

戦略 

法律・ 
契約 

プロパ
ティ 

マネジ
メント 

"エデュケーショナルプログラム（基礎） 

エデュケーショナルプログラム（専門） 

講師派遣 

パネリスト派遣 

その他ライセンスに関係する展示会等のイベントには、
セミナー開催および、協力等を行っています。 

LIMAジャパンエデュケーショナルプログラム 
（基礎）（専門） 

この他、LIMAが主催するWebinar（オンライン
セミナー）を無料で受講、またLIMAの主催する
ライセンスの認定試験「CLS」を特別価格で受講
できます。 



サービス 
!  ラウンドテーブル 
ライセンシング業界の同じ立場の方を対象にしたラウンドテーブルを行っています。 

ラウンドテーブル（女性限定） ラウンドテーブル（アプルーバル担当者限定） 

!  ライセンス相談会 
ライセンシングに関連した内容の
個別相談にも応じています。 

!  知的財産（弁護士、弁理士） 
!  ライセンスビジネス関連トラブル（弁護士） 
!  海外展示会出展（コンサルタント） 
!  スタートアップ（コンサルタント） 

!  勉強会 
会員有志による勉強会に協力して
います。 
知的財産関連資格試験の勉強会。 

!  関係省庁からのライセンス関連情報提供 
関係省庁の組織、団体等が行うセ
ミナー、ビジネスマッチングイベ
ント、助成金、公募等の情報を随
時会員に共有しています。 

このほか、初めての海外展示会
出張前ラウンドテーブル、ブラ
ンドライセンス担当者その他。 



LIMAジャパン　主な事業の紹介 

!  コンサルティング事業 
主に、ライセンシング事業のスタートアップ企業に対して、ラ
イセンシングビジネスのアドバイス、必要書類の設定等の業務
をご提供します。（会員は無料、業務の内容とボリュームに
よっては、有料で最適なコンサルタントを派遣します。） 

!  ジャパン・パビリオンの運営 
Licensing Expo（ラスベガス）におきまして、ジャパ
ン・パビリオンを設置し、事務局を担当しました。出展
者募集活動から、J-LOP（ジャパン・コンテンツ　ロー
カライズ＆プロモーション支援助成金）の申請と精算、
ブース設営のコーディネイトを行いました。（2014年、
2015年実績） 
 

!  バイイング・ミッションの組成 
香港貿易発展局が実施する、香港国際ライセンシング
ショーへの、VIPバイヤーおよびバイヤーの募集とミッ
ション団の募集活動とアテンドを行っています。（毎年
1月） 

!  海外展示会レポート 
海外で開催される主要なライセンス関連展示会の報告会を主催し
ています。海外の最新のライセンシングのトレンド、市場動向等
報告会は、出張開催もいたしますのでお問い合わせください。 
（会員企業無料、一般企業 ご相談） 

!  ライセンシングに特化した研修、講師派遣 
企業または団体様向けに、 
「ライセンスビジネスの意義や
目的を社内に浸透させたい」、
「社員だけで受講して、チーム
ワークを高めたり、課題を共有
いたい」といった個別のご要望
にお応えするため出張研修、講
師派遣を行っています。 



LIMAジャパン　主な事業の紹介 
!  ネットワーキングパーティ / 懇親会 

会員限定の懇親会 セミナー後の交流会 ネットワーキングパーティ 

ネットワーキングパーティ ネットワーキングパーティ Drop-In パーティ 

ネットワーキングパーティは、小規模な交流会を含めて日本国内で年に10回程度行っています。 
例年3月の会員総会後に開催するLIMA会員限定懇親会、コンテンツ関連業界団体の協力を得て規模を拡
大して行うサマーネットワーキングパーティ、各種セミナー終了後の講師と受講生の交流会など。様々な
角度から多様な参加者にネットワーキングの機会をご提供しています。 



LIMAジャパン　 

団 体 名 一般社団法人日本ライセンシング・ビジネス協会（通称：LIMAジャパン） 

所 在 地 東京都千代田区有楽町1-6-3 日比谷頴川ビル8F 

設 立 2011年11月7日一般社団社団法人設立（2002年 LIMA日本支部発足 任意団体） 

理 事 長 デイビド•バクリ（コピーライツアジア株式会社） 
副理事長 上野  隆紀　　　（ローラアシュレイ ジャパン株式会社） 

理 事 
大野篤志　　　  （株式会社株式会社コスモマーチャンダイズィング） 
竹内由佳利  　　（株式会社セガホールディングス） 
内藤　出　　　  （株式会社手塚プロダクション） 
谷口  香織   　　（LIMAジャパン） 

監 事 室谷光一郎　（弁護士　室谷総合法律事務所） 
事 務 局 ゼネラルマネージャー　谷口香織 

● 目的 / 事業 
1.  ライセンシング関連事業者の利益の確保 
2.  ライセンス商品等の国内外における流通・利用の活性化 
ライセンシング関連事業者に対して 
①  国内外のライセンシング・ビジネスに関する情報の提供、ビジネスチャンスの提供及び指導・援助 
②  海外進出に関する指導・援助 
③  事業者間相互の交流及び情報交換の機会の提供 

ライセンシングビジネスに関して 
①  トレードショーの主催、後援、協賛または協力 
②  国内外の関連業界団体との連絡及び情報交換 
③  著作権、商標権、意匠権、パブリシティ権等の権利侵害行為に関する調査・研究及びそれら権利

侵害行為の予防・排除 
④  調査・研究 
⑤  啓発・啓蒙 
⑥  知識及び技術の向上を目的とした研修・セミナー等の開催運営 
⑦  専門的知識を持った人材の育成 
⑧  官公庁及びその関連団体等が実施する事業への参加・協力 
⑨  その他、ライセンシングビジネスに関連する一切の事業  

●組織概要 



ご入会について　 

● 入会手続き 
本協会の目的に賛同してくださる個人・企業の方は、企業・団体・個人を問わず、どなたでも入会できます。会員代表者（社員総会に出席し、
議決権を行使する方）と、担当者（通常連絡窓口となる方。会員代表者と兼任可）を決めていただき、会員規則をご一読の上、会員入会申込書
（日本語）と、　LIMA Japan Membership Application （英語）の両方を事務局に送付してください。 
会員規則、必要書類はLIMAジャパンウエブサイトよりダウンロードできます。 

● 入会費・年会費 
入会金は無料。年会費は、ロイヤリティ規模に応じて
段階的に設定されています。会員有効期間は、ご入金
日から１年間となります。 

● 入会申込み・問合せ 
LIMAジャパン事務局　  
ゼネラルマネージャー：谷口香織 
Tel: 03-3591-2793  
Email: info@licensing.or.jp  
Website: http://www.licensing.or.jp 

会員区別 年間売上（ロイヤリティ） 年会費 
A会員 5億円以上 345,000円 
B会員 1億円以上5億円未満 195,000円 
C会員 5千万円以上1億円未満 150,000円 
R会員 5千万円未満 97,500円 
S会員 発生しない（サポート企業） 97,500円 

【1】インタビュー 
LIMAジャパン事務局まで、面談をお申込みください。お電話または
対面にて必要事項をお伺いいたします。 
 
【2】入会申込書のご提出 
下記の入会申込書（LIMAジャパン入会申込書･LIMA-membership-
applicationの両方）にご記入の上、pdfでEmailまたは、郵送で事務
局までご提出ください。 
LIMAジャパン入会申込書（日本語） 
LIMA-membership-application （英語） 
 
【3】請求書郵送 
入会申込書が事務局に届きましたら、初年度の年会費の請求書を発行
させていただきます。ご入金日が、会員資格開始日となります。 
 
【4】ログインIDとパスワードの発行 
ご入金が確認できましたら、LIMA国際本部ウエブサイトのメンバー
専用ウエブサイトのアクセスIDとパスワードを発行いたします。 
本部から発行されるアカウントとパスワードは、担当者の方用に一つ
です。担当者の方は、必要な方の分を追加および修正することができ、
IDの発行数に制限はございません。 
 
【5】会員規約 
ご入会前に、日本ライセンシング協会会員規則をご一読ください。 

LIMAジャパンは、LIMA（International Licensing Industry Merchandisers’ Association）国際ライセンシング
産業マーチャンダイザーズ協会の日本支部として発足し、現在、支部としての役割を持ちながら、日本の一般社団
法人として独立し、自主組織として運営しています。そのため、LIMAジャパンの会員は、LIMAの会員資格も保証
されており、世界中でLIMA会員としてサービスを受けたり活動をすることができます。 


