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知識やノウハウの習得から
拠点設置までをトータルで支援！

海外での販売実績が有り、現地に販売拠点を設置したい。

生産拠点を設置し、生産コストを抑えたい

現地代理店の管理等のために駐在員事務所を開設したい

実行計画の策定、課題ごとの外部専門家活用、現地出張の同行等で拠点開設
の実行支援をいたします。

海外戦略策定セミナー

海外戦略策定と現地検証ハンズオン支援（１年目）

海外拠点設置等実行支援（２年目）

海外進出の方法、全体の流れ、進出を行うメリットや留意点等を解説いたし
ます。

全６回の連続講座を通じて、戦略策定に必要なノウハウや拠点設置に関する
実務知識を講義し、実際に戦略を策定いただきます。

海外拠点戦略ナビゲータ（海外事業に精通した専門家）が戦略策定から現地
調査、調査結果のレビューをトータルで支援します。

都内中小企業の皆さまが十分な情報収集と適切な分析・判断に基づいて拠点設置が
できるように、セミナーや講座、専門家による個別支援を通じてサポートします。
皆さまの海外ビジネス拡大を後押しします。
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海外拠点の移設や追加を行いたい



○ タイでも日本と同じ高品質の物流・包装サービスを
緩衝包装設計技術を得意とする当社の事業は大きく3つに分かれていま
す。主業は通信機器・医療機器・コンピュータなどの精密機器メーカーを顧客と
して、物流・包装で起きる様々な問題を解決する包装事業。他に企業の物流
周辺業務の一部を当社が担うBPO事業、石油由来原料の使用割合を減らし
た緩衝包装製品を自社開発するエコマテリアル事業を展開しています。
海外進出の面では、2002年に日本とほぼ同じ設計・生産・営業の機能を
揃えた子会社をタイに設立。当時、顧客の多くがタイに生産拠点を設けたた
め、現地で日本国内と同等のサービスを提供しようと考えたからです。現在、
タイに進出し約20年が経ちましたが、タイのマーケットでの我々のシェアはま
だわずかです。さらにサービスを向上しビジネスの拡大を図るため、「タイ国内
の成長著しいラヨーン県に第2拠点を作ろう」と思い立ち、公社の支援を受
けることにしました。

○ ワンストップで受けられた貴重な多角的支援
まずは『海外戦略策定講座』を受講し、準備や心構え・リスクマネジメントなど
を勉強。支援が決まった後は、ナビゲータやコンサルタントの方に環境分析や
採算確保など戦略策定で不足していた点を指摘していただきました。担当ナビ
ゲータはご自身も現地法人の立ち上げ経験がある方で、そのアドバイスは説
得力がある貴重なもの。聞きづらいことも遠慮なくうかがうことができました。
2020年には担当ナビゲータとともに現地を視察し、タイ工業団地公団本
部やラヨーン県工業団地を訪問。自分ではアポイントを取ることが難しい相
手でも、公社が全て手配してくれました。公社のタイ事務所からは現地子会
社に対しての販売支援やマーケティング、タイにおける環境問題の調査など
をワンストップで受けることができ、非常にありがたかったです。また公社紹介
により国際協力銀行からタイ子会社への融資も実現しましたが、これも支援
を受けなければ知る機会はありませんでした。

○ 公社の様々なサポートを今後のチャンスに活かす
現時点ではコロナ禍で先が見通せないと判断したため第2拠点開設は一
旦中止し、現地子会社の敷地内に物流倉庫を作ることとしました。それをフ
ル稼働し収益を上げ、将来的に第2拠点を設けていこうと考えています。
自動車産業が強いタイでも近年は精密機器メーカーが伸びており、今後さ
らに日本の高い緩衝包装設計技術が求められることや、環境問題に対して
も日本で培ってきた我々の技術が役立つと考えています。コロナ禍をきっか
けに多くのメーカーがサプライチェーンの見直しを行っており、東南アジアに
第2の生産拠点を作る動きも活発です。我々にとって、事業を成長させるチャ
ンスは十分あるので、公社から受けた様々なサポートは、今後の展開に活か
していきます。

株式会社生出

THAILAND

海外展開支援事例

東京都西多摩郡瑞穂町
大字箱根ヶ崎1188
代表取締役　生出　 治
1958年1月
1,000万円
国内 58名／タイ 150名
https://www.oizuru.co.jp/
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タイ第2拠点の開設から
現地子会社での物流倉庫新設へ
戦略を見直し
将来のビジネス拡大を図る

現地拠点外観

現地拠点の工場の全景

効率的な製造ライン

現地事務所での朝礼風景



メディカル給食のニーズに応える
新たな産地探しが実を結び
高品質な商品の安定製造と
カントリーリスクの分散を実現

○ 1国依存からの脱却に向けて産地開拓の努力を重ねる
2003年に創業した当社は、医療施設・福祉施設などのメディカル給食に
特化した冷凍蒸野菜を主力商品とするメーカーです。材料となる野菜は海外
で厳しい管理のもと栽培から収穫まで行った後、顧客から求められる6サイズ
へのカット～蒸し～急速冷凍の加工を経て輸入しお客様にお届けしています。
現在は海外7カ国12のOEM工場と国内4工場で生産を行っていますが、
当社のサプライチェーンの中で最も比率が高いのは中国です。中国は気候
が日本に近く、多品種小ロットの栽培・生産が可能で、日本のニーズに合わ
せた冷凍野菜製造の長い歴史があります。世界中探しても、このような国は
他にありません。しかし当社は1国依存から脱却するため長年努力を重ね、イ
ンドネシアの熱帯高原に可能性を見出しました。ちょうどそのタイミングで公
社の支援事業を知り、協力していただくことにしたのです。

○ コロナ禍のアクシデントも乗り越えて着実に進行
当初はインドネシアでの合弁会社設立を想定し、公社には現地の日本向け
サプライチェーンの調査をお願いしたり、インドネシア語のカタログを作成してい
ただいたりしていました。2020年3月に現地調査に赴く際には、事前に生産
委託先や種子の仕入先候補にアポイントを取ってもらったのですが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で現地に到着したその日に7社中6社から面談を
キャンセルされてしまいました。そこで急遽、公社に加工機器のサプライヤーを
中心に面談をセッティングし直してもらい、無事に訪問することができました。帰
国後は公社の専門家派遣を活用し、ジャカルタに駐在歴がありインドネシアの
税務・会計に精通している公認会計士にアドバイスをいただきました。

○ 産地分散の課題をクリアして1つのステップを昇った
今回は数種類の進出形態が考えられましたが、インドネシアの国情なども
鑑み様々な角度から精査した結果すでに生産委託していた北スマトラ島の
工場に投資し当社専用の生産ラインを設置することとしました。現地には当
社の社員3名を派遣する予定で、種子の選定・栽培管理から製造に至るま
で当社のノウハウ・技術を駆使し、お客様が納得する品質の商品を製造する
予定です。
当社のように成長段階にある会社は、公社の支援を有効に活用すること
で課題をクリアすることが可能なのではないでしょうか。当社も公社に非常に
熱心に協力していただいた結果として長年の懸案だった「カントリーリスクの
分散」という課題をクリアし、1つステップを昇ることができました。海外進出
の判断はあくまで自己責任。公社に応援してもらいつつ、経営者が独立・勤
勉の精神と熱意をもってしっかり判断することが重要です。経営者の強い気
持ちがあれば、どのような形であれきっと道は開けます。

INDONESIA

海外展開支援事例

株式会社勝美ジャパン
東京都中央区東日本橋2-16-7
ANNI東日本橋ビル7Ｆ
代表取締役　山﨑 裕康
2003年12月
8,200万円
26名
https://www.katsumijapan.com/ 
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現地で訪問した加工機械サプライヤー

現地出張時の写真 左から2番目が山﨑会長

インドネシア トバ高原の人参畑

主力製品の冷凍蒸野菜



“足で稼いだ”信頼に足る情報を
判断の拠り所として
一旦は海外進出を見送り
将来へ向けての構想を練る

○ 国内シェアの半数を押さえ、新たな市場に挑戦
工場や駅舎の屋根でよく見られる波型の金属折板屋根構成部品、当社は
その設計・製造・販売に特化した専業メーカーです。近年では太陽光発電器
具の取付金具がもう1つの大きな柱として成長。その他にも常に新たな分野
に積極的に挑戦しており、“創造と挑戦の会社”である、と自負しています。
金属製折板屋根は、日本でのシェアの約半数を当社が占めており、国内市
場は頭打ち。2017年から新たな市場としてベトナムに注目していました。ベト
ナムはビジネスパートナーとして信頼できる相手であり、平均年齢が若く市場
に将来性がある。日本人に近しい国民性もあり、人材登用の面も考えられる。
そこで公社に相談や調査依頼を行っていたのですが、「海外戦略策定講座に
参加しては？」と声をかけていただき、支援を受けることになりました。

○ 自社にはない、公社の多様なコネクションを活用できる
最初の1年間はコンサルタントの方にも入っていただき戦略を策定。次第
にベトナムを製造拠点、委託先として考えるようになりました。2020年には
公社と一緒にハノイを訪れ委託先候補等8社を視察。公社が事前に訪問
先へのアポイント、通訳や車両の手配をしてくれ、土地勘のない場所でも安
心でした。機械の精度・能力、金型などは実際に現物を見ないとわからない
ため、現地に行けたことは非常に良かったと思います。また、現地視察の結
果、新たな課題が明確になったため、帰国後も公社に引き続き委託先等の
調査を依頼しましたが、自社で海外とのコネクションがなくても、公社のコネ
クションを活用して新たなネットワークを構築できるということは大変魅力的
なことです。

○ 現時点で「ストップ」の判断ができたことは大きな収穫
今回は製造拠点としては価格面でメリットを見出せず、マーケットに関して
は折板屋根がドメスティックな商品でありニーズが見込めず…進出は見送る
ことになりました。足で稼いできた情報というのは信頼に値するもの、それらを
集め俯瞰した結果「現状ではランニングコストを払うだけになってしまう」と判
断したからです。今「ストップ」の判断ができたのは、我々にとってマイナスで
はなく大きな収穫です。また、海外進出を考える際に、会社として意思決定を
しっかりしておけばスムーズに進むということを実感できたのも、プラスになっ
たと思います。
我々はまだ海外拠点設立を諦めたわけではありません。今回の支援で得
た知識やノウハウは一旦ペンディングにして、まずは優秀なベトナム人材の
採用・育成に注力。将来、彼らが帰国するタイミングで拠点を作って現地で
仕事をしてもらう、という新たな構想もあります。そうなったときには、商品の
ローカライズも可能になるのではないかと期待しています。

海外展開支援事例
株式会社サカタ製作所

新潟県長岡市与板町本与板45
東京都千代田区神田須田町1-28
アクア神田ビル3階［東京支社］
代表取締役　坂田 　匠
1951年9月創業（1973年1月設立）
1,320万円
151名
https://www.sakata-s.co.jp/

所在地

代表者
設　立
資本金
従業員数
URL

VIET NAM

訪問先ベトナム企業にて

当社製品の折板屋根構成部品

訪問先ベトナム企業にて



魅力あるベトナム市場で
事業を発展させるため
子会社を立ち上げ
輸出販売を強化

○ 「子会社化」の提案に感じたメリットと将来性
私は2010年にシーサイドスバルを設立し、ベトナムで加工したノルウェーや
チリ産のサーモンを日本に輸入する業務を開始。そして、日本の質の高い水
産物をベトナムの和食レストランに販売するため、2015年には輸入窓口とな
るSHIZEN FOODという会社を私個人の出資でベトナムに立ち上げました。
それ以来、「ベトナムで事業を発展させたい」という思いはあったものの、ま
だ具体的な展開は考えていませんでした。しかし、「話だけでも聞いてみよう
か」と軽い気持ちで相談した公社の海外拠点設置等戦略サポート事業で、
ナビゲータの方から「SHIZEN FOODをシーサイドスバルの子会社としては
どうか？」という提案をいただいたのです。ベトナムは外食に惜しみなく出費す
る文化があり、日本食材の人気も高い。その市場は非常に魅力的です。一
方で、ベトナム国内で得た利益を日本に送金するのが難しいということもあ
り、子会社化というアイデアには大きなメリットと将来性を感じました。

○ 専門家の助言と現地サポートで準備を進める
まずは本事業の支援で税理士やコンサルタントにも加わっていただき、子
会社化の是非や手順について国内で何度も検討を行いました。2020年2
月にはナビゲータの方とともにハノイ・ホーチミンを4泊5日で訪問し、
SHIZEN FOODの経営状況・人員体制などを客観的な視点で整理。販売
先店舗や新規開拓予定の店舗などを視察しました。10月には1人でベトナ
ムに渡り、長期間滞在しながら必要に応じて税理士やコンサルタントにWeb
で助言を求め準備を進めました。その間、現地の公社サポートデスクにニー
ズのあった鶏肉を扱う工場の調査を依頼し、20社ほどリストアップしてもらっ
た中から選んだ工場と交渉。新たな商材・販路を開拓することもできました。

○ 様々な方から多くを学び、ついに子会社がスタート
今回の子会社化に向けては、様々な方に関わっていただき非常に勉強に
なりました。目標とすべき数字のアドバイスの他、相談することで自分の頭を
整理でき、自分の考えとは違う角度からの専門的な話が聞けました。特に日
本とベトナムの税制や考え方、お金の流れの違いを学べたことなどは、大変
助かりました。例えばベトナムでは売買の際に「レッド・インボイス」を発行しな
いと脱税になるのですが、相手によっては「いらない」と言われることもあり、
知らないと間違ったことをしてしまう。そういったことを、きちんと整理して教え
ていただけました。
現在は全ての準備が整い、子会社化のための申請を提出する段階となり

ました。順調に進めば2022年夏には子会社がスタートします。当面はベトナ
ムの子会社を軌道に乗せることに注力しますが、ゆくゆくは幹部候補となる
人材を育成し、他国へも販路を広げていければと思います。

海外展開支援事例

シーサイドスバル
株式会社

東京都杉並区堀ノ内3丁目3番11号
代表取締役　太田 秀樹
2010年4月2日
500万円
3人

所在地
代表者
設　立
資本金
従業員数

VIET NAM

現地での物流作業風景

右端が太田社長

当社の水産品が並ぶベトナムイオンモールの寿司売場



目指すのは部品の安定供給と
自社製品のさらなる展開。
まずは現地の会社を設立し
完全子会社化を図る

○ 製造拠点を開設し新たなビジネスへ踏み込みたい
工業用流量計の製造・販売を主業とする当社は、フラッパー式流量計の国
内トップメーカーです。過酷な環境下でも丈夫で使い勝手が良い当社製品
は、国内大手鉄鋼メーカーをはじめ、海外の鉄道会社や国内の原子力発電所
などでも使用していただいています。
当社では20年以上前から、この流量計製造に必要な鋳物部品を台湾の
協力メーカーで製造してきました。しかし、台湾の物価上昇などの課題から近年
では調達先をベトナム（ホーチミン）に変更。そして次第に「納期・品質などにつ
いて自分たちでコントロールしたい」「自社製品をベトナムで展開したい」と考え
るようになりました。幸いホーチミン周辺には、成形・塗装など加工会社が揃っ
ており、連携もスムーズです。そこでホーチミンに生産拠点を開設し「新規製品
を構成する大半の部品をベトナムで調達・ベトナムで半製品まで組み立て、日
本で組立、調整、検査を行い販売するビジネス」へ踏みこもうと、公社の支援
を受けることにしました。

○ 現地事情にも明るい税理士の助言が役に立つ
偶然、以前のビジネスで付き合いがあったベトナムの方と再会したことから、

「まずその方に現地で会社を作ってもらい、当社が買い取って子会社とする」
という手段をとることとしました。そして、必要な手順・手続きについて公社か
ら支援を受けました。ベトナムは法律・税制・ビジネスの慣習が日本と異なり、
戸惑うことも少なくありません。ベトナム駐在経験があり、両国の事情に精通
する税理士の方の助言をもらえたことは大変助かりました。
2020年の現地調査では、現地での会社設立から子会社化へのプロセ
ス・課題・リスクヘッジなどについて打ち合わせ、ベトナム側の関係者と意識
合わせを行いました。また、この出張を機に、ある日系企業とパートナー関係
を結ぶこともできました。その後、現地で作ったベトナム資本の会社が稼働。
現在は2022年5月の完全子会社化を目指して細かい法的手続きなどの最
終段階に入っており、新製品の立ち上げを経て2023年には規模拡大も予
定しています。

○ 「現地の方々と一緒に」という気持ちが成功の秘訣
海外拠点を開設する際には、様々な方の話を幅広く聞き、異なる視点からの
情報を収集し、総合的に判断するのが良いと思います。私たちも、自分たちだけ
で海外拠点開設を進めようとしていたら、このような短期間では実現できなかっ
たでしょう。
また、単に「安さ」だけを求める海外進出はうまくいかないように思います。「現
地の方 と々一緒に続けていける環境を作ろう」という気持ちが大事です。当社で
は“目指す会社像”を「5年、10年先にここで働きたいと思える会社にしたい」「み
んなの夢を支援したい」と定めていますが、それはベトナムでも同じこと。そうでな
ければ長く付き合っていくことは難しいと思うのです。

海外展開支援事例

昭和機器計装株式会社
東京都大田区東糀谷6丁目4番地17号
代表取締役　篠原 利彦
1962年10月
2,400万円
国内 20名／ベトナム 3名
https://www.showa-kk.com/

所在地
代表者
設　立
資本金
従業員数
URL

VIET NAM

現地拠点工場の外観

溶接作業をする従業員

現地拠点で設計作業も行う

日本に出荷前の嵌合検査



一旦は諦めた海外での生産拠点設立、
「直接投資」から「業務提携」という提案で
需要が高まるマレーシアでの
製造販売の足がかりを作る

○ マレーシアに進出し製造販売の拠点を作りたい
私たちの身の回りにある様々なコンクリート製品。当社ではその製造に必
要な型枠離型剤を中心に、関連する副資材の補修剤・遅延剤・養生剤・塗
料などを製造・販売し、特に離型剤の市場では高いシェアを占めています。
本社以外に国内に8営業拠点・4工場・1研究所を有し、新製品開発・製品
改良に強みのある会社です。
当社の顧客はほとんどが国内企業ですが、1990年頃から現地販売店を
通じて海外販売を行ってきました。近年では、海外進出した日本メーカーや
ODA関係の海外工事を担うゼネコンの方から「国内と同じ製品を使いたい」
という要望も増加。また、ASEAN各国を視察した結果、マレーシアで需要が
見込めたため「製造販売の拠点を作りたい」と考えるようになりました。そんな
折、以前からセミナー参加でお付き合いのある公社から「海外進出の支援プ
ログラムがある」と聞き、受けてみることにしました。

○ 公社だからできた現地マッチングで大きな収穫を得る
最初の半年間は事業計画書を作りながら、公社に紹介していただいたマ

レーシア投資開発庁の東京事務所や一部上場のプラントメーカーなどを訪
問し、国内で情報収集。2020年2月には現地調査で公社の方 と々マレーシ
アへ。オイルやデリバリー容器、工場設備などのメーカーを視察した他、担当
官庁の方に工業団地を案内していただきました。
私はASEANの業界事情には通じていますが、こうしたマッチングは難しいもの。
公社だから実現したことだと思います。やはり「現地で実際に見る・聞く・話す」こと
に勝るものはなく、この調査で経験したこと全てが大きな収穫となりました。

○ 自社製品を現地市場に出すための新たな道が見つかった
ここまで順調に進んでいた計画ですが、新型コロナウイルス感染症拡大によっ
て「直接投資によるマレーシアでの製造販売拠点開設は中止。国内事業に集
中し、国内に新工場を建設する」という経営判断となりました。マレーシア進出を
断念しナビゲータの方にその旨を伝えると、「業務提携先を探したらいかがです
か？」という提案があり、すぐに提携先候補を見つけていただき、Web面談を実施
しました。現在は2社目を紹介していただき比較検討予定で、提携先が確定すれ
ば当社製品をマレーシア市場に出すことが可能になります。私はこのような道が
あるとは全く考えていなかったため、本当に良い提案をしていただきました。
マレーシアは国家としてIBS工法※を推進しており、ますます当社製品の需
要が高まるはず。今回築いた様々な繋がりは私の記憶にも会社のデータに
も残っており、数年後に「やはり工場を作る！」というときのための貴重な財産
となるでしょう。また、今回学んだ手法を今後はASEAN各国でも活用してい
きたいと思います。
※IBS工法： 工業化建築システム　部材を（オンサイトまたはオフサイトの）管理された環境で製造し、輸

送、設置後、現場での最小限の追加作業により組み立てる建築技術を指します。（出典：マ
レーシア投資開発庁Webサイト）

MALAYSIA

海外展開支援事例

信越産業株式会社
東京都北区赤羽1-52-10
代表取締役　小島 　健
1969年6月
9,500万円
88名
 https://www.shin-etsu.co.jp/

所在地
代表者
設　立
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現地リサイクルオイル販売会社の工場を訪問 中央が小島社長

訪問した容器会社の容器。現地での大きな発見ができた

企業誘致担当官庁を訪問



ナビゲータのアドバイスで
「拠点」のスタイルを方向転換。
ベトナム駐在員事務所の開設で
ASEANへの第一歩を踏み出す

○ ベトナム人技術者の帰国が拠点開設のきっかけに
大正8年に創業した当社は、変圧器・リアクトル・計器用変成器・電源装置
および、電子回路が付随した試験機などの設計・製造・販売を主な業務として
います。取引先は国内重電大手メーカーで、売上はOEMが8割、自社ブランド
が2割ほど。そのため、直接的な海外との繋がりはほとんどありませんでした。一
方で、日本人学生の理系離れによる技術者の採用難という課題解決のため、
2012年よりベトナム人技術者の採用・育成に取り組んできました。
2019年、そういった技術者の1人がベトナムに帰国することが決まりまし
た。製品知識と技術力、人間性のある社員を失うのはもったいないこと。また
当時、ASEANに市場としての可能性を感じ「海外に1つはチャネルを持ちた
い」と考えていたこともあり、彼を社長としてベトナムに現地法人を立ち上げよ
うと思い立ちました。

○ 多角的なサポートで自社が抱える問題点を解決
とは言え、何をどうすればよいかわからず、公社の支援を受けることに。『拠
点開設に向けた事業計画シート』では、ベトナムでの売上高を基にした収支
の作成に頭を悩ませました。現地の顧客はある程度想定できていたものの、
売上の見通しが立たないことは大問題です。すると、ナビゲータやコンサルタ
ントの方から「現地法人の前に、駐在員事務所を立ち上げてより踏み込んだ
調査をしてはどうか？」というアドバイスが。そして現地法人・駐在員事務所そ
れぞれの設立に必要な資金・可能な業務内容・リスクの比較などの資料をい
ただき検討した結果、「販売はできないが、市場調査という形で取引先訪問
は可能。経費も現地法人開設より軽い」ことから、駐在員事務所開設に踏
み切りました。
コロナ禍で現地調査には行けなかったものの、事務所の物件は現地から写
真を送っていただき複数候補を比較し、利便性・家賃・拡張性で満足できる建
物を選択。最終的にオンラインで物件を視察し、決定しました。また、支援の中
でベトナム語のダイジェスト版カタログも作っていただきました。私はベトナム語
がわかりませんが、日本語原稿と画像を用意しイメージを伝え、翻訳・デザイン・
印刷は公社にサポートいただきました。

○ 駐在員事務所開設でASEAN進出への第一歩を踏み出す
当社は2022年1月、ベトナム ・ハノイに初の駐在員事務所を開設しました。
ASEANに拠点ができたことは大きな収穫です。今後1年間は顧客開拓に注力
し、5年後には生産拠点として現地法人を設立することができれば、と思います。
 今回の支援では、海外進出では「ある程度のリスクを覚悟すること」と、

「現地法人の設立には売上が見込める状態が鉄則、それがないならまず駐
在員事務所。その見極めが重要」と学びました。海外進出を考える方は、公
的な支援を最大限活用してリスクを抑え、まずは駐在員事務所開設を目指
すのも良いのではないでしょうか。

海外展開支援事例

東京精電株式会社
東京都杉並区宮前4-28-21
代表取締役　岩本 千章
1919年2月創業（1941年4月設立）
7,740万円
75名
http://www.tokyo-seiden.co.jp/
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代表者
設　立
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URL

VIET NAM

Tokyo SME Support Center luôn sẵn sàng

hỗ trợ các công ty xuất sắc ở Tokyo muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam!
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当社ベトナム駐在員事務所が入居する施設

公社制作のベトナム語のカタログ

創業100周年記念式典にて

創業当時の社内の様子


