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海外企業連携プロジェクト海外企業連携プロジェクト
対象：製造業または製造業に付随する等のサービス業を

営み、海外企業との業務提携または技術提携等を
希望する都内中小企業

1 国際化対応リーダー養成講座国際化対応リーダー養成講座

ご相談例ご相談例

2 海外展開プラン策定支援海外展開プラン策定支援

海外販路開拓支援海外販路開拓支援

株式会社暁電機製作所 マッチングサービスを活用してタイ市場を中心に拡大
アットアロマ株式会社 展示会をきっかけに、タイの一流ホテルに納入を続ける
河政工業株式会社 海外企業との連携でコスト削減・売上アップを実現
ニューロング工業株式会社 展示会を機にチャンスをつかみ、海外売上4倍増を達成

p.4
p.6
p.8
p.10

経営相談
現地ビジネス情報提供、経営相談

販路サポート
現地候補企業リスト作成、アポイント取得、訪問同行

● 国際事業課　事業案内
● 海外展開支援事例

p.2
p.4

● 連絡先 p.12
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企業名 テーマ

海外展開チャレンジ支援

輸出入 英文契約書 法規制 安全保障貿易管理 関税・為替

海外ビジネスの知識・経験が豊富な専門相談員が、海外展開に関わる相談に対応します。

ビジネスマッチング支援

タイ事務所

インドネシア・ベトナム　サポートデスク

海外展開に関心をお持ちの都内中小企業を対象に、
海外展開の具体的な進め方や取組事例をご紹介する
セミナーを年３回
開催しています。
会場では、海外展
開に関する個別相
談会を行います。

対象：自社製品を持ち、海外への販路拡大に意
欲的な都内中小企業

支援対象製品ごとにカタログ
（日・英）を作成するなど
マッチングに向けたプロモー
ション支援を行います。

海外でのビジネス経験豊富な
「ナビゲータ」が国内・海外企
業をターゲットとして多くのビ
ジネスマッチングをサポートし
ます。

ASEANを中心とする展示会にTokyo
パビリオンとして出展し、現地企業
とのマッチングを行います。
※ASEAN等への展示会出展による販売促進
が有効と考えられる企業が対象となります。
（要審査）

海外展開を行う上で、将来リーダーとして中心的な役
割を担う人材の育成を目的とした講座です。
海外ビジネスプラ
ン策定実習を通し
て、海外で通用す
るマインドとビジ
ネススキルが習得
できます。

1 海外展開チャレンジセミナー海外展開チャレンジセミナー

在タイ日本人の弁護士や公
認会計士、税理士等経験豊
かな専門相談員が、現地商
習慣、法規制、税務・会
計、法務に関わる相談など
に無料で対応します。

ASEAN最大の人口を誇るインドネシア
と、経済成長著しいベトナムに、サポー
トデスクを設置しています。現地ビジネ
スに精通した専門家が、皆様の販路開拓
等をサポート致します。

経営相談経営相談
各企業のご要望をお伺いした
うえで、タイ現地ビジネスに
精通した専任のマッチングア
ドバイザーが、適切な現地企
業や日系企業とのビジネス
マッチングを実施致します。

マッチング支援マッチング支援
タイをはじめとしたASEANに関わるセミナー
や現地ビジネスに係る情報提供を行います。ま
た、企業同士で情報交換ができる場を設けるな
ど交流の促進や、JETROなど他機関との支援
ネットワークの形成に取り組んでいます。

セミナー・交流会の開催、
現地情報の提供
セミナー・交流会の開催、
現地情報の提供

対象：海外市場に参入するためのステップを知りたい
　　　都内中小企業

海外ビジネス経験豊富なプ
ランマネージャーが、企
業の強みや課題を理解
し、海外展開の可能性を
検討するとともに、海
外展開プラン策定をサ
ポートします。

What
何を

Where
どこに

How
どうやって

2 貿易実務者養成講習会貿易実務者養成講習会
国際ビジネスの舞台で活躍できる人材を養成するた
め、貿易実務を中心として、初心者から実務者まで幅
広く対応した講習
会を開催します。
講習会実施例
・三国間貿易
・貿易書類の書き方
・英文E-mail など サポート内容

海外展示会を活用して
商談機会を創出

国内・海外企業との
ビジネスマッチング

マッチングに
向けた準備

※製品単位での支援となり、支援期間はいずれも２年間です。
※支援期間終了後、既存支援製品の改良・新製品等で再度お申込みいただくことも可能です。（要審査）

都内中小企業 海外販路ナビゲータ
海外企業連携ナビゲータ

支援の流れ支援の流れ

海外企業

製
品
調
査
・
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査

支
援
対
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製
品
選
定
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内
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の
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申し込み ハンズオン支援 展示会等を活用した
マッチング支援

海外展開へ向けた人材育成支援

海外ワンストップ相談

国際事業課　事業案内

ASEANにおける現地支援

これから海外展開をされる企業様からASEAN現地拠点を
お持ちの企業様まで、一貫サポート致します。

2 3



マイクロエレクトロニクス・マイ
クロコンピューターを応用した各

種システムおよびシステム機器の企
画から開発、設計、生産、販売を手
がける。特に自動外貨両替機の製造
では国内トップシェアを誇る。自社
製品に加え、受託開発・設計・製造
も行う。「形にとらわれないカタ
チ」をモットーに、顧客のニー

ズを具現化するカスタマイズ・
ソリューションを得意とし

ている。

自動外貨両替機の 
国内トップシェアメーカー

株式会社暁電機製作所
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マッチングサービスを
活用してタイ市場を
中心に拡大

地の企業との接触を試みることにしました。出展の効
果を高めるために、展示会開催前に一緒に訪タイし、顧
客候補を訪問しようと提案してくれたのも公社でし
た。公社が現地の外為協会や銀行、外貨両替企業、商
社にアポイントをとってくれたのは非常に良かったで
す。こうした企業と会えたのは、公社の信用力があれ
ばこそのことでしょう。

実は「免許がなければ外貨両替事業はできない」と
いうことも、外為協会を訪問して初めて知りました。い
わば初歩的な知識もないゼロベースで展開したので
す。それでもその後、比較的、順調に展開していけた
のは、公社の事前マッチングに始まる一連のサポート
があったからです。

代理店の協力によりタイ最大手の 
両替チェーンと商談がスタート

出展したのは「Food & Hotel Thailand」です。ホ
テル・レストラン産業向けの展示会で、当社のような
製品を展示している企業は少ないのですが、その分、注
目され、高級ホテルのオーナーやショッピングモール
など、自動外貨両替機を必要とする良質なエンドユー
ザーと数多く知り合うことができました。また、自動
外貨両替機を珍しく思った現地の国営テレビが取材し
てくれ、認知度アップにつながりました。

自動外貨両替機は、正確で管理しやすく、偽札やマ

私たちはタイの外貨両替ビジネスについてほぼ
何も知らない状態で展開しましたが、わずか2年
ほどで順調に開拓できました。これは、公社に
よる一連の支援があったからこそです。事前
マッチングで銀行などの有望顧客候補を訪問し
たり、外為協会で現地でのビジネスに必要な情
報を得たりし、その流れで展示会へ出て認知度
を高めることができ、代理店の協力も得て2回目
の出展では最大手外貨両替チェーンと成約する
といった大きな成果につなげることができまし
た。こうしたことがベースとなって今、タイを
中心にビジネスが広がりつつあります。情報収
集の結果、展開を断念することが必要になる場
合もあるかもしれませんが、まずは現地を訪問
し、関係者に相談してみてはいかがでしょうか。

日本で培った実績とノウハウを武器に 
ASEANへ展開

当社はもともと受託開発・製造（ODM）を行う企業
でしたが、2008年のリーマンショックなどの影響で売
上がピーク時の4割近くまで落ち込んでしまうという
手痛い経験から、自社製品の開発・販売も手がける方
針へと舵を切りました。

海外展開を決めたのは2017年、商材は自動外貨両替
機です。すでに国内では2013年から販売を始めており、
実績を積んでいたのですが、日本で培った実績とノウハ
ウを武器に海外で更なる飛躍を目指し、挑戦してみたい
と思いました。そこで、まだ競合が進出していないう
え、経済成長が著しく今後の需要の伸びが期待される
ASEAN地域に展開することにしたのです。その中でも、
海外旅行者数が世界トップ10に入る観光立国タイを
ターゲットに定めました。

公社の手厚いサポートで 
順調に展開

展開の第一歩として、現地に代理店を見つける必要
がありましたが、当社にはツテがありませんでした。 
どうすればよいか思案に暮れていたとき、公社の海外
販路開拓支援事業を知りました。公社の海外販路ナビ
ゲータからの提案もあり、タイの展示会に出展して現

2017年6月

9月

2018年9月

ネーロンダリングなどの犯罪防止力が高い・多言語に対応でき
る・24時間の稼働が可能など、多くの利点があります。そうし
たメリットを実感してもらうためには、できるだけ多くの顧客候
補に実機に触ってもらうことが大切です。出展は海外展開を進め
るうえで大きな第一歩となりました。

その後、現地の企業と代理店契約を結び、翌2018年にも
「Food & Hotel Thailand」に出展しました。初回の出展とその
後の代理店の営業によって認知度が上がってきたところで、一気
にチャンスを拡大しようと考えたのです。実際、当日は事前に代
理店がアプローチしていたタイ最大手の両替チェーン店に来て
いただき、実機を体験してもらった結果、商談が始まりました。
知名度の高い同社との商談は自社にとって大きな転機になりま
した。

大手銀行のテスト導入を機に 
広がりを見せ始めたタイ市場

現在では、タイの大手銀行へのテスト導入を経て、2019年12
月から5台、国際空港から鉄道駅につながる通路に設置されてい
ます。

実はこの銀行には2017年の展示会開催前に公社のアレンジ
でナビゲータと訪問していたのですが、この時はまだ自動外貨両
替機の必要性を感じていただけませんでした。しかし、その後の
代理店による継続的な営業が奏功して2年越しで納入が叶った
のです。

この銀行への導入を機に、最近ではタイ国内のほかの金融機関
からも引き合いをいただくようになっています。インドネシアで
は民間最大手銀行にもテスト機を入れるめどが立ちました。　　　

今後は、軌道に乗り始めたタイ市場で引き続き拡充を図るとと
もに、引き合いが来ている台湾やフィリピン、さらにはアジアに
限定せず、観光立国ハワイなどへも販路を拡大していきたいと考
えています。

株式会社暁電機製作所
所在地	 	東京都台東区上野5－15－14   

ONEST上野御徒町ビル2階
代表者	 代表取締役社長　西河 浩司
設　立	 1969年5月
資本金	 8,800万円
従業員数	 105名
URL	 https://arunas.co.jp

海外展開を目指す人への

メッセージ

国際事業課利用略歴

�「Food�&�Hotel�Thailand」に
出展

�「Food�&�Hotel�Thailand」に
出展

営業本部 営業部 東京営業課 課長 田村 俊啓氏

海外販路開拓支援事業の
利用を開始



「アロマセラピーで空間をデザイ
ンする」をコンセプトに、アロマ
製品の開発から香りのある空間
のプロデュースまでをトータルに
提供する香りの専門企業。アロマ
空間デザイン業界のパイオニア
として、航空会社、大手百貨店、
商業空間や医療介護施設など、

3,000カ所以上の施設への導
入実績を誇る。

天然の上質な香りで 
空間をデザインする
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展示会をきっかけに、
タイの一流ホテルに
納入を続ける

な空間創出を志向する法人需要の取り込みを目指して
いました。しかし、それまで出展していた展示会は一
般消費者市場を狙ったものが多く、適切に法人市場に
アプローチができていなかったのです。ナビゲータの
アドバイスを受け、この点に問題があったことに気づ
きました。

そこで、取扱店や販売代理店の発掘が見込まれる
「Food＆Hotel Thailand」（タイで開催されるホテル・
レストラン産業向け国際展示会）に狙いを定め、2012
年9月に公社の支援で出展しました。

展示会では、日系・ローカル問わず複数の代理店候
補と商談することができました。出展後も、ナビゲー
タのサポートを受けながら交渉を重ね、自社が求める
条件を満たす企業と代理店契約を締結することができ

海外販路開拓支援事業では、展示会出展におけ
る事前マッチングが良かったです。海外展開を
検討している企業は、ぜひ本事業を活用してみ
てはいかがでしょうか。ただし、サポートを受
けただけで終わらせるのでなく、継続的な取引
ができるように、現地でフォローできる代理店
を開拓し、定期的にコミュニケーションを取る
ことが良いと思います。代理店を選ぶ際は、信
頼できる実績のある企業であること、自社の方
向性とマッチしていること、現地事情だけでな
く日本の事情にも理解があること、十分にコ
ミュニケーションできることなどが条件になる
と思います。

アットアロマ株式会社
所在地	 	東京都世田谷区三軒茶屋2－11－23  

サンタワーズB棟4階
代表者	 代表取締役社長　片岡 郷
設　立	 1998年12月
資本金	 6,200万円
従業員数	 85名
URL	 https://www.at-aroma.com

自社ブランドを立ち上げ、 
海外展開をスタート

もともとは代理店として海外からアロマ製品を輸入
し、国内で販売していたのですが、販売権が日本に限
定されていたため、これ以上の広がりは難しいと感じ
ていました。国に限定されずグローバルに市場を広げ
ていくため2008年に自社ブランドを立ち上げ、メー
カーとして製造・販売をはじめました。

しかし、当初、海外販売は思うように進みませんで
した。北米・中国・東南アジアをターゲットとして定
め、展示会を中心に出展していたのですが、いずれも
少量単発に終わり、継続的な取引につながらなかった
のです。そんなとき、たまたま展示会で出会った公社
の担当者から海外販路開拓支援事業を教えてもらい、
2012年より利用を開始しました。

タイの展示会に出展し、 
代理店とエンドユーザーを獲得

海外販路ナビゲータと話し合い、海外展開戦略を練
り直すことにしました。

当社のアロマオイルは100％天然由来成分で出来て
おり、競合製品の2 〜 3倍の価格です。顧客に専用ディ
フューザーを購入していただき、定期的にオイルを補
充していくというビジネスモデルで、ラグジュアリー

アットアロマ株式会社

2012年8月

9月

2013年9月

2014年9月

海外展開を目指す人への

メッセージ

国際事業課利用略歴

代表取締役社長 片岡 郷氏

「�Food�&�Hotel�Thailand」に
出展

「�Food�&�Hotel�Thailand」に
出展

�「Food�&�Hotel�Thailand」に
出展

海外ワンストップ相談の
利用を開始

ました。代理店が決まったことで、当社の製品に興味をもってく
ださった現地の一流ホテルなどとの商談も順調に進み、現在も継
続的に発注を頂いています。

一回の展示会出展で代理店開拓のみならずエンドユーザーの発
掘もできたのは、ナビゲータが展示会前に現地に出張し、当社製品
のPR及び展示会への来場を促してくれたからに他ならないと思って
います。出展前のアプローチもなく単純にブースへの立ち寄りを待っ
ているだけであったら、ここまでの成果は出ていなかったでしょう。
「Food＆Hotel Thailand」には、その後2014年まで計3回出

展し、現在までに成約件数は50件を超えるまでになっています。

海外ワンストップ相談が 
中国での支社設立の一助に

タイ市場である程度、道筋が見えてきたことから、当初の目標
である世界展開に立ち戻り、中国、アメリカ、ヨーロッパへの本
格進出を進めています。

まず、手始めに中国への進出を決め、現地の販売や輸出等に関
する法規制や商習慣などについて詳しく知るために、海外ワンス
トップ相談を利用しました。そこでのアドバイスが一助となり、
翌2015年には上海に当社の中国人社員を派遣して、支社を設立
することができました。

その後、アメリカのニューヨークとドイツのベルリンにも支社
を設立しました。

現在は、多言語で国の数が多いASEAN地域は引き続き代理店
を経由する戦略をとり、中国、アメリカ、ヨーロッパは支社で直
接マネージメントする戦略で進めています。

5年以内に国内外の 
売上逆転を目指す

タイ市場から始まったアジア地域での販路は、韓国、マレーシ
ア、台湾など、7カ国に広がりました。今後、国内市場は、人口
減少などの影響で縮小していくことは避けられないでしょう。国
外の売上シェアはまだ全体の5％程度ですが、主要地域に支社や
代理店ができて基礎が固まったので、5年以内には国外の売上が
国内を上回るように持っていきたいと考えています。南米など未
進出の地域は代理店戦略と支社戦略を使い分けながら出ていく、
日本に進出している外資系のグローバル企業にアプローチする、
アメリカの西海岸地域にも拠点を作るなど、多様な方法で販路を
広げていきたいと思っています。

海外販路開拓支援事業の
利用を開始



自動車、電子機器、航空・宇宙な
ど幅広い分野でクライアントに
最適なFA（工場自動化）システ
ムを設計・製作し、生産性向上や
コスト削減、品質安定化に貢献し
ている。顧客のニーズに応えるた
めエンジニアが設計から運転調
整にいたる全プロセスに携わ

る。プレス部門も持ち、同部
門では金型設計から加工ま

で請け負っている。

顧客ニーズに合わせた
FA システムを設計・制作
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海外企業との連携で
コスト削減・売上アップ
を実現

因の一つだと考えています。
さらに同年11月には、約10万人が来場するASEAN

最大級の機械分野の国際展示会「METALEX」（タイ）
に出展。当社ブースを訪れた日系大手自動車メーカー
に興味を持っていただきましたが、取引にあたっては
商社を通すことを条件として課されました。しかし、当
社にはこうしたパイプがなく、困惑していたところナ
ビゲータが自身の人脈を生かして商社を紹介してくれ
ました。以降、現在にいたるまで取引が続いています。

こうして海外販路の開拓が進む中で、ナビゲータか
ら「今後、ASEANで展開していくためには、現地で部
品供給やメンテナンスを任せられるパートナー企業を
探すことも重要。公社の海外企業連携プロジェクトを
利用してはどうか」というアドバイスをもらい、2018
年に利用を開始しました。

海外販路開拓支援事業は、展示会への出展はも
ちろん、事前の有望企業とのマッチングや情報
提供、展示会後の営業サポートなど、手厚くき
め細かな支援が特長です。せっかくの貴重な機
会を十分に活用するように、出展時には現地企
業と会ったというだけで終わらせず、その後も
粘り強くアプローチすることが大切です。すぐ
には実を結ばないかもしれませんが、そうした
お付き合いの中が成果につながるはずです。ぜ
ひ一度、公社にご相談いただくのがよいかと思
います。

河政工業株式会社
所在地	 東京都葛飾区東四つ木1－22－19
代表者	 代表取締役社長　中瀨 勲
設　立	 1947年11月
資本金	 1,500万円
従業員数	 12名
URL	  http://www.kawamasa-industry.co.jp

出展サポートに大きな魅力を感じて 
支援事業の利用を開始

国内市場が縮小する中で、FAシステムをASEANで売
り出したいと考えていた時、公社の担当者から海外販
路開拓支援事業を案内してもらったことをきっかけ
に、利用を開始しました。

自社だけで海外展開を進めるには限界があります。
例えば、海外展示会出展は海外展開において欠かせな
いものの一つですが、コストや手続き負担に見合った
成果を上げるのはそう容易いことではありません。

公社は成果を上げるために手厚い支援をしてくれま
す。例えば、自社ではアポイントがとりにくい有望企
業とのマッチングなど、展示会前後のサポートは非常
に効果が高いと思います。

公社のサポートで成約が進み、 
パートナー企業との連携もスタート

2017年6月、公社の支援で、タイで開催される製造
業向け国際展示会「Manufacturing Expo」に出展し
ました。展示会後も、公社の担当者が引き合いのあっ
た企業に同行訪問するなど、サポートを続けてくれた
おかげで、契約につなげることができました。公社の
支援を受けて出展していることで信用度が上がり、単
独で動くよりも商談が進みやすかったことも大きな要

河政工業株式会社

2016年1月

2017年6月

	 11月

2018年6月

	 11月

本事業の支援のもとでマレーシア、ベトナムの部品メーカーと
の商談を組んでもらい、生産委託契約を結ぶことができました。
いずれも技術力が高いうえに納品スピードが早く、コスト面でも
当社にとって適格なパートナーでした。特にベトナムのメーカー
は、部品加工だけでなく組立までできるため、製品の現地生産が
可能な体制が出来上がりました。

現在、FAシステムの部品の7割は、これらの企業から輸入して
います。積極的に自社から海外の生産委託先を探したことがあり
ませんでしたが、ナビゲータのおかげで当社の成長を後押しして
くれるパートナーを見つけることができたと感じています。

展示会をきっかけにASEANで 
広がる人脈

「METALEX」（タイ）には2018年11月にも出展しました。展
示会に合わせて開催された公社タイ事務所主催の企業交流会の
パネルディスカッションに登壇し、工場の自動化について講演し
ました。その際、当社に興味をもった企業の方が、知り合いの企
業に自社のFAシステムを紹介してくださったことをきっかけ
に、商談が始まり、タイ事務所の職員と訪問を重ねるなどして成
約にいたりました。

展示会はこうした企業との結びつきに加え、幅広い人脈を築く
きっかけにもなりました。たとえばタイの有名国立大学の教授と
知り合い、今ではFAシステムについて現地に共同研究室を設け、
開発に取り組むほどまでに関係を深めています。

ベトナム人やタイ人の社員が入社したのも、展示会がきっかけ
でした。そのマンパワーも生かして、1、2年以内にはベトナム
とタイに事務所を開くことを考えています。

売上は3倍増、 
海外向け製品が6割を占めるまでに成長

今、当社の海外向け製品の売上は、全体の6割を占めるまでに
成長しました。売上そのものも、公社の支援を受け始める前と比
較すると、約3倍に増えています。

今後は引き続きタイでしっかり地盤を固めるとともに、ベトナ
ムほかASEAN諸国へ順次、販路を広げていくつもりです。また、
当社を直接、指名してご依頼いただけるように、さらに技術力を
高め、信頼を築き、成長していきたいと思っています。

海外展開を目指す人への

メッセージ

国際事業課利用略歴

代表取締役社長 中瀨 勲氏

「Manufacturing�Expo」（タイ）に
出展

「METALEX」（タイ）に出展

「METALEX」（タイ）に出展

海外企業連携プロジェクトの
利用を開始

「機械要素技術展」に出展

海外販路開拓支援事業の
利用を開始
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展示会を機に
チャンスをつかみ、
海外売上4倍増を達成

Indonesia」に工業用ミシンを中心に出展することにし
ました。

出展の前には、公社が当社の製品に関心のある企業
とのアポイントを取ってくれ、マッチングの機会を提
供してくれました。私たちがアプローチしても通常は
なかなか会ってもらえない企業もいたので、大変あり
がたかったです。

展示会当日には公社にマッチングしてもらった企業
をはじめ、多くの企業にブースを訪れていただき、そ
のうちの数社とは契約を結ぶことができました。現地
に進出している日本の大手企業が複数立ち寄ってく

れ、その後の営業につな
がったことも大きな収穫で
した。公社の展示ブースは
Tokyoパビリオンとしてま

ニューロング工業株式会社
所在地	 東京都葛飾区白鳥4－8－14
代表者	 代表取締役社長　長 保行
設　立	 1941年3月
資本金	 1億円（ニューロング工業グループ）
従業員数	 360名（ニューロング工業グループ）
URL	 https://nlwww.com

変化を迫られても順調に 
海外へ展開

当社が海外展開を開始したのは2002年のことです。
販売部門が別会社に分かれることになり、製造機能し
かもたなくなった当社は早急に国内外に独自の販売
ネットワークを構築する必要性に迫られたのです。

海外ではまず、香港で会社を立ち上げ、中国と東南
アジア向けの販路開拓に努めました。さらに2004年に
は本社に国際営業部を発足させ、以降は順調に台湾、シ
ンガポール、マレーシア、ドバイ、タイにそれぞれ営
業所を設立し、販路の拡大を進めました。

展示会を機に伸び悩んでいた 
インドネシアで販路を拡大

2013年には、有望市場と見込んだインドネシアに会
社を設立しました。ところが、インドネシアでは、従
来の海外進出の際に利用していた台湾人社員の華僑
ネットワークを生かすという手法が取れず、なかなか
思うような成果が出ませんでした。

今後どう展開していけばよいのか、頭を悩ませてい
たところ、公社の海外販路開拓支援事業を知り、2015
年7月に利用を開始しました。

公社の海外販路ナビゲータのアドバイスを受け、まず
はインドネシアで現地の製造機器展「Manufacturing 

ニューロング工業株式会社

国際営業部 取締役部長 小島 重陽氏

とまったスペースが設けられているので目立ち、立ち寄ってもら
いやすいという利点があると思います。

展示会の前に直接、企業に出向いて営業をかける中で、マーケ
ティングに役立つ現地の生の情報を得たり、ビジネスの進め方を
学んだりすることができたのも成果につながった一因でした。

ナビゲータの情報提供が後押しとなり、 
海外案件を受注

2015年の「Manufacturing Indonesia」を機に工業用ミシン
の販売がある程度、軌道に乗ったので、2017年には自動包装機
を中心に出展、さらに2019年には包装関連の展示会「AllPack 
Indonesia」にも出展しました。

現在、包装業界では海洋汚染防止やリサイクルの観点から、世
界的に脱プラスチックの機運が高まっています。今後は紙袋の
ニーズがさらに高まることが予想され、当社が開発した高速マル
チ小袋製袋機を売り出す好機と判断しました。

また、この間、日本では、公社のナビゲータから受注を後押し
するプロジェクト関連情報を得てトルクメニスタン向けの1億
円近い案件を受注したほか、貿易保険料に関する情報などを提供
してもらい、難航していたウズベキスタン向けの数億単位の大型
包装設備案件を成立させることができました。自分たちだけでは
知り得なかった情報をナビゲータから得られたことが成果の大
きな要因だと感じた出来事でした。

海外での売上は4倍、
海外売上構成比は2倍に成長

現在、海外での売上は国際営業部が発足した2004年の4倍に
成長し、かつては国内7割：海外3割だった売上構成も海外が6割
へと倍増し、逆転しています。　

苦戦していたインドネシア市場も、公社の支援を機に広がりを
見せ始め、首都ジャカルタにある事務所は14名になりました。
2019年11月には、西部の中心地スラバヤにも新事務所を設立。
これを機にインドネシア全域でさらなる成長を目指していきた
いと考えています。

また、現在、生産が間に合わないほど小袋製袋機の受注が続い
ているため、海外工場を拡充し、国内工場と合わせて生産量を増
強していく予定です。

工業用ミシン、製袋機、自動包装
システムなどのプラントメーカー。

1941年の創業以来、優れた技術開発
力を誇り、国内シェアは工業用ミシン
98％、製袋機90％、自動包装機80％
にのぼる。包装機械単体のみでなく、
ユーザーの製造プラント全体のシ
ステム開発にも力を発揮。海外展

開にも注力し、トップクラスの
実績を上げている。

世界トップレベルの技術
力が光る工業用ミシンや
製袋機を提供

2015年7月

� 12月

2017年12月

2019年10月

国際事業課利用略歴

�「Manufacturing�Indonesia」に
出展

�「AllPack�Indonesia」に
出展

「�Manufacturing�Indonesia」に
出展

機器メーカーの場合、現地にメンテナンスサー
ビスの拠点を持つことが必須条件になります。
自社で設立するか、現地企業を選定するか、さ
まざまな選択肢がある中で何が自社にとって最
適な解決策なのか、こうした重要な決断が迫ら
れる局面では、特に公社のワンストップ相談や
海外販路ナビゲータのサポートを得るとよいで
しょう。また、海外進出にあたっては、現地の
ニーズや法規制などに関する情報収集も重要で
す。現地に足を運び、あせらず2年くらいかけ
てしっかりリサーチしてから臨むとよいと思い
ます。

海外展開を目指す人への

メッセージ

海外販路開拓支援事業の
利用を開始



日本製の高品質な紙おむつを
ベトナムで展開

大人用の紙おむつにベトナムでの 
商機を見い出す

2016年頃から、大人用の紙おむつを中心に海外展開をはじめ
ました。ベトナムを展開先として選んだ理由は、経済成長が著
しく、高齢化が進行しているため、紙おむつの需要があるので
はないかと考えたからです。

ベトナム市場の開拓に向けて、現地で公的機関の支援が受け
られないか探したところ、公社サポートデスクを知り、利用に
いたりました。

サポートデスクの支援で 
現地代理店を開拓

まず、ベトナムで日本の高品質な紙おむつが受け入れられる
か、サポートデスクに市場調査を依頼しました。実際にサポー
トデスクの担当者と現地の病院や介護施設などを訪問し、現状
では性能よりも価格の安さが購入の決め手ではあるものの、十
分開拓の余地があると、手応えを得ることができました。

次のステップとして、代理店開拓のため、候補企業のリスト
アップを依頼しました。サポートデスクでは、単純にリストアッ
プするのではなく、紙おむつ、ティッシュペーパー、トイレッ
トペーパーといった紙製品に興味を持っている候補企業を絞り
込んでくれました。リストアップされた企業から当社が興味を
持った企業へアポイントの取得までしてくれたので、現地語に
通じていない当社としては大変助かりました。結果、トータル
で15社と商談ができました。このうち約半数の企業と話が進み、
現在までに合計5社からオーダーをいただくという高い成果を
上げることができました。

サポートデスクのメリットはこれだけではありません。その
後の企業へのフォローもきちんとしてくれるのです。また、面
談に際して、商談内容のチェックなど、細かい点をサポートし
てもらえる点も大変ありがたかったです。

ベトナム経由で周辺諸国へも 
販路を拡大

今後、ベトナム国内では引き続きホーチミンで販路を充実さ
せるとともに、ハノイなど他の地域へも広げていく計画です。ま

幸商事株式会社

幸商事株式会社
所在地	 	東京都中央区新川1－17－25 

東茅場町有楽ビル4階
代表者	 代表取締役社長　中澤 祐喜
設　立	 1954年12月
資本金	 1億円
従業員数	 100名
URL	  http://www.saiwai.co.jp

2018年8月

2019年5月

国際事業課利用略歴

クリーン・プロケア事業部 海外事業グループ 部長 宮田 久人氏

Tokyo SMEサポートデスクベトナムの
利用を開始

油脂・油糧・食品材料・化成
品及び業務用洗剤・各種衛生資

材を扱う商社として創業66年
を誇る。業務用洗剤、紙おむつや
ティッシュをはじめとする衛生
資材、紙製品や介護ケア用品な
どを扱うクリーン・プロケア
事業部と、植物油脂などを扱

うフード・ケミカル事業部
からなる。

食品材料から衛生用品
まで幅広く取り扱う

た、現在はドラッグストアなど消耗品を扱う
店舗への販売が主体となっていますが、これ
からは、介護施設などへの販路拡大も検討し
ています。

ベトナム国外に目を向けると、現在、ベトナ
ムを経由してカンボジアなど周辺諸国にも販
路が広がりつつあります。今後は、国民所得
が上がっている一方で、良質な大人用紙おむ
つや紙製品が普及していない国をターゲット
に、積極的に販路拡大に努めていきたいです。

貿易実務者養成講習会の
受講を開始



創業者は日本初のプラモデル
の金型を製造した職人として知ら

れる。現在はプラモデルを中心とし
たインジェクション金型の設計・製作
のほか、プラモデルの企画・設計か
ら製造にいたるまでのサポートや

自社ブランド玩具等の開発・製
造・販売を行っている。手がけ

た金型は2000種以上。

海外でも知られる 
プラモデル金型メーカー 
のパイオニア

信頼できるパートナー企業を開拓、
生産体制の強化へ

海外展開プランを作成したことで 
当初の方針を転換

当社は、プラモデルの企画・設計・製造などをおこなってい
ます。少子化の影響で今後、国内のプラモデル市場の縮小が見
込まれる中、生き残りを図るために海外市場を取り込む必要性
を認識するようになっていましたが、当社には海外のノウハウ
がなく、どのように進めていけばよいかがわかりませんでした。
そこで、一から海外展開の検討を支援してくれる公社の海外展
開チャレンジ支援に申し込みました。

公社のプランマネージャーのアドバイスを受けながら「何を」
「どこに」「どうやって」販売していくか、現状分析を踏まえな
がら海外展開のプランを作成していきました。アメリカの企業
から代理店契約の話がきていたことから、アメリカをターゲッ
トに、自社製品である鉄道模型キットの展開を検討しました。し
かし、輸出入に関する実務やコストなどを考える中で、想定よ
りも輸出コストがかかることが分かり、現地で市場競争力を確
保できないことが明らかになりました。そこで、はじめに取り
組むべきはプラモデル製造におけるコスト削減だと認識し、生
産委託先を探すことにしました。

理想的な生産委託先を見つけ、 
生産体制の強化を実現　

近年、国内の生産委託先が廃業等で減っていたため、当社は
生産委託先を、ある韓国企業に切り替えてきました。しかし、当
社の生産委託先はコストが高いうえ、一部の工程しか委託でき
ないなど、問題がありました。

そこで、海外企業連携プロジェクトを利用し、プラモデル用
パーツの塗装や組み立て、梱包までを低コストで手掛けてくれ
る企業を探すサポートをお願いすることにしたのです。

企業連携ナビゲータが自身のツテをもとにリストアップした
タイやベトナム、インドネシアの候補企業にテレビ会議や現地
訪問を行い、タイの企業に生産委託することに決めました。決
め手となったのは、技術力の高さやコストの低さに加え、プラ
モデル製作について積極的に学ぶ姿勢を感じられたことです。
こうして2019年11月に、初回発注を行いました。想像以上に
よい仕上がりで、非常に満足しています。

株式会社秋東精工

株式会社秋東精工
所在地	 東京都江戸川区船堀3－10－22
代表者	 代表取締役社長　柴田 忠利
設　立	 1978年1月
資本金	 1,500万円
従業員数	 19名
URL	  https://www.syuto.jp

2018年11月

2019年2月

国際事業課利用略歴

代表取締役社長 柴田 忠利氏

海外展開チャレンジ支援
（海外展開プラン策定）の利用を開始

海外企業連携プロジェクトの
利用を開始

今後はさらに海外生産のキャパシティを
上げ、しっかりした生産体制を築いていきた
いと考えています。そのために、現在もナビ
ゲータと打ち合わせを重ね、ASEAN地域で
同様の生産委託先を探しているところです。
すでにつながりができた企業とは、今後も
win-winの関係を続けていきたいと思いま
す。



プランの見直しが
成功を導いてくれた

支援との出会いで 
始まった変革

当社の主力商品は日本製の高品質なメガネフレームです。
メガネのレンズ幅は世界同一規格で「世界に飛び出しやすい」

ため、設立当初から自社ブランドのグローバルな展開を視野に
入れていました。

本格的に海外展開を開始したのは設立3年目です。高い成長力
を有し、富裕層が急増していたアジア圏をターゲットとして定
めました。4 〜 5万円の商品を扱う高級眼鏡店などに個別にアプ
ローチをし、見込み客には金額の大小にかかわらず、現地を訪
れ商談するという方法で少しずつ販路を拡大してきました。し
かし、足を使った地道な活動は出張費がかさみ「今のやり方で
はいつか限界が来る」と感じていました。

今後の方向性に悩んでいたそんな時に公社の海外展開チャレ
ンジ支援事業を知り、利用を開始しました。

プランの見直しが 
自信へと変化

担当してくれた公社のプランマネージャーは、海外ビジネス
などの経験が豊富で、様々な角度から意見をくれました。話し
合いを重ねる過程で、事業実態の見直しをしたことにより、自
社の課題などの洗い出しにもつながりました。

最大の懸念事項であった、金額の大小にかかわらず海外の取
引先を回ることについては「マンパワーには限界があるのだか
ら同じように回っていてはどれだけ人がいても足りない。販促
活動を先に進めるなどの優先順位をつけ、メリハリをつけて
やっていったほうがよい」とアドバイスをもらい、これまでの
マーケティングプランを一緒に見直していきました。ひざをつ
きあわせて販売チャネルの分析や販売方法などを再検討し、海
外展開に向けて必要な対応を一つずつ整えていったことで、「こ
れだったらアジア圏だけではなくヨーロッパやアメリカにも出
ていける」と自信につなげることができました。

初の欧州展示会へと 
飛躍

海外展開プランシートを作成してから1年後の2019年秋に

ジョイエブリタイム株式会社

ジョイエブリタイム株式会社
所在地	 東京都中野区東中野5－20－8
 ヴィラロイヤル東中野302号室
代表者	 CEO/Creative	Director　広瀬 雅規
設　立	 2012年6月
資本金	 100万円
従業員数	 3名
URL	 https://www.joy-every-time.com

CEO/Creative	Director 広瀬 雅規氏

2018年7月

国際事業課利用略歴

は、世界三大メガネ見本市の一つ、フランス・
パリの展示会に出展しました。初めての欧州
展示会出展でしたが、新規の顧客開拓につな
げることができました。プランマネージャー
の助言や後押しがなければ、ここにはいたっ
ていなかったと思います。

これからも妥協せずに、高い品質と遊び心、
デザイン性を備えた今までにないものを創造
し、眼鏡業界に革新を起こしていきたいと考
えています。

海外展開チャレンジ支援
（海外展開プラン策定）の利用を開始

海外ワンストップ相談の
利用を開始

メガネフレームやアクセサリー
などアイウエア全般の企画・デザイ

ン、卸、輸出入などを手がける。「メ
イド・イン・ジャパン」にこだわった
自社製品を世界16カ国、500店舗
で展開。高いデザイン性と品質の
高さが持ち味で、日本の伝統技

術を用いた本革メガネケースな
どユニークな製品も好評を

博している。

世界 16 カ国に 
高級アイウエアを提供



海外販路ナビゲータの
強力サポートで
これまでにない製品を
世界に届ける

「花色鉛筆」を
世界に展開したい

当社は、埋もれている技術を活用した商品の企画やデザイン
を募集し、集まった企画をユーザーが評価、ブラッシュアップ
したものを商品化するという流れで事業を運営しています。こ
の中で生まれた、削りかすが花びらになる色鉛筆「花色鉛筆」の
販売が国内で順調に推移していたため、次は海外に展開したい
と考え、海外販路開拓支援事業の利用を開始しました。

ナビゲータのサポートで 
初の海外展示会出展が成功

当時、自社HP経由で海外販売実績はありましたが、B to Cで
の販売にとどまっていたため、海外の展示会に出展することで、
B to Bへ拡大したいと考えていました。

当社には海外展示会の出展経験がありませんでしたが、公社
の海外販路ナビゲータの知識を借りることができたため、ス
ムーズに検討を進めることができました。

ナビゲータからは、出展する展示会の検討に際して開拓しよ
うとするターゲット企業を明確にしたほうがいいとアドバイス
をもらいました。当社がターゲットとして設定したのは、シン
ガポールの日系デパートやセレクトショップです。

シンガポールで開催されるインテリア・生活雑貨の国際展示会
「NOOK Asia」には、こうした企業が多く集まるということを知
り、公社の支援を受けて、2018年3月に出展することにしました。

展示会の開催直前には、ナビゲータが自身のツテをもとに
ターゲット企業に製品のPRをしてくれたほか、展示会への来訪
を促してくれました。

展示会では数社と商談が成立し、B to Bへの拡大の一歩とし
ては非常に大きな成果を上げることができました。これには、イ
ンボイスの作成、輸出通関・税関申告や海外販売における価格
設定等に関するナビゲータからのアドバイスも、大きく寄与し
たと思います。

ナビゲータが紹介してくれた現地の日系文具・雑貨小売店と
は、現在も定期的に発注頂く関係が続いています。これも、ナ
ビゲータが展示会後もメールや電話でフォローしてくれたおか
げです。

株式会社TRINUS

2017年12月

2018年3月

国際事業課利用略歴

「NOOK Asia」（シンガポール）に
出展

海外販路開拓支援事業の 
利用を開始

株式会社TRINUS
所在地	 	東京都渋谷区西原3－1－10 

Tefu Yoyogi Uehara2階
代表者	 代表取締役　佐藤 真矢
設　立	 2014年11月
資本金	 3,424万円
従業員数	 9名
URL	  https://trinus.co.jp

日本のメーカーに眠る技術や素
材、デザイナーの想像力、ユーザー
ニーズの3つを「取り成し」、これま
でにない驚きと喜びにあふれた製
品を生み出すものづくりプラット
フォーム「TRINUS（トリナス）」

を運営。

日本の技術とデザインを
組み合わせ、革新的な
製品を生み出す

代表取締役 佐藤 真矢氏

世界16カ国へ
広がる販路

「NOOK Asia」出展後、当社は着実に販路
を世界に広げています。ナビゲータの紹介を
もとにイタリア・ミラノのセレクトショップ
と契約が成立したほか、スイスのバーゼル美
術館やパリのフォンダシオン ルイ・ヴィトン
などのミュージアムショップ、セレクト
ショップなどを中心に、16カ国で販売するま
でになりました。これからも、ユニークで優
れた日本の技術とデザインを結び、世界中が
驚くような新しいものを送り出していきた
いと思っています。
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