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FILE:01

子どもを育てるダンス教室

株式会社 MIKI・ファニット （福岡県福岡市） 　　

未来を担う芯の強い子どもを育てる第一歩

代 表 取 締 役

太刀山 美樹

ダンスによる教育法を武器に、国内よりも世界へ

情報の整理でスタッフの目的意識が変化し、計画も加速

　高齢化が進む現在、元気なお年寄りを増やすには、子どもが元気でなけ

ればならない。わが社は、主に子どもたちを対象に、ダンスや運動を通し

て芯の強い子を育て、未来の人材育成に貢献するという教育を行っていま

す。現在は福岡など国内で展開していますが、北欧の教育機関への視察を

重ねていく中で、世界へ進出したいという想いが膨らみました。もちろん国

内でも拡大の余地はありますが、海外で刺激を受けることによってスタッフ

自身の質の向上が望めること、そしてわが社のサービスが、海外のプログラ

ムにも引けをとらないという自負がきっかけとなりました。

　しかし、気持ちだけが先行し、頭の中が整理できず足踏みをしていまし

た。セミナーや勉強会に参加しても、膨大な情報の中から必要な情報をすく

い上げることが難しく、ターゲットすら絞り込めていなかったのです。そのよう

な中、知人を通じてジェトロの支援サービスを知り、すぐに申し込みました。

そして、2014年4月から西専門家による支援がスタートしました。

　専門家との進出準備は、目的の明確化からでした。私たちが、どこで、

何をしたいのかを絞り込むために、専門家が提供してくれた情報が助け

になりました。私たちの目線に立って、必要な判断材料を項目別に整理し

てもらったことで、スタッフの目的意識が変化し、プロジェクト自体も一気

に加速したのです。そして、進出へのステップを区切ってスケジュールを作

成してもらうことで、私たちがこなすべきタスクも見えてきました。情報収

集や現地との交渉といった“宿題”を達成することで、スタッフに責任感と

自信が芽生えたように思います。

　専門家とのシンガポール、マレーシア、台湾への現地視察の結果を踏まえ、

現在、進出先を絞りつつあります。その際も、現地の会計・法律事務所や店舗

の紹介など、効率的な情報収集とコネクション構築のサポートをしてもらえま

した。まずはプレオープンに向けて、現地のF／Sで得られた情報を検証しつつ、

来年度早々のスクール開講に向けて、目の前の目的を一つひとつ達成していき

たいです。そして今後は広く東南アジア各国にも展開したいと思っています。

専門家プロフィール 西  康弘
メーカー系貿易会社と電機メーカーで、一貫して海外関連のビジネスに従事してきた。定年退
職後、海外経験のある中小企業診断士５名で、中小企業海外進出支援活動をスタート。大阪
産業創造館の海外アドバイザーも担当。その後、ジェトロの専門家となり、中小企業のアジア
各国への進出をサポートしている。

　海外進出を成功させるには、6W2Hによる「海外進出の目的の

明確化」から始め、しっかりとした現地調査、そしてそれを踏まえ

たF／Sの精査が必要です。顧客・売上を確保できるかどうか、コ

ストをどこまで抑えられるかを徹底的に検討していくのです。

　海外進出にあたっての資金は限られているため、希望地域を

できるだけ効率的に視察するとともに、現地関係者のヒアリン

グを集中的に実施し、必要な情報を広く細かく集めていきまし

た。そして「私が調べなければいけないところはやるが、自分た

ちでできることはすべてやってください」と、あえて担当スタッ

フの方に多くを委ねました。相当高いハードルを課していること

は分かっていましたが、一つひとつ自分たちで確認していくこと

で、海外事業に本気で向き合える機会になると考えたのです。

その奮闘と模索の結果、既に担当スタッフが台湾でコネクショ

ンを構築できています。これが進出後、専門家としてのサポート

が終了した後に大きな力となって活きてくるはずです。

サポートが終わった後に活きる
現地と企業間のコネクション

企 業プロフィール
運動を通じた未来の人材育成を目標に、福岡
市内の3つの直営スタジオをはじめ、計9か所
で、チアダンス、ヒップホップ、クラシックバレ
エなどのスクール事業を展開。教育関係者、
母親を対象とした研修事業等も手がける。
2006年設立。

サービス業（教育）　

目的の明確化とスケジュール管理で、
予想以上のスピードで
進出準備が進んだ。

海外進出事業に向けてスタッフの意識が
高まり、目標と課題が明確になった。

FILE:02

日本エヌ・ユー・エス社が携わった海洋調査の風景

日本エヌ・ユー・エス株式会社  （東京都新宿区） 　

10年後のエネルギー需要の変化を見据えて布石を打つベトナム

本 部 長・海 外 事 業 戦 略 本 部

工藤 充丈

専門家の本気の対話がスタッフの意識を変えた

専門家同行による4回の現地調査で、新鮮な情報を入手

　安定した売り上げを重ねてきたものの、さらなる事業の拡大を目指すな

ら海外に出るべきではないか。企業の開発事業を環境保全の視点からサ

ポートするわが社にとって、国内市場の伸びしろよりも、めざましい経済成

長を続けるアジアの新興国のほうにチャンスがあると考えました。また、国

内にいるだけでは、世界各国の具体的なニーズまでは見えてきません。有

益な情報をいち早くつかむためにも海外に拠点を設け、将来のエネルギー

需要の変化を見据えて先手を打とうと、海外進出の検討を始めました。

　しかしビジョンはあるものの、実際に何から手をつけたらよいかが分かりま

せん。何か少しでも情報を得ようと様々なセミナーに参加し、ジェトロの海外投

資実務講座でこの支援サービスを知りました。正直、これまでの不特定多数の

企業を対象にしたセミナーでは、講師の話に耳を傾けてもどこか他人事として

聞き流してしまうこともありました。しかし大坂専門家の支援は違います。わが

社のケースに応じ本気のアドバイスが受けられ、直接対話を通じてお互いに意

見を交わすことができます。そのおかげでスタッフたちに当事者としての意識が

芽生え、海外事業戦略本部の立ち上げにつながりました。

　進出国の検討にあたっては、ジェトロから情報を取り寄せ、GDPや政情を

考慮して進出国の候補を3つにしぼりました。2013年12月のインドネシア

訪問を皮切りに、2014年１月にマレーシア、2月、5月のベトナムと、計4回の

現地調査を専門家とともに実施しました。官公庁と関わりの深い事業だけ

に、政府関係の組織が主なターゲットですが、自分たちでアポイントメント

を取るのは非常に難しいのが実情です。それがジェトロ現地事務所や専門

家の力で、投資調整庁や環境省、商工会議所などを訪問でき、現地のニー

ズを探れたのは大きな収穫でした。また一緒に足を運んでもらえるからこ

そ、国内とは全く異なる現地の税制や商習慣などについて、新鮮な情報を

得ることもできました。

　こうした結果、まずは現地政府・企業と信頼関係を築くという具体的な

目標が見えました。今後は駐在員事務所の設立に向けて、専門家と二人三

脚で取り組んでいきます。

専門家プロフィール 大坂 和夫
40年間の大手総合商社勤務のうち、マレーシア、香港、インドネシアに計15年駐在。中堅・中
小企業の海外販路開拓支援事業やアジア市場での合弁会社の立ち上げ、運営、業務管理を
担当。現在は自動車関連会社などのインドネシアやマレーシア進出を支援している。

　成長著しいASEANでは、環境保全に対するニーズの拡大は必至

で、日本国内で高い信頼と評価を受けている日本エヌ・ユー・エス社

の進出は商機が見込めます。しかし、実績のない海外で仕事を受注

するのは容易ではありません。特にコンサルティング業務は、誰も

が見て分かるようなカタチのある商材ではないため、信頼を得るま

でが難しいのです。そこで、まずは現地のニーズを地道に収集しな

がら、並行して私の人脈や経験を活用して現地企業とのコネクショ

ンを構 築するなど、将 来 のビジネスチャンスにつなげるためのサ

ポートを行っています。

　同時に、商談を進めるには各国の文化の違いを理解する必要も

あります。たとえば「ちょっと考えさせて」という言葉は、暗に断る

ことを意味しているなど、現地調査では押さえておくべきポイントに

ついて折に触れて伝えています。私自身の経験や入手した情報に加

えて、現地に足を運んだからこそ見えてくることも大切にしながら、

進出にあたって確実な道筋をつけられる支援を心がけています。

一緒に現地に足を運ぶことで
進出の足場を固める親身なサポートを

サービス業（コンサルティング）　　

企 業プロフィール
便利な暮らしと環境保全の両立を目指し、エ
ネルギーや環境に関するコンサルティングを
行う。様々なプロジェクトに係る環境調査や
影響評価、エネルギー政策などに関するコン
サルティングをはじめ、環境関連商品の貿易
や再生可能エネルギーの事業組成なども手が
けている。1971年設立。

シンガポール
マレーシア
台湾
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FILE:03

レベルアップした現地社員

YS-MTEC ASIA （株式会社サンテェム・株式会社山口商店の合弁会社、兵庫県姫路市） 　　

ライバル会社がタッグを組み、海外に打って出るタイ

煩雑な手続きに困り果てる中、渡りに船

OJTにより将来も通用する人材を育成

　我々は、同じ地域でしのぎを削るライバル会社同士ですが、5年前に同

じ案件で協働したのを機に「タッグを組み、双方の強みを活かして、海外

に打って出よう」と話が盛り上がりました。その当時、主要取引先が海外

に生 産拠 点を移管している中で、現 地の人に技 術を伝 承するのはとて

も難しく、苦戦していました。その部分をサポートできれば、我々にも商

機があるのではないかと思い、2012年頃から本 格的にタイ進出の検討

を始めました。

　当初、BOI（タイ投資委員会）等で様々なリサーチをしましたが、手続きが

煩雑すぎて困り果てていました。そのような時に真野専門家からジェトロの

支援サービスを紹介され、渡りに船とばかりに2013年12月に申し込みまし

た。そこから両社で定期的に会議を持ち、事業計画づくりから始めました。

　当時、我々の課題は人材不足でした。現地には英語力があり貿易実務の

経験がある日本人社員を採用しましたが、会社の立ち上げに関しては未経

験の素人で、右も左も分かりません。しかし、真野専門家の支援が始まった

2014年2月から、立ち上げ作業は急加速しました。銀行口座の開設、設立登

記、就業規則や経理のルールづくり、現地社員の採用など、専門家が現地に

行ってOJTの形で指導してくれ、わずか2ヶ月後の4月に設立登記が完了しま

した。当初計画と比較すると、大幅な時間短縮となり、また、専門家の手腕

で人材不足の補完と同時に、人材の育成をすることができたのです。完全な

アウトソーシングではなく、会社設立のノウハウを実地で教えてもらえたこ

とが大きく、社員の経験値が格段に上がりました。支援は期間限定ですが、

自力で業務を遂行できる力が身についたので、今後の手続きや他国への進

出時は独り立ちして実務をこなせるはずです。

　今後、タイでは進出日系メーカーなどに現状の不満点を聞き、設備の導

入からサポートまでを行っていく予定です。そして我々の狙いはタイだけに

留まりません。いわば「タイ・プラスワン」で広域に仕事を請け負うために、

タイで事業の基盤を作り、アジアで大きくはばたくステップにしていきたい

と考えています。

専門家プロフィール 真野 秀次郎
自動車関連部品の専門商社で役員経験後、タイ現地法人の社長を務めたほか、部品メーカー
のタイ進出支援などにも携わる。ジェトロの支援サービスでは12社を担当し、担当各社の横
の繋がりを作って、将来的なビジネスに繋げる支援も行っている。

　2社合弁での海外進出は珍しい形態で、想いやスピード感、利

害に不一致が生まれることで頓挫するケースも少なくありません。

そこで今回は、社員も交えて両社の強みや弱みを話し合い、情報

や想いの共有を心がけました。結果、「物品販売だけにはしない」

「現地でメンテナンスも行う」「いずれ自社工場を作る」といった

販売戦略、事業計画を共有し、スムーズにスタートを切ることがで

きました。工作機械に強く修理もできる山口商店社と、加工技術を

持つサンテェム社では、売り込み先も分かれます。それぞれが強み

を発揮して現地のマーケットに食い込むことが今後の課題です。

ジェトロの情報や、私のネットワークによる企業同士の横の繋がり

も活用し、商機を探っていきたいです。

　また、どんな会社にも海外でのビジネスチャンスはあるので、国内での

実績や企業規模にとらわれず、海外に足を運んで自分の目で状況を確か

め、進出を検討してみてほしいです。私たちジェトロの専門家は、中小企業

の目線を大事にしながら、時には背中を押し、時にはスケジュールや費用

など厳しい課題に向き合って、支援先企業を応援していきます。

2社との間で連絡を密にすることで
情報や方向性を共有

製造業（機械部品）　

現地社員へOJTを施してもらえたことで、
独り立ちできるほどの
スキルが身についた。

企 業プロフィール
ボルト、ナット、配管材料などメーカーに必要な設備や部
品を販売するほか、調達力を活かして加工も行う専門商
社。1967年設立。

企 業プロフィール
ベアリング、配管材料などの部品販売、バイクや自動車の
生産設備の導入、メンテナンス、修理までをトータルでサ
ポートしている。1947年設立。

株 式 会 社 サンテェム 代 表 取 締 役

黒田 俊行 山口 恭生
株 式 会 社 山口商 店 代 表 取 締 役 会長

FILE:04

多品種小ロットの生産を海外でも実現

株式会社𠮷本製作所 （東京都青梅市） 　　

現地企業への生産委託で、低価格と高品質の両立を目指すベトナム

代 表 取 締 役 社 長

𠮷本 誠

現地工場建設から生産委託に方針を転換

専門家のアイデアと“目利き力”で、大幅な時間節減を実現

　2010年頃、海外へ足を運ぶ機会が増えた際に、現地の技術力の高さを

目の当たりにし、海外進出を視野に入れ始めていました。その反面、海外に

拠点を持つためには、人材や設備への投資が困難だとも感じていました。

そのような中、2012年のベトナム訪問時に、わが社と同じ加工のできる現

地企業を偶然発見し、サンプル製造を発注したところ「日本製に近い品質

の製品を作れる」という手ごたえを感じたのです。また、その会社の社員は

日本語が話せる点も安心材料で、さっそく製造を委託することにしました。

　次なる一手として、独資によるベトナムでの現地生産を計画しました。

現地で工場を運営できると、日本の技術を維持することができるという

考えだったのです。しかし、現 地に工場を建 設し、設備も入れるとなる

と、かなりの投資資金が必要となることもあり、足踏み状態になってい

る時に、ジェトロの制度を知って申し込みました。そこからは広幡専門家

の意見もあり、「現地で生産委託できるサプライヤーを複数確保する」と

いう方針に切り替えました。私たちの要望を満たすサプライヤーのネット

ワークを構築できれば、製品の質も保つことができると考えたのです。

　現実的には、ベトナムで多品種小ロット、高品質、短納期という条件に合

う委託先を探すのは至難の業です。そこで、専門家のアイデアで、30万社と

いう膨大なデータから、これはと思う企業を選別し、現地で一緒に数十社

を回って、専門家が“目利き役”を果たしてくれました。これは、現地情報に

長け、ベトナム語が堪能な専門家が一緒だからこそできたことで、我々単独

では不可能な作業です。この中の７社に見積りを依頼しましたが、「あえて

日本語の図面を送って、そのレスポンスを見る」というのも専門家の助言で

した。当社に英語を話せる社員がいないため、日本語の図面をやり取りで

きれば、負担が大幅に削減できるので、それを見極めるためでした。

　こうして短期間で能力が高く信頼できる委託先を確保することで、低

価格で高品質な商品を納品できるようになり、顧客の評価も上々、受注

増にも繋がりました。今後は、ベトナムと国内の能力を組み合わせて、新

たな受注形態やビジネスモデルも模索していきたいと考えています。

専門家プロフィール 広幡 勝典
コンサルティング会社に所属。国内企業の経営コンサルティングで200社の支援実績を持
ち、2009年から海外ビジネスアドバイザーを務める。現在は主に繊維メーカー、自動車部品
メーカーのベトナム、カンボジアなどへの進出を支援している。

　現地のマクロな情報はジェトロで豊富に入手できますが、今この瞬

間に何が起きているかという生の情報を入手し、それを目利きした上

で道しるべを提示するのが専門家の役目です。𠮷本製作所社の一番

の課題は委託先候補の選定でしたが、現地の小規模企業はリストす

らないのが実情です。そこで、法務局に登記している30万社の企業を

キーワードや企業規模で絞り、現地関連機関に問い合わせて、条件

に合う企業を選別しました。

　また、同社の順調な進行の理由は、社長をはじめとする社員の方々の熱意

はもちろん、早い段階で社長と私が同じベクトルを向くことができたことにあ

ります。大企業と異なり、中小企業には時間がないことが多いので、私はいか

なるケースでもキックオフミーティングの段階で、海外事業で達成するべき目

標を設定します。そこからスケジュールを逆算することが、事業をスムーズに

進める「時間の節約」に繋がり、さらには「絶対に成し遂げる」という意識共

有にもつながります。今後は、安心して依頼のできる、技術力を持った生産委

託先ネットワークを開拓・拡大させ、近い将来は自社工場を操業させ、現地

ネットワークの機動力と自社の技術を持ってASEAN地域に視野を広げるとい

う新たな目標に向けて同じ方向を見据えた支援を継続していきます。

目標へ続くレールを敷き
道しるべとなる情報を示す

製造業（機械部品）　

専門家の知見と目利きにより、
効率的に委託先を選出できた。

企 業プロフィール
精密機械部品の製造、加工から組み立てまで
一貫生産を行う。金属の種類や納品先の業種
を問わず多品種小ロット生産が強み。主な取
引先は半導体や液晶関連などの製造装置メー
カー。2012年からベトナムでの製造委託を開
始した。1977年設立。
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FILE:05

高速精密切断機によるカッティング作業

平和テクニカ株式会社 （東京都中央区）　　

ASEAN時代の到来に向けて、タイの市場開拓に挑むタイ

代 表 取 締 役

小池 達夫

ASEANの成長スピードに商機を見出した

専門家と目的を整理しながら策定した進出計画

　わが社は砥石を使った精密切断を強みに、これまで国内の研究機関や

一般企業の開発・品質管理向けの機械工具を製造・販売してきました。

タイ進出のきっかけは、2011年に訪れた大手自動車メーカーの現地工場

の視察です。実はその3年前にも同じ工場を視察していたのですが、様子

が一変していることに驚かされました。最初の視察では、30年前の日本

にあったような生産設備が並び、たくさんの人手を用いて生産ラインを動

かしていたのに、わずか3年で最新機器が導入され、自動化が想像以上に

進んでいました。自動化や省力化を実現するためには、これまで以上に

検査や品質管理の精度が求められます。ここにわが社の精密切断技術が

活かせられると商機を見出しました。その一方、のんびりしていたらせっ

かくのチャンスを逃してしまうのではないかという危機感もありました。

　まずは当事者として現地の空気にあたるため、2012年から2年続けて、

ASEAN最大級の金属加工・工作機械の国際見本市「メタレックス」のジェトロ

ブースに出展しました。その結果、現地に拠点がないと生情報が入らないと

痛感し、進出を決断しました。しかし、専門書やセミナーで、市場、労務、税

制などいろいろな情報が入っても、深いところまでは分かりませんでした。結

局、自分たちだけで考えても、具体的に何から手をつければいいのか分から

ない。そのような状況の中、進出計画を目的から整理してくれたのが宮村専

門家でした。

　宮村専門家の支援は2013年9月頃から始まりましたが、アドバイスにより、

やるべきことをタイムスケジュールに落とし込むことで頭の中の整理ができ

ました。また、遅々とした動きになりがちな私たちの背中を押してくれたおか

げで、2014年3月には、国内で20年以上の協業関係にあった企業との業務提

携で、同社タイ工場の一角にわが社の展示室「カッティングセミナールーム」

を開設し、現地顧客の開拓をスタートさせることができました。年内には現

地展示室に隣接するスペースに、生産拠点を設置するという具体的な計画が

固まりました。これからもASEAN市場の成長に乗り遅れないように、専門家

と協力していち早く進出事業を実現させていくつもりです。

専門家プロフィール 宮村 弘孝
ITメーカーのタイ駐在員として10年、ビジネスコンサルタントとして独立して13年、タイに在住する。計23年
の現地経験を活かし、製造業やサービス業など、幅広い業種の日本企業によるタイ進出を支援。現在は、日
本に拠点を移し、国際ビジネスアドバイザーとして活動するとともに、ジェトロの専門家として活躍中。

　海外進出支援のポイントは3つあると考えています。一つ目は、必

要な情報をしっかりと把握することです。たとえば、世界経済の中で

ASEAN経済がどのように動いているのか、それに対し大手企業はど

う対応し、中小企業としてはどうすべきか。まずはこうした情報分析

を通じて、海外進出の基礎について理解を深めることが重要です。

2つ目は、いかにコストを低く抑えた進出方法を選択できるかです。

たとえば、生産設備は新品ではなく、日本で償却した簿価ゼロの設

備を持っていき、資材・原材料はなるべく現地調達するのが、黒字

化に向けた賢い方法です。3つ目は、「進出を決めたらできるだけ早

く行く」ということです。「これから進出するので仕事をお願いしま

す」という姿勢では、現地の企業はまず動きません。「既に工場を

立ち上げ、操業しています」という事実があって、はじめて本気で話

を聞いてくれます。こうしたノウハウは私が経験した数多くの失敗か

ら学んだものです。成功に導くための秘訣について、これから進出

する企業の皆様に積極的に伝えていきたいと思います。

失敗から学んだ教訓を
成功の秘訣として伝えたい

製造業（精密切断機）　

進出について頭の中の整理ができ、具体
的な計画に落とし込むことができた。

企 業プロフィール
砥石を活用した高速精密切断機などの機械工
具の製造・販売メーカー。またエンジニアリン
グ商品の提案や、工場付帯設備の据付施工
までを行う技術専門商社として「トータルカッ
ティングソリューション」を武器に活躍してい
る。1956年設立。

FILE:06

既に建設が完了している現地工場

ボルツ株式会社 （兵庫県川西市）

1年間でスピーディに工場建設を実現インドネシア

代 表 取 締 役 社 長

松林 淳

煩雑な実務を委託することで、停滞ムードを払拭

海外への挑戦が生み出した、新たな販路の開拓

　近年、わが社が製造しているボルトについて、急激に海外現地調達ニー

ズが高まってきました。同業他社に先を越されてしまうという焦りと、新

規取引先を含めた販路を拡大したいという想いから急ピッチで海外進出

を検討し、2013年4月にインドネシア準備室を設置しました。

　しかし、何から手をつけて良いかすら分からず、まずはジェトロの貿易相談

に通っていたところ、この支援サービスを知り、早速申し込みました。当初は

「堅苦しい書類のやり取りが続くのでは」という不安もありましたが、実際始

まると、具体的な実務に踏み込んだサポートとアドバイスが受けられる、柔

軟性の高い制度だと分かりました。特に助かったのが、法人登記、マスターリ

ストや技術援助契約、各種申請といった手続きの部分です。これらの作業は

煩雑であり、断念する企業も多いと聞いていましたが、細井専門家の「足り

ない部分は積極的に他の力を借りる」という助言に従い、これらの手続きに

詳しい現地業者に実務を委託しました。時間とストレスを削減できたおかげ

で、本来の業務に集中することができ、停滞ムードが漂っていた海外進出事

業が、一気に進み始めたのです。

　ここからは、目を見張るほどのスピーディな展開を見せました。8月に

法務省の認可を取得し、それからわずか1年の間に土地探しから工場建

設までが終了し、2014年10月には工場稼働が見込めるところまでこぎつ

けたのです。このプロセスでは、現地業者のレスポンスがルーズで、スケ

ジュールが遅れがちでした。しかし、ジェトロの専門家がバックについて

いることで現地業者が触発され、自社単独の場合と異なる協力的な姿勢

を見せ、大幅な時間短縮になりました。また、現地生産体制が整ったこと

で、新たな取引先からの受注にも繋がりました。

　現状の課題としては、人材不足が挙げられますが、ジェトロの「国際即

戦力インターンシップ事業」を併用することで社員が成長してきていま

す。専門家からも「人事総務を担当するローカル人材がキーマン」と助言

を受けているので、国内外の人材を育て、ボルツを「ドリーム工場（＝将

来働きたい、夢の企業）」と言われるように成長させたいと思います。

専門家プロフィール 細井 豊蔵
電機メーカーで海外関連の仕事に従事し、ミャンマー、インド、インドネシアに駐在した。定年
退職後はジェトロの貿易・投資アドバイザーをはじめ複数の公的機関で中小企業の海外進出
アドバイザーを務める。企業の海外赴任前研修、異文化研修講師も務める。

　ボルツ社は現地コンサルタントにも業務を振り分けながら、

しっかりハンドリングしていました。そしてほぼ予定通りの日程

で事業が進み、土地購入から始めて工場建設まで約1年間で終

了しました。成功のポイントは企業と専門家のタスクをはっきり

させ、私が障害を取り除き、ボルツ社は作業に専念するという

線引きができた点です。

　その一例が、設備投資のための融資でした。ボルツ社と取引

のある金融機関の提案は、現地日系リース会社の提案と比べほ

とんどメリットが見出せず、特に金利は想定以上に高いもので

した。そこで、再交渉の際に同席したところ、低金利での借り入

れが可能となりました。ジェトロの看板は国内外を問わず信頼

が厚く、ジェトロに所属する専門家が同席、同行、口添えするだ

けでも、交渉や進行を有利に進められると感じる場面が多々あ

ります。専門家やこの支援サービスをうまく利用し、多くの熱意

ある企業が海外進出を成功させてほしいと願っています。

ジェトロの看板を最大限に活用し
企業の努力を形にする後押しを

製造業（自動車部品）　

現地業者に委託するという助言と紹介に
より、大幅な時間短縮ができた。

企 業プロフィール
社名BOLTZの由来は、ボルト製造（BOLT）と
究極の技術（Z）。現在は自動車用のボルトと
シャフトの製造・販売を中心に手がける。強度
を要求されるエンジン関係のボルト、ピストン
ピンや駆動系のシャフト、ギヤ製造に主軸を置
く。1954年設立。
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メキシコに出なければ他地域も受注を失う危機感

現地を知り尽くした支援による驚異的スピード進出

　わが社は、1978年の韓国企業との技術提携を皮切りに、現地法人を設

立したアメリカ、さらにマレーシア、タイなど、積極的に海外に進出してき

ました。そこには、先代から受け継いだ「自動車はグローバル」という信

念がありました。そして今回、主要取引先のメキシコ進出に伴い、自社も

現地で供給しないと日本やタイの市場も他社に奪われてしまうという危

機感から、2013年の末に進出を決断しました。

　日々、質の高いものを作って納品する。モノづくりの基本はどんな国で

も変わりません。しかしこれを海外で実現するには、現地スタッフとの信

頼関係が欠かせず、国によって異なる慣習や文化、労働観などを正しく理

解し尊重する必要があります。海外進出のやり方は分かっていたものの、

メキシコについては全くの素人で、治安面も不安だったため“生の情報”を

求めてジェトロを活用することにしました。

　16年もの間、現地で自動車部品製 造に関わり、現地法人の設 立も経

験した岡本 専門家から得られる生の情報はまさに我々に安心感を与え

てくれました。事業の要となるレンタル工場の手配やインフラの整 備、

現地赴任者の治安・生活面へのサポートによって、進出時の不安が次々

と払拭されました。そのおかげで、2014年7月には現地に担当者が赴任

でき、8月には操 業、9月には量 産が開始されるなど、まさにトントン拍

子で事業が進んでいます。特にポイントになったのが、メキシコ特有の

法制度や申請手順について、専門家のアドバイスを踏まえた万全なスケ

ジュール管理ができたことです。自分たちのやり方や要望を押しつける

のではなく、“メキシコ流”で進めることが成功の鍵となりました。

　「One Company（会社は一つの家族）」というコーポレートカルチャー

に基づく団結力、積極的な行動力、アメリカなどでの経験の蓄積がわが社

の強みです。そこにジェトロと専門家の現地ビジネス経験が加わったこと

で、今回の驚異的なスピード進出が実現できたのだと思います。

FILE:07

メキシコに設立した現地法人のオープニングセレモニー

片山工業株式会社 （岡山県井原市）　　 製造業（自動車部品）　

一枚岩の団結力でスピード進出を実現メキシコ

代 表 取 締 役 社 長

片山 昌之

専門家プロフィール 岡本 修
総合商社の鉄鋼貿易部門出身。最初の駐在地メキシコに魅了され、3度（計16年）にわたって同
国に駐在した。勤務中、本業の鉄鋼製品取扱に加えて、特に自動車産業分野で日系企業の対墨
進出支援に携わった。土地選定・会社設立からインフラ整備、経営まで一連の業務を経験。

　私の支援は、頼まれて動くというスタンスではなく、長年培っ

てきた知識と経験に基づいた提案型を目指しています。痒いと

ころにも手が届くような、きめ細かな支援を心掛けています。

　片山工業社の社 風は大変貴重で、会社が社 員を想うからこ

そ社員も会社を想うという互いのおもいやり、信頼関係が力と

なって、結果がついてきているのだと思います。メキシコ人を相

手に仕事する場合、「焦らず・慌てず・諦めず」の姿勢が重要で

すが、今回の工場立上げが極めてスピーディーに達成出来たの

も、一丸となってそれを実行された関係皆様のご尽力と行動力

が源になっていると思います。

　今後は、同社の勤務規定や福利厚生、人材育成という面で、

メキシコの国民性、習慣を意識した“補う支援”でこの快進撃を

支えて行ければと思っています。メキシコの自動車産業は今後

も発展性を持った有望市場ですので、今後一層のご発展に貢献

できれば当方の喜びと致すところです。

現地での長年の生活体験を通じて知り得た
国民性にも配慮した提案型支援

現地ビジネスの“生の情報”により
安心感を得てスピードアップに繋がった。

企 業プロフィール
外装部品、排気蛇管を軸とした自動車用部品の製
造事業を展開。アメリカをはじめとした、数々の海
外拠点を保有しており、近年では自動車部品の開
発で培われた技術を応用し、電動自転車『ウォーキ
ングバイシクル』などの自社製品の開発・販売も手
がけている。1959年設立。

疑心暗鬼に陥った現地との関係改善が急務だった

ジェトロの専門家という後ろ盾で、相手の真剣度が増した

　ラオス中部における漬物の原料（塩漬けきゅうり）の生産量を30ｔから

1,000ｔ規模に拡大する。それが今回の海外プロジェクトの目的です。わ

が社の看板商品「きゅうりのキューちゃん」の原料は、1970年代から商社

経由でタイや中国などから輸入してきました。しかし、人件費の高騰など

から、長期間、安定供給ができる新しい拠点づくりが急務だったのです。

　そこで、気候、政情、コストの観点からラオスを選出し、商社を通じて現

地の農業者に委託する方式で取り組んできましたが、生産量がなかなか向

上しませんでした。ラオスでは主食の米作が盛んなため、経験のないきゅう

り栽培を引き受ける農家が集まらなかったのです。私たちとしては、ただ大

量の原料を確保するだけではなく、現地に指導者を送って栽培技術を伝え

ることで、農業者の豊かな暮らしに貢献したいという想いもありました。し

かし、商社を介したやり取りではこうした想いまでは届かず、お互いに疑心

暗鬼に陥っていたことも事実です。この状況をなんとか打破したい。そのよ

うな気持ちから、2013年5月に本サービスに申し込んだのです。

　これまでの顔が見えない関係では、交渉や契約が軽視される傾向があり、

本プロジェクト自体が立ち消えになる可能性もありました。しかし、日本政府

の後ろ盾があるジェトロの専門家が同席することで商談に緊張感が生まれ、

メールのレスポンスが早くなるなど、明らかに対応が変わったのです。また、

大村専門家が現地の農業者を束ねる企業の責任者と面識があったため、ス

ムーズな意思疎通が可能となり、「このプロジェクトを本格的に推進したい」

という意思をしっかりと伝えることができました。

　その後も直接対話を重ね、指導者を派遣して技術供与を行うことや、極端

な安値を求めず双方に利益のある取引を目指すことなど、お互いにビジョン

を共有することで信頼関係の構築に努めました。そのおかげで、現地企業の

代表者から1,000t規模の原料生産に向けて協同で取り組む旨の合意を得る

に至ったのです。今年の12月頃には工場稼動が実現する見込みですが、これ

からもわが社は、「漬物原料の安定供給」と「現地への経済的貢献」という、

双方がwin-winの関係を保てる海外事業を目指していくつもりです。

FILE:08

ラオス中部のきゅうり農園

東海漬物株式会社 （愛知県豊橋市）　　 農業・食品加工　

信頼と対話で実現する、生産拠点再生の道ラオス

原 料部・主事

越山 直元

専門家プロフィール 大村 直樹
輸送用機器メーカーに勤務し、アフリカやヨーロッパでの販売業務を行う。その後、メキシコ
や米国の駐在経験を経て、中国やタイなどの工場・販売会社会長などを歴任。退職後、厚生
労働省愛知労働局を経てジェトロの専門家として進出事業を支援している。

　企業の海外進出を支援するにあたって、大切にしていることが2

つあります。一つはしっかりとした事業計画を立てることです。無

理・無駄・ムラがないかどうか、年度別にタイムスケジュールを作成

しチェックします。これがないと海図を持たずに航海をするような

もので、事業はスムーズに運びません。進出国の市場規模を把握し

ながら自社のビジネスをどう展開すべきか、なるべく遠く、全体を

見渡すような意識で事業戦略を描くことが重要です。

　そしてもう一つ大切にしているのが「WORK TOGETHER！」の精神

です。これは、単に「教える／教わる」という支援ではなく、「企業と共

に新しいビジネスモデルを作る」という姿勢のことを意味します。各企

業が長い時間をかけて培ってきたノウハウと専門家の知見を持ち寄っ

て、進出事業の1から10までのすべてを一緒にやりたいという、そのよ

うな想いで取り組んでいます。そして、これまでの海外経験を通じて得

た人脈も私の大切な財産です。本サービスは、私にとってこれらの財

産を日本の次世代を担う企業に渡すことができる良い機会であり、社

会への恩返しになればと考えています。

「WORK TOGETHER！」の
精神で社会に恩返しをしたい

間接取引によるコミュニケーション不足が
解消され、現地の農業者との信頼関係を基
に直接取引が実現した。

企 業プロフィール
高品質で安心・安全な漬物の製造・販売を行
う。1962年に誕生したベストセラー商品「きゅう
りのキューちゃん」をはじめ、「近江漬物シリー
ズ」「福神漬」や日本人の味覚に合わせて作った
キムチ「こくうま」など多くのヒット商品を世に送
り出している。1941年設立。
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FILE:09

トルコのボスポラス海峡海底トンネル

豊国工業株式会社 （広島県東広島市）　　

幾多の水害を乗り越えた日本の技術をアジアのためにタイ

代 表 取 締 役 社 長

金谷 俊宗

契約寸前で商談が破たんした苦い経験を乗り越える

専門家の知識と情熱で海外に再チャレンジ

　わが社が長年培ってきた水門専門メーカーとしての技術を、東南アジアの治水

事業に役立てたい。タイへの海外進出を決意したのは、2011年にこの地を襲った

大洪水がきっかけでした。台風や震災などの災害を乗り越えてきた日本の技術

で、世界の安全に貢献したいという想いがありました。しかし、これまで台湾など

で水門事業の技術提携などを行ってきたのですが、その中には契約寸前で商談

が破たんし、見切り発注による手痛い打撃を被った苦い経験がありました。その

ため社内には、新たな海外進出に二の足を踏む風潮があったのです。

　私の想いは、社員全員で苦い経験を乗り越えるためにも、現地で仕事を

獲得するためにも、実績を作ることが必要不可欠でした。私たちが手がけ

る大規模な水門の工事は国からの発注がメインとなりますが、その国の慣

習によって公共事業に対する考え方も異なります。日本の技術をそのまま

向こうへ持っていって押し売りしても受け止めてもらえないのです。そこで、

現地のニーズや情報を集積する拠点として、2013年9月に駐在員事務所を

立ち上げ、ジェトロの支援サービスに申し込みました。

　わが社が求めていたのは、成功事例を勝ち得るために魂をこめて一緒に

活動してくれるパートナーでした。水門事業は専門性が高いため、支援には

技術面に関する理解が必須です。そうした知識に加えて、現地の事情にも

精通した佐藤専門家の魂のこもった支援により、海外進出に躊躇していた

社内の雰囲気が徐々に変わってきました。

　現在は専門家とわが社の社員がタッグを組んで、タイ、ミャンマー、インド

ネシアなどを視察し、各国のマーケティング調査とパートナー探しを行ってい

ます。送られてくるレポートには、専門知識を活かした製造能力や技術水準の

点からの鋭い分析が含まれており、案件受注に近づいている手ごたえを感じ

ています。また、「現地では情報収集や人脈構築のために積極的に外回りを

し、タイ人スタッフは通訳として同行させるべき」といった事務所運営に関す

る助言も役立っています。今後もASEANのへそであるタイを足掛かりに、契

約への突破口となる実績を作るための活動を続け、将来は自社製品を製造

するための現地法人の設立を目指したいと考えています。

魂のこもった支援により、
社内の雰囲気が変化した。

専門家プロフィール 佐藤 純一郎
大手機械メーカーで農機・エンジン関連事業や水・環境関連事業に携わり、シンガポール
に3年間駐在。水・環境の事業では上・下水事業の海外拠点設立や事業企画などの海外展
開、ODAなど大型プロジェクトの営業を担当した。

　私がこれまで在籍してきた企業でも、かつては変革や海外進出

を躊躇する社内体質がありました。今回の支援ではその経験を踏

まえて、まず海外事業を担当する組織づくりを支援し、責任者を明

確にしました。そして、私自身も月1回の事業部会に参加し、交渉中

の案件を発表することで、海外には大きなチャンスがあることを周

知しています。その成果もあって海外進出に対する社内の雰囲気は

好転しつつあると感じています。

　また、物づくりに秀でた日本の技術者は「よい物を作れば売れ

る」と思いがちです。しかし海外では事情が異なります。ニーズ予算

に合わせてダウングレードするのも技術の一つで、受注には柔軟

な対応が不可欠です。豊国工業社では当面はタイ事務所を中心に

受注や現地企業との提携を予定していますが、民間企業が水門事

業に携わる周辺他国での受注も視野に入れています。技術力と国

内実績が活かせる営業支援を中心に、今後は具体的なビジネスモ

デルの構築についてもサポートしていく予定です。

過去の苦い経験を乗り越え
チャンスだと感じる進出事業に

製造業（水門・ダム）　

企 業プロフィール
水門やダムの放流口、止水設備など、大型の水
門や高圧ゲートを製造、販売し、国内の総合水
門メーカーではトップクラスの実績を持つ。2011
年にはトルコのボスポラス海峡海底トンネルのス
イングゲートの設計、製造と据付指導を請け負
うなど海外での設置実績もある。1957年設立。

FILE:10

ベトナムのダラット市のレタス農園

株式会社ラクエインターナショナル （長野県南佐久郡川上村） 　　

日本の農業で、ベトナムの豊かな社会づくりに貢献するベトナム

取 締 役

荒井 久

「安心・安全・おいしい」を伝える販路開拓に成功

現地の生活向上に貢献できる農業モデルを作りたい

　ベトナムのレタスの品質は、日本と比べて雲泥の差があります。葉はくたくた

で、農薬を取り去るために洗剤で洗ってから食べるのが一般的です。現地の食

卓に、安心・安全でおいしいレタスを届けたい。そのような想いから、川上村と

気候が似たダラット市で、日本のレタスを栽培する事業を始めました。まず、現

地で近代農業を経営するベトナム農業法人とパートナーを組み、2014年1月に

試験栽培をスタートさせました。その後、4月上旬には合弁会社を設立し、同時

期に出荷可能なレベルのレタス栽培に成功しました。

　しかし、課題はここからでした。収穫したレタスを「どこに」「どのように」

売るかという、販路開拓のストーリーが描けていなかったことに気付いたの

です。そこで、本サービスに申し込み、渡辺専門家の力をお借りしました。同

専門家はアジアでの商品開発のバイヤーとしての経験を活かし、生産者と販

売者がwin-winの関係になる形での企画提案を行ってくれました。たとえば、

日系企業やメディアを招いてB to Bの試食会を実現したり、広報ツールを制作

して現地企業とのタイアップ広告を出したりするなど、限られた予算の中で

様々な施策を提案していただきました。

　特に試食会を行った際、専門家のアドバイスで来場者にアンケートを実

施したのですが、これがその後の量販店との交渉材料として非常に役立

ちました。実は栽培や保冷輸送にコストがかかるため、私たちのレタスの

販売価格は現地の倍以上になってしまう見込みだったのです。しかし、試

食会で実績を残せたことにより、交渉を重ねた末に、2倍以上の販売価格

でも定番商品として取り扱ってもらうことができました。

　現在のベトナムは人口の約70％が農業労働者ですが、農業の質はまだ

まだ低く、農民も貧しいのが現状です。私たちの夢は、高収入を生み出す

日本の農業モデルを通じて、彼らの生活レベルを向上させることです。そ

してその輪をASEAN全域に広げ、様々な国の食卓に日本の農業のノウハ

ウを活かした「安心・安全・おいしい」を届けつつ、現地に新たな雇用を

創出することで、豊かな社会づくりを実現する農業モデルを構築したいと

考えています。

専門家プロフィール 渡辺 幹夫
大手小売業で店長やバイヤーとしてアジアからの商品開発輸入に携わり、タイ駐在や出身小
売業のアジア展開における経験を基に、海外進出アドバイザーとして独立。アジアでの広域
なネットワークと強力な現地視点マーケティングで、現在はジェトロの専門家として活躍中。

　 ジェトロの支 援 の 強み は、24 0 名もの専 門 家を擁している

ことです。その全員が培ってきたノウハウや人 脈を結集でき、

さらに各方面から常に客 観的で 幅 広い情 報がアップロードさ

れています。海 外進出支 援を求める中堅・中小企 業の事情 や

経営者の考え方は様々なため、こうしたジェトロならではの総

合力を活かすことで、それぞれの業種や目的に応じた「個別対

応」の支援が可能になります。

　今回のラクエインターナショナル社の支援にあたっては、私

自身の人 脈とジェトロが 持つ 情 報 網を活 かして取り組みまし

た。特にB to Bの試食会の開催にあたっては、現地の情報を取

り寄せて、売り込 み先のリストを作成しました。その 結果、日

系の小売 業や飲 食 業 、さらに現 地メディアからの集 客に成 功

し、好反応を得ることができました。

240名の専門家による総合力で
各企業に適した「個別対応」を

農業　

現地の日系量販店との取引が成立し、
手つかずだった販路の開拓が実現できた。

企 業プロフィール
日本有数の高級レタス産地として知られ、農
家の平均年収は 2,500 万円を超えるという長
野県川上村。この地で高品質な「天空レタス」
等を栽培する農業法人・株式会社ラクエの海
外展開を担う企業として活動している。2014
年設立。



14 15




