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海外ビジネスに
ジェトロをこう使え

はじめに
「ジェトロ活用事例集 - 海外ビジネスにジェトロをこう使え -」の 2013 年版をお届けい
たします。本事例集では、ジェトロの様々な事業 ･ サービスを活用して、海外ビジネス
に取り組んだ企業事例 45 件を各都道府県から選定し、企業・団体別に掲載しています（一
部地域を除く）
。
全国に配置されているジェトロの事務所（貿易情報センター）には、毎年様々な相談
が寄せられます。ジェトロは、国内外のネットワークを活かしながら各種事業 ･ サービ
スをご提供し、海外ビジネスにチャレンジする企業の皆様を支援しています。
本文中では、輸出事業を中心とした「海外市場開拓」
、現地法人や企業提携等の海外拠
点の設立・設置による「対外投資」
「業務提携」
、海外企業の日本進出による「対日投資」
の種別を明記し、海外（日本）展開を目指す企業が、“ どのようなケースにおいて、どの
ようにジェトロを活用したか ” を簡潔にまとめています。実際の事例をご紹介することで、
今後、海外ビジネス展開を目指す企業の皆様にとりましても、本事例集がジェトロ事業
のご理解とご活用の一助となれば幸いです。
なお、ここに掲載した事例はあくまで調査時点での情報を基に作成しています。その
後の経済環境や市場動向などにより状況が変化することもありますので、お含みおき下
さいますようお願い申し上げます。
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企画部

※

掲載企業の種別・業種別索引は巻末 48 ～ 49 ページをご覧ください。

※

掲載企業が活用したジェトロの主な事業・サービスの内容及びジェトロの相談窓口
については、巻末 50 ～ 51 ページ、またはジェトロのホームページ
（http://www.jetro.go.jp/indexj.html）をご参照ください。

目

次

企 業 ・ 団 体 名
根室市アジア圏輸出促進協議会
有限会社 アルパジョン
北緯四十度のまち 株式会社
有限会社 グリーンブリーズ
小林工業 株式会社
株式会社 エクセルソフト
株式会社 宝来屋本店
吉久保酒造 株式会社
フタバ食品 株式会社
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トヨタ工機 株式会社
有限会社 オフィス結アジア
株式会社 小泉測機製作所
瀬尾製作所 株式会社
西山産業開発 株式会社
株式会社 長井
株式会社 川栄
太陽工業 株式会社
寶蓮（ぽーりん）
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株式会社 昭和電機製作所
長谷製陶 株式会社
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株式会社 西山酒造場
株式会社 ヤマサ脇口水産
農事組合法人 広岡農場
エステック 株式会社
株式会社 バイストン
宝積飲料 株式会社
株式会社 ジオパワーシステム
ナノミストテクノロジーズ 株式会社
プーキートレーディング 株式会社
株式会社 横崎製作所
有限会社 高知アイス
目野酒造 株式会社
大久保設備工業 株式会社
協和機電工業 株式会社
有限会社 那須ファーム
株式会社 アズコミュニケーションズ
八千代伝酒造 株式会社
株式会社 新垣通商
索引（五十音順・種別／業種別）
掲載企業が活用したジェトロの主な事業・サービス
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1

～「根室のサンマ」を国際ブランドへ ～

根室市アジア圏輸出促進協議会
住所

北海道根室市常盤町 2-27 根室市総合政策部内

TEL

0153-23-6111 （代表）

HP

http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf
（根室市 HP 内総合政策室）

高品質でおいしい「根室のサンマ」をベトナム市場に向けて積極的に PR。官民一体の地域プロジェクトで国際ブ
ランド化を図り、水産都市・根室の新たなる活路を見出す。
［種別］海外市場開拓

［対象国］ベトナム

❖官民連携プロジェクトを発足
北海道本土の最東端に位置し、眼下に太平洋とオホーツク海

ム輸出を市長が直々に提案した。ジェトロでは、協議会発足直
後からアドバイスを行い、バイヤー招へいによる商談会の開催
やミッション派遣などを通じて協議会をバックアップしてき

を臨む根室市は、道内一の水産物取扱高を誇る国内有数の水産

た。その他、実務経験の全くない現地の参加企業などを対象に、

都市だ。サケマス漁に並びサンマ漁が盛んで、北の海で育った

計５回にわたり貿易実務講座を実施した。12 年２月には「根室

脂がのった根室産のサンマは高品質でおいしいと評判だ。水揚

サンマ祭り」と称し、ハノイ、ホーチミン市内のスーパーマー

げ量も全国一だが、ここ数年は魚価が低迷して売り上げが落ち

ケットや日本食レストランなどでサンマの試食会や即売会を実

る一方で、国内消費の拡大が望めない状況にある。また、若者

施して現地の富裕層や中間層に向けて「根室のサンマ」を PR

の人口減少による労働力不足なども地域が抱える深刻な問題

した。活動の成果もあり、11 年１月～ 12 月の実績で根室市は

だ。そのような状況を打開するべく、根室市では地域経済の活

ベトナムへ向けて約 150 トンの水産物の輸出を達成した。

性化、産業振興の観点から、根室水産物の国際ブランド化を目

黎明期の輸出事業だが課題もある。ベトナムでは川魚が主体

的に「根室市アジア圏輸出促進協議会」を 2010 年５月に発足

で一部地域を除いて海魚を食す習慣があまりない。また、輸出

した。同協議会は長谷川市長が自ら会長となり、根室市と根室

用冷凍サンマでは台湾産、韓国産が先行しており、価格も根室

商工会議所、水産協会、市内４漁業協同組合、金融協会から構

産は 1.5 倍の高級品だ。競合品との差別化を図るため、
“ 高品質・

成される官民一体の地域プロジェクトとして、ベトナムを最初

安全・安心 ” な根室ブランドの浸透を目的に 11 年６月に日本

のターゲットに、アジア市場に向けて根室水産物の輸出促進へ

とベトナムで「根室のサンマ」の商標登録を申請してブランド

の取り組みを進めている。

戦略を展開している。ベトナム全域への浸透にはまだ時間が必

❖ベトナムで「根室のサンマ」を PR
2000 年代に入り目覚しい経済発展を遂げているベトナムで
は、スーパーやコンビニが普及しはじめ、冷凍食品を含めた輸
入食品も増加傾向にある。今後が期待できる成長マーケットで
あり、加えて良好な政治関係も手伝って根室市が最初の輸出相

要だが、今後は他のアジア市場へも進出する予定だ。閉塞感が
続く国内市場であるが、海外輸出への取組みを機に国内におけ
る根室ブランドの価値も高まっており、相乗効果も出てきてい
る。

❖地域経済再生のモデルケースに

手国としてベトナムを選んだ意味は大きい。当協議会では両国

根室の水産加工施設では、現在約 280 名の中国人技能実習生

間の人的交流を重んじ、10 年４月に来日中のベトナム投資計画

を受け入れている。しかし、人材確保が困難になりつつあり、

省の大臣（当時）を北海道に招いて根室の冷凍サンマのベトナ

根室商工会議所が主体となってベトナム人技能実習生の受け入
れを進め、リスク分散する水産企業も出てきた。また貿易実務
を学んだベトナム人を市職員として採用するなどしており、輸
出事業から外国人雇用が生まれ地域が活性化するという根室市
の一連の取り組みが、日本における地域経済再生の一つの試金
石になるかも知れない。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加 / 貿易実務講座
・バイヤー招へい
・ミッション派遣
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～ 青森の風土で育まれたスイーツを世界へ ～

有限会社

アルパジョン

住所

青森県八戸市下長 2-1-25

TEL

0178-20-5822

HP

http://www.arpajon.co.jp

「青森の自然への感謝」をコンセプトに、地元の食材にこだわったチーズケーキ「朝の八甲田」をはじめとする
“ 手作りスイーツ ” でアジア ･ 米国市場をターゲットに世界に挑む。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］中国、香港、台湾、米国

❖ “ 青森の心 ” を伝える手作りスイーツ

のコンセプトや現地販売形態についての要望が受け入れられた
結果、同年に上海の２店舗に出店し、
「朝の八甲田」のほか、ベ

青森県八戸市は近海の豊かな漁場で獲れたイカ ･ 鯖などの海

イクドチーズケーキ「琥珀」や、抹茶チーズケーキ「万緑」を

産物が豊富な東北有数の漁港都市だが、この地にお菓子作りで

販売して好評を得た。しかし、10 年に起きた口蹄疫の影響で万

世界を視野にチャレンジを続ける企業がある。

博開催 1 週間前に輸出が止まり、上海から撤退することになっ

1992 年に地元・八戸にケーキ店を開業した松坂社長は、そ

た。この経験を機に、同社は海外展開を模索することになる。

の後「有限会社アルパジョン」を設立して事業を拡大、現在は

ジ ェ ト ロ 事 業 を 通 じ て、 香 港 で 開 催 さ れ た「 香 港 FOOD

青森県内に５店舗を開業しており、生菓子 80 種類、焼き菓子

EXPO」への出展や海外の展示会、商談会にも積極的に参加し、

100 種類、チョコレート 30 種類を扱うほどの企業規模に成長

11 年２月には台湾へ初めて輸出を行った。また、現地のテレビ

した。同社製品は、青森の風土で育てられた四季折々の食材に

ショッピング番組に松坂社長自らが出演して 40 分間で 1,500

こだわり、大量生産方式ではなく、注文を受けてから職人が一

万円を売り上げるなど、台湾との取引は順調だ。今後は、会社

つ一つ真心をこめて作り上げている。特にチーズケーキ「朝の

のコンセプトを取引先に正しく理解してもらうため、現在の間

八甲田」は、手作りならではの “ ツヤがあってしなやかな味 ”

接貿易から商社を通さない直接貿易へのシフトを計画してお

が評判を呼び、01 年の販売開始以来、インターネット通販など

り、商社に負けないノウハウを持った人材の育成を行っている

での注文が殺到し、マスコミにも取り上げられ話題となった商

ところだ。

品だ。東日本大震災発生直後には、菓子作りを一時停止して、
地元の人々に主食を提供するためパン作りを行うなど、地域の
生活を優先して営業を行ってきたが、その後はスイーツ販売に
よる売り上げも伸びている。

❖チーズケーキで上海へ進出

❖健康志向ブームの米国市場へ
同社がアジアの次に注目しているのが米国市場だ。ロサンゼ
ルスの消費者の反応を知るためのモニタリング調査として、11
年９月にジェトロ事業を活用して青森県内の企業約 15 社と共
同で現地の日系・韓国系スーパーでの展示 ･ 即売会に参加した。

海外向けには、“made in 青森、made in JAPAN” をコンセ

「朝の八甲田」は、味が濃くてなめらかなのに一個あたりのカ

プトに、
「日本の文化 ･ 自然の中から生まれた食材を使ったス

ロリーが比較的低い。このことが健康志向の中間所得者層を中

イーツ」の商品開発 ･ マーケティングを行っている。同社が世

心に好評だった。このモニタリング調査から得た健康志向ブー

界に目を向けるようになったのは、上海万博を数年後に控えた

ムをキーワードに、現在、豆腐や抹茶などヘルシーな日本食材

07 年に上海のバイヤーが同社を訪れたことがきっかけで、同社

を使用した欧米向けの新商品の開発を行っているところだ。
その後も 12 年 1 月にサンフランシスコで開催された
「Winter
Fancy Food Show 2012」にジェトロを通じて出展、この出展
を米国市場における既存商品のモニタリング機会として活用
し、米国向けの商品開発に繋げたい考えだ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・海外ミニ調査サービス
・輸出有望案件支援サービス
4

～ 白たい焼きで日本食品の激戦区香港に挑む ～

北緯四十度のまち
住所

岩手県岩手郡岩手町大字江刈内 9-58

TEL

0195-62-1331

HP

http://www.hokui40.jp/

株式会社

もっちりとした食感がブームを生んだ白たい焼きシリーズ。岩手県屈指の食品メーカーが、香港市場を足がかりに、
白たい焼きで東アジアナンバーワンブランドを目指す。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］香港、韓国

❖ “ 白たい焼き ” が大ヒット

11 年 10 月下旬にジェトロ主催の「香港食品市場開拓ミッショ
ン」に参加した。約 40 社が参加する商談会で「白たい焼きの

北緯四十度のまちは、たい焼きや冷麺、ラーメンなど小麦粉

企業と商談するためだけに会場まで足を運んだ」という香港の

を原料とした商品を製造・販売する岩手屈指の食品メーカーだ。

大手スーパーなどに強力なネットワークを持つバイヤーと商談

中でもタピオカ澱粉を含んだ小麦粉を使用した白たい焼きは、

を行い、以後、香港における総代理店として連携するようになっ

もっちりとした食感が特徴で、2009 年頃より国内でブームと

た。その後の動きは非常に早く、同バイヤーを通じて商談の２ヵ

なっている人気商品だ。焼いても白いので、発売当初は出荷先

月後には１回目の出荷を終了、12 年２月には２回目の出荷を終

から焼けてないといったクレームがよくきたそうだ。同社の白

了し、同年６月までに計４回の注文を受けた。小売で１個 16

たい焼きは、独特の食感に加え、冷やしても温めてもおいしい、

香港ドルと手頃な値段であること、甘すぎるのを嫌う香港人の

という特徴があり、味のバリエーションも 13 種類と豊富だ。

味覚に同社の甘さ控えめな餡が合ったこと、歩きながら食べる

取引先の小麦粉メーカーと共同で開発を重ねたタピオカ澱粉

習慣がある香港人に包み紙に入ったスタイルがマッチしたこと

は、取引先が特許を取得しており、このタピオカ澱粉を使用し

などが、同社のたい焼きが受け入れられた理由のようだ。その

た白たい焼きを国内で大量生産している。

後、12 年８月に開催された「香港 FOOD EXPO 2012」のジャ

❖初めての海外バイヤーとの商談で手応え
同社は、11 年１月にジェトロが開催した海外バイヤー招へい
商談会に参加し、初めて海外バイヤーと商談を行った。最初に
コンタクトした香港のバイヤーから「総代理店契約を結びたい」

パンパビリオンに総代理店となるバイヤーとともに出展した際
には製品が完売するなど、日本食品の激戦区である香港市場で
“ 勝算あり ” と一層の手応えを感じている。

❖韓国市場へも進出

との申し出を受け、海外進出の手応えをつかんだ同社は、海外

現在、韓国 ･ ソウルの百貨店においてもプロモーション販売

展開を見据え、積極的にジェトロが主催する食品セミナーなど

を行っており、香港での販売同様、総代理店となるバイヤーと

に参加するようになった。

パートナーを組むことでソウル市場に売り込んで行く計画だ。

海外への意識が芽生え始めた矢先、東日本大震災が発生した。

目指すは、東アジア地域ナンバーワンブランド、「たい焼きと

従業員やその家族は全員無事だったが、停電の影響で商品や原

言えば、北緯四十度のまち」と言われる商品に育つまで走り続

料を廃棄処分したり、ガソリンの供給不足のために物流が機能

けるつもりだ。

しない、風評被害により商品が売れないなどさまざまな困難に
直面した。国内の景気が停滞する中、同社では海外に目を向け、

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
・ミッション派遣
5

～ 日本酒ブームで韓国向け輸出が好調 ～

有限会社

グリーンブリーズ

住所

宮城県仙台市若林区中倉 1-20-16

TEL

022-290-5834

HP

http://sake-sendai.jimdo.com/

東北地方の地酒専門店が、ジェトロなどの各支援機関を活用して海外の居酒屋をターゲットに販売を強化。震災
後の危機的状況に迅速に対応し、震災前よりも販売実績を伸ばす。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］香港、中国、韓国、米国

❖東北地方で最初の地酒専門店
仙台で酒類小売業及び輸出業を営むグリーンブリーズ（前 ･
仙台の酒屋 浅野）は、東北地方初の地酒専門店として 1968 年
に開業した。東北を中心に全国のいわゆる地酒を扱っており、
地域に根付いた商売を二代にわたり続けている。二代目の浅野

取引先の酒蔵の状況を一つひとつ確認して回った。震災直後は
多くの酒蔵が被災して入荷自体が滞り、また、輸出制限の強化
や原発事故による風評被害などでキャンセルが相次ぎ、輸出事
業は絶望的状況かと思われた。

❖震災前の 30 倍の売り上げ成果

康城社長は、欧州に渡った自身の体験から、海外における日本

この事態に対して同社は、ジェトロ事業を効果的に活用する

酒需要に着目し、約 20 年前から海外の各都市にある日本食レ

ためジェトロ ･ メンバーズに加入して海外マーケットの状況把

ストランや居酒屋に向けた日本酒輸出事業展開を考えていた。

握に努める一方、ジェトロが主催する「KOREA FOOD EXPO」

近年の海外における和食ブームに乗じた日本酒需要の高まりな

や「香港 FOOD EXPO」などの見本市に参加して東北地方の地

どを受けて同社は、ジェトロをはじめ各支援機関を活用して海

酒を積極的に PR した。意欲的に行動し、東北の元気と底力を

外マーケットへの挑戦を始めた。

海外に向けて発信した結果、ここ数年日本酒ブームに沸く韓国

❖震災で輸出事業は危機的状況に

からの受注が増え、11 年８月より、韓国へ 40 フィートコンテ
ナで日本酒を出荷している。11 年には前年比約 30 倍の成約額

09 年８月に開催された「香港ワインフェア」への出展をきっ

を上げるに至り、震災前よりも飛躍的に販売数を伸ばした。12

かけに同社の輸出事業が動き始めた。同展示会を通じて香港の

年 10 月開催の「日本酒 ･ 焼酎輸出商談会 in 福島」では、宮城

飲食店に向けて初めて日本酒輸出を行った。続いて同年 10 月

の地酒「真鶴」や関連商品に人気が集まり、ジェトロが招へい

に宮城県が開催する展示会への出展を通じて、宮城県産の日本

したバイヤーのうち複数社から引き合いがあり、成約見込みだ

酒を韓国に向けて輸出するなど着実に海外販路を広げていっ

という。社長の持ち前の行動力で震災による数々の逆境を跳ね

た。同時に、煩雑な手続きが必要な輸出書類等についてもジェ

除け、大きな成果を勝ち取った。

トロの貿易投資相談を活用して、社長自らが率先して学んだ。
ところが、11 年３月に発生した東日本大震災により状況は一

海外販売の好調を受けて同社は、今後国内の有力企業２社の
協力を得てアジア及び欧州地域の販路開拓を強化する予定だ。

変。店舗にあった日本酒が倒れて大量破損したほか、韓国向け

北米や中国などこれまで未開拓だった国や地域及び現在輸入規

輸出のために仙台港に保管していた商品が津波でコンテナごと

制がかかっている地域についても出荷準備を整えており、今後

流出した。社長宅も「大規模半壊」の認定を受けるなど被害は

もバイヤー招へい商談会などのジェトロ事業を活用して販路を

甚大だったが、震災による混乱の中、社長は瓦礫を掻き分け、

拡大していきたい考えである。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
6

～ 粉末成形技術で世界進出 ～

小林工業

株式会社

住所

秋田県由利本荘市石脇字赤はげ 1-372

TEL

0184-22-5320

HP

http://www.kobayashi-akita.co.jp/

粉末成形プレス機や金型の成形技術を深化させてきた企業が、欧州をターゲットに海外市場開拓に取り組み、海
外市場において国内を上回る販売実績を上げる。
［種別］海外市場開拓

［対象国］欧州

❖粉末成形の技術を深化

知拡大が必要と考えた同社はジェトロ秋田に相談し、「輸出有
望案件発掘支援事業」を活用して海外市場開拓に着手した。先

秋田県南部の本荘由利地域は、電子部品メーカー大手「TDK」

ずは欧州で自社製品を PR できる機会を探り、2011 年２月にフ

の創業者の出身地であり、TDK の主力工場群が立地している。

ランクフルトで開催される「ユーロモールド」に照準を合わせ

そのため、同地域には地場の機械金属加工や電機電子分野のも

た。同展示会への出展に向けてユーザーとなる超硬工具メー

のづくり企業が集積している。小林工業も TDK との関係が深

カーや粉末冶金の関連企業をリストアップして DM を送付した。

く、TDK 向けにフェライト（磁性材料）の加工や金型、金属加

その結果、DM を受け取った企業が同社のブースを訪れ、商談

工を行ってきた。このような背景から、同社は、フェライト加

へと発展した。また、同展示会の技術カンファレンスでは、海

工で培った粉末成形の技術を発展させてきた。

外ビジネスを指揮する常務取締役が自ら英語を特訓し、同社製

粉末成形は、成形体の形状の正確さや密度の均一化など高い

品の特徴について英語でプレゼンした。「ユーロモールド」に

技術力が要求されるが、同社は粉末成形において金型とプレス

はその後も 10 年から３年連続で出展し、11 年７月にはドイツ

機の両方に携わってきた世界でも珍しい企業である。粉末成形

企業と代理店契約を締結した。すぐに代理店にデモ機を設置し

は主に超硬工具やセラミックス電子部品の成形に用いられてお

て成形実験に対応できる体制を整え、本場の欧州でセールス活

り、同社は粉末成形プレス機で国内市場シェアを伸ばし、技術

動を続けるうちに、超硬工具の需要が高まっている中国や韓国

を確立した。その技術を生かして新たな展開を図るべく、海外

企業からの引き合いも相次ぎ、ついには海外市場での販売が国

市場を目指すことにした。同社は粉末成形プレス機に強い自信

内を上回った。

があり、ライバル企業が主に油圧式を採用するのに対し、AC

海外市場開拓に取り組んでから約３年、展示会等へ出展する

サーボモーターによる製品開発に取り組み、ミクロン単位の精

際は発表の機会も積極的に活用し、常務取締役から始まった英

度を可能にしたプレス機を完成させた。独自構造により複雑な

語によるプレゼン経験者は４人となった。社内では各部門の担

成形パターンも精度よく成形できるうえ、低騒音で振動も少な

当者が直接ドイツの代理店と英語メールで連絡し合っている。

く、省エネで環境負荷が少ないなどのメリットもある。

社内では英語の研修を行うなど、海外ビジネスも定着したよう

❖海外市場での販売が国内を上回る
粉末成形の本場である欧州には業界最大手や業界第２位の粉

だ。また、11 年秋には海外機械営業部を新設するとともに海外
担当者も増員した。現在は輸出管理に対応した組織の構築に向
けて取り組んでいる。

末成形プレス機メーカーがあるだけでなく、ユーザーとなる超
硬工具メーカーも多い。世界展開のためには本場の欧州での認

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・輸出有望案件支援サービス
・海外ブリーフィング
7

～ 包装用機械の制御装置を巨大マーケットへ ～

株式会社

エクセルソフト

住所

山形県山形市宮町 1-12-12

TEL

023-625-6800

HP

http://www.ex-soft.com/

包装用機械の制御装置の韓国市場開拓に成功した企業が、中国を次なるターゲットに海外販路開拓に挑み、中国
企業２社における試作機械の採用が決定。
［種別］海外市場開拓

［対象国］韓国、中国

❖包装用機械の制御装置を開発

ず前に踏み出せずにいた折、ジェトロ山形と地銀主催のセミ
ナーに参加してジェトロ事業に関心を持った。その後同社は 12

エクセルソフトは、大手企業向けの機械制御用システムなど

年 1 月に「輸出有望案件発掘支援事業」に採択され、ジェトロ

FA 関連のソフトウェア受託開発をコア事業に、その他、包装

の全面的なサポートを受けながら、中国市場開拓を進めること

用機械の制御装置の開発 ･ 製造 ･ 販売等も手がけるシステム開

になった。同事業に採択された直後に専門家同行のもと包装機

発業者である。自社開発の包装用機械制御装置は、国内向けで

械メーカーの集積地である青島や佛山など中国の各都市を訪れ

は最も安価な構成の１軸包装機に採用されており、主に中小規

た。瀋陽の展示会で知り合った企業を訪問して商談を行ったほ

模の包装機械メーカーで導入されてきた。国内の大手包装機械

か、具体的な市場調査を行うためアポなしの飛込み営業も行い、

メーカーは自前で同装置を開発 ･ 製造しており、国内販売ルー

帰国後は、訪問企業との契約締結に関するアドバイスや英文

トの拡大は難しいことなどから、同社は海外に早くから目を向

メールのやり取りに際してジェトロ専門家のサポートを受けな

けていた。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）からの案内によ

がら、フォロー活動を行った。同専門家から輸出戦略 ･ 交渉 ･

る展示会視察をきっかけに、15 年ほど前から韓国企業と取引を

契約に至るまでアドバイスを受けたことで、中国ビジネスに伴

開始し、包装機メーカーが多い韓国で販売を伸ばしてきた。こ

うリスクを極力回避することができた。また、売り込み先が包

れまでに韓国の大手菓子メーカーの大規模生産設備に採用され

装機械メーカーと販売代理店に限定されるため、企業の情報収

るなど、国内を上回る導入実績を上げている。また、同社部品

集や営業活動がスピーディーに進み、早期に成果が現れた。12

が採用されている紙おしぼりの包装機械は国内最高レベルの生

年７月には中国企業２社への試作機械の採用が決まり、現地で

産速度を誇り、アジア、欧州、米国など各国に輸出されている。

サンプルテストを行っている段階である。今後、大規模な生産

❖韓国市場で成功を収め、中国市場へ
韓国において販売実績を上げ、輸出事業を成功させた同社は、

が始まれば大きな発注が見込めるため期待は大きい。

❖人口規模の大きい国に関心

次なる市場として人口の多い中国に目を向け、山形県が主催す

同社は、新たな海外市場として中国市場同様に人口が多いイ

るハルビンの商談会に参加（05 年～）するなど中国市場進出を

ンドやインドネシアに関心を寄せている。包装機械は一般消費

模索してきた。11 年に瀋陽で開催された包装機専門の展示会に

材から食料品、工業製品に至るまで対象が広く、汎用性がある

出展した際に、中国の包装機メーカーにおける同社製品のニー

ため、人口規模が大きい市場は同社にとって有利に働く。まず

ズを肌で感じ、中国市場開拓の意思を強めた。しかし、韓国と

は現地市場や企業情報を得るため、ジェトロのサービスを活用

も日本とも商慣習が違う中国企業へのアプローチ方法がわから

しながら新たな開拓先を発掘していく計画である。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・輸出有望案件支援サービス
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・海外ミニ調査サービス
8

～ 逆風に負けるな－福島の食の安全性を PR ～

株式会社

宝来屋本店

住所

福島県郡山市田村町金屋字川久保 54−2

TEL

024-943-2380

HP

http://www.e-horaiya.com/

福島の原発事故後、県内の加工食品会社でいち早く海外見本市に出展を果たし、福島の食の安全性を粘り強く PR
した結果、米国への輸出を再開。福島県に明るいニュースをもたらした。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］米国、香港

❖創業 100 周年－伝統の糀製法

ジ ェ ト ロ が サ ン フ ラ ン シ コ で 開 催 し た 食 の 展 示 会「Winter
Fancy Food Show 2012」（2012 年１月）に、県内企業（加工

明治創業の宝来屋本店は福島県郡山市で 100 年伝承の糀製法

食品関連）としていち早く出展を果たし、これを機に日系スー

を使った味噌、あま酒、漬物調味料などを製造・販売する食品

パーとの契約に向けた交渉も始まった。しかし、米国への輸出

加工会社である。創業者が考案して看板商品となった「三五八

再開までには大きな壁が待ち受けていた。帰国後、輸出に向け

漬けの素」をはじめ、ねり味噌タイプのインスタント味噌や「冷

て動いていた最中に流通関係者から「福島の商品は現地の通関

やしあま酒」などの “ 全国初 ” となる企画アイデア商品を世に

で留め置かれるため扱えない」と言われ、交渉が中断しかけた。

送り出してきた。同社は、1993 年発売の「純米あま酒」がヒッ

これに対し、ジェトロサンフランシスコの職員が通関に問い合

トしたことを機にあま酒商品の強化を図り、08 年には、販路拡

わせて調査したところ、商品の留め置きなどの事実はなく比較

大に伴い敷地内に新しいあま酒工場を建設した。

的スムーズな通関が行われていることがわかった。同社はジェ

❖震災後、いち早く米国見本市に出展

トロからの回答をもとに交渉を続けた結果、５ヵ月をかけてよ
うやく契約にこぎつけた。12 年６月から貿易会社を通じてあま

海外販路の開拓に必要性を感じていた同社は、05 年にジェト

酒と味噌をシアトルのスーパーに毎月出荷しており、商品に放

ロ福島が福島県とともに開催した「福島県香港物産フェア」に

射線や産地の証明書を付けて安全性を PR し、信用の回復に努

出展して以来、香港のスーパーに「あま酒」を定期的に出荷し

めている。

ていたが、限定的な数量に留まっている。その後も食品フェア
への出展を通じて輸出事業に取り組んできたが、中国や台湾へ
の輸出は単発の取引に終わった。

❖県内業界関係者に明るいニュース
原発事故の影響で中国・台湾などアジア圏への輸出が困難と

このような状況から、同社はジェトロの「輸出有望案件発掘

なる中、“ 米国への輸出再開 ” という明るいニュースは地元新

支援事業」を活用して海外販路開拓に乗り出し、インドネシア

聞でも大きく取り上げられた。同社が内外に示した前向きな姿

への輸出を目標に２年間取り組んだが、ハラールフード（イス

勢は、福島県の食品業界関係者を勇気づけたことは想像に難く

ラム法で許可された食べ物）認証等の壁にぶつかり、実現には

ない。

至らなかった。

これまではアジア圏に照準を定めて輸出に取り組んできた同

更なる飛躍を求めて活動していた 11 年３月に東日本大震災

社だが、米国市場の優位性を認識しており、まずは米国へ一極

が発生、福島は原発事故の影響に見舞われた。風評被害で輸出

集中で取り組む。特にあま酒は砂糖を一切使用していないにも

がストップするなど食品業界が窮地に立たされる中、同社は

関わらず、しっかり甘さを感じられる点などが高く評価されて
おり、今後も同商品の展示会への出展等を通じて米国市場を
ターゲットに販路を開拓していく計画だ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
・ミッション派遣
・輸出有望案件支援サービス
9

～ 水戸の銘酒を世界へ ～

吉久保酒造

株式会社

住所

茨城県水戸市本町 3-9-5

TEL

029-224-4111

HP

http://www.ippin.co.jp

水戸の酒造会社が、アジアを中心とした日本酒の海外展開のため、見本市・展示会や商談会等のジェトロ事業を
積極的に活用。商談会等を通じて更なる販路拡大を目指す。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］米国、韓国、タイ、香港、台湾

❖水戸光圀公縁の銘酒
吉久保酒造（茨城県 ･ 水戸市）の清酒は、水戸光圀公の命で

時点に至るまで徹底した温度管理に努めており、プレミア感の
ある日本酒としてタイをはじめ、米国、韓国、インド、香港へ
販路を広げている。

作られた笠原水道の源水を仕込み水に作られる。もともと米穀

海外販路開拓において同社は、途中、11 年３月に発生した東

商を営んでいた店主が、笠原水道の軟水の湧水と地元産のおい

日本大震災の影響により、約 12,000 リットル分の日本酒が亡

しい米があれば常陸の銘酒が造れると、寛政２年（1790 年）

失となるなど大きな被害を被った。こうした中、同社はジェト

に酒造業に転じたのが始まりで、以後、地道な酒造りを代々続

ロ事業を活用し、12 年９月に「タイ農水産物 ･ 食品輸出ミッショ

けている。同社では、200 年以上伝承されてきた醸造技術と南

ン」に参加、ジェトロから紹介を受けたバイヤーとの交渉が継

部杜氏の磨かれた感性により、変わらぬ品質を維持し続けてい

続しているほか、「Hong Kong International Wine & Spirits

る。

Fair 」
（2012 年 11 月）や「シンガポール農水産物 ･ 食品輸出ミッ

代表銘柄の「一品」は、時間をかけて麹作りを行うため、通
常の酒蔵より発酵力の強い麹が生まれる。独特の辛口で旨みの
ある味わいが特徴で、茨城を代表する地酒として地元の方だけ
でなく、日本酒ファンにも広く親しまれている。

❖ジェトロ事業でチャンスを掴む

ション」（2012 年 11 月）に参加するなど、アジア地域を中心
に積極的な海外展開を図っている。
ジェトロ主催の商談会では、スタッフが事前アンケートをも
とに希望するバイヤーとの商談機会を積極的に設けるなどジェ
トロのバックアップがあり、企業単体では難しいことも、ジェ
トロ事業を活用することで海外販路開拓の道筋を立てることが

海外輸出を担当している吉久保専務は、学生時代にタイに留

できたと実感している。また、酒造り担当の社員が海外の商談

学した際、現地に品質管理された日本酒が流通していない事実

会に同行し、現地での評判を直接耳にすることでモチベーショ

を知り、商機があると感じた。海外展開に向けて実際に動き出

ンが向上し、社員の意識改革にもつながっている。

したのは８年前のことで、05 年にジェトロが実施する「タイ日
本食品フェア」
（主催：農林水産省）へ出展したことをきっか
けに輸出事業に着手した。同社の日本酒は、輸送段階から販売

❖未開拓地域への販路拡大に意欲
同社では、レストラン業界と関係の深い現地系企業をター
ゲットに、今後、卸売り業者を極力介さず、自社による輸出手
続きや取引先の開拓をしたいと考えており、ジェトロの「輸出
有望案件発掘支援事業」を活用し、専門家のアドバイスのもと
販売量、販売国を増やすつもりだ。
まだ着手していないマレーシア、ベトナム、ミャンマーにお
ける商談会にも参加していきたい考えであるが、その他、ロシ
ア、アラブ首長国連邦（UAE）、ブラジルなどの国々にも関心
を寄せており、同社は世界を視野に引き続き海外販路開拓に取
り組んでいく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・輸出有望案件支援サービス
・海外ブリーフィング
10

～ アイスクリームと中華まんの輸出事業を強化 ～

フタバ食品

株式会社

住所

栃木県宇都宮市一条 4-1-16

TEL

028-634-2441

HP

http://www.futabafoods.co.jp/

年商 150 億円の総合食品メーカーが、ジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」を活用しながらアイスクリーム
と中華まんの本格的な輸出強化に取り組む。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］香港、台湾

❖アイスクリームと中華まんの二本柱
1945 年に創業したフタバ食品は、51 年に乳製品工場を建設
して本格的なアイスクリームの生産を開始した。その後も秋冬

催の「香港 FOOD EXPO 2012」のジェトロブースに出展参加
した。その結果、中華まんについて具体的な商談が進み、パッ
ケージデザインや輸出用ラベルの調整をその後行い、輸出開始
にこぎつけた。

商品として中華まんの製造に着手するなど生産部門を拡大して

12 年３月に開催された「FOODEX JAPAN 2012」における

いき、乳製品や菓子類、中華まん、餃子などを製造する総合食

海外バイヤーとの商談会では、アイスクリームについて台湾企

品メーカーへと成長した。中でも 85 年発売の「サクレ レモン」

業数社から引き合いがあった。台湾への輸出を実現させるため

は、年間約 4,000 万個、20 億円強を売り上げる同社のヒット

同社は、同年７月にジェトロ専門家のコーディネートにより、

商品だ。同社は、日本国内に４つの自社工場を持ち、12 年度の

社長自ら各企業を訪問して営業活動を行った。東日本大震災以

売上高は 150 億円と国内の販売成績は好調だ。

降、関連措置により栃木県から台湾への食品輸出は禁止されて

❖香港と台湾で見本市・商談会に参加

いるため（2013 年 2 月 12 日現在）、台湾向けに原料の一部を
変更した商品を他県で生産して納入する提案を行っている。

同社は、10 年頃から本格的に海外に視野を向け始めた。これ

ジェトロの支援ツールを活用して海外展示会に積極的に参加

まで震災の影響により中国への直接輸出の話が立ち消えとなっ

し、多くのバイヤーと会うことで色々な話を聞け、現地のニー

てしまった経緯もあったが、アジア地域への熱意は衰えること

ズを把握することが出来たと同社は実感している。

な く、11 年 に は 栃 木 県 の 案 内 に よ り「 香 港 FOOD EXPO
2011」のジェトロブースに出展した。その後、12 年 1 月にジェ
トロの「輸出有望案件発掘支援事業」に採択され、同社は本腰
を入れて海外輸出事業強化に乗り出した。

❖香港 ･ 台湾の次は中国本土へ
同社はジェトロ関東と栃木県の共催による知的財産権や香港
輸出に関するセミナー参加等を通じて情報収集しており、実務

12 年２月に香港で行われた商談会に参加してジェトロ専門家

面でも輸出用ラベルを現地の法律規制に基づいて作成するなど

同席のもと商談を行った結果、「サクレ レモン」を含む「サク

実践的に取り組んでいる。安全で安心な食品の提供と環境づく

レシリーズ」と、チョコレートモナカの「ダンディー」のアイ

りにこだわり、香港 ･ 台湾をきっかけに中国本土への販路拡大

スクリームについて商談がまとまった。あとは輸入業者側のラ

を視野に今後も輸出強化に取り組んでいく。

イセンス取得を待つばかりとなっている。また、同社は 11 年
の展示会出展での経験を踏まえ、12 年４月に香港を視察し、中
華まんに関する市場調査を徹底的に行ったうえで、同年８月開

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・セミナー参加
・
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
・輸出有望案件支援サービス
・海外ブリーフィング
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～ 世界の美術館でニットマフラーを販売 ～

株式会社

松井ニット技研

住所

群馬県桐生市本町 4 丁目甲 85

TEL

0277-46-4183

HP

http://www.matsui-knit.co.jp

「ニューヨーク近代美術館（MoMA）」で売れ行き好調のカラフルマフラーを展開するニットメーカーが欧州展開
に挑み、スペインの「プラド美術館」との契約に成功。
［種別］海外市場開拓

［対象国］米国、英国、カナダ、オランダ、スペイン、イタリア等

❖売り先を限定した販売戦略

❖「プラド美術館」の企画展に採用

古くから繊維産業の町として知られる群馬県桐生市に、高い

同社のニットマフラーは、国内の展示会で評判となり、海外

デザイン性と小ロット生産によるこだわりのものづくり、そし

バイヤーの目に留まったことから、99 年より「MoMA」のショッ

て一般の流通ルートを通さない独自の販売戦略によりブランド

プで扱われるようになった。以来、毎年新しいデザインのマフ

価値を高め、躍進を続けるニットメーカーがある。

ラーを展開して人気を集めている。

マルチカラーの縦じまデザインが一際目を引く松井ニット技

「MoMA」での成功から欧州へのブランド展開に関心を強め

研のニットマフラーは、モダンアートの殿堂「ニューヨーク近

た同社は、09 年にジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」に

代美術館（MoMA）
」のミュージアムショップにおいて、2003

採択され、欧州展開に向けて歩み出した。まずは、09 年９月に

年からスカーフ部門で５年連続売り上げ総数１位を記録するな

世界最高峰のインテリア＆デザイン見本市「メゾン ･ エ ･ オブ

ど、芸術志向の高い人々を中心にコアなファンを獲得している。

ジェ」（フランス ･ パリ）を視察した。ここでジェトロ専門家

旧式の低速編み機を使い、少数精鋭の技術者たちによって作ら

のアレンジにより、スイスのバイヤーと商談する機会があった。

れる同社の製品は、弾力性のあるリブ編みとソフトな風合いが

成約するも、バイヤーを介することによる中間コストが発生し

特徴だ。一般的に配色が多いほどコストと手間がかかるため量

たため小売価格が高くなり、その後の継続的な取引を止めた。

産はできないが、手間を厭わず丁寧に編み上げることで高い付

しかし、この視察で手ごたえを感じた同社は、欧州展開への自

加価値を生み出している。

信を深めた。

同社が展開するブランド「ニッティング ･ イン」は、量販店

その後、同社は海外に向けて自社商品を紹介する機会を定期

とは取引せず、美術館やセレクトショップ等に売り先を限定し

的に設けるため「メゾン ･ エ ･ オブジェ」に継続的に出展して

て付加価値を高め、独自ルートで国内外に販売網を広げている。

おり、同見本市を通じてスペインの「プラド美術館」の企画展

同ブランドのデザインは全社員で検討し、ポップアートや印象

向け商品にマフラーの採用が決まったほか、英国の美術館やイ

派の絵画などの芸術作品にインスピレーションを得て毎年のデ

タリアの百貨店からも受注した。ジェトロ専門家から商談のア

ザインや配色を決めている。トレンドカラーを取り入れた同製

ドバイスやコーディネートなど実践的支援を受けながらショッ

品は、実用性を兼ねたファッションアイテムとして高い評価を

プと直接取引することで価格競争力がつき、消費者の反応もダ

得ている。

イレクトに知ることができた。これに加えて、“ 日本織物界の
奇才 ” と呼ばれる桐生出身のテキスタイル ･ プランナー新井淳
一氏らが、芸術性と実用性を結びつける新しい表現で「桐生＝
繊維の町」のイメージを作ってきたことも欧州展開成功の一助
になったと感じている。同社は更なる欧州展開に向けて「メゾ
ン ･ エ ･ オブジェ」への出展を継続していく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
・引き合い案件データベース（TTPP）
・輸出有望案件支援サービス
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～ 生産設備企業として世界にネットワークを構築 ～

日特エンジニアリング
住所

埼玉県さいたま市南区白幡 5-11-20

TEL

048-837-2011

HP

http://www.nittoku.co.jp/

株式会社

生産設備のシステムエンジニアリング企業が、ジェトロの「地域間交流支援事業（RIT 事業）」を活用し、独自技
術を持つドイツ企業とパートナーシップを確立。
［種別］業務提携

［対象国］ドイツ

❖生産設備のシステムエンジニアリング企業

行った。電子部品などの精緻な「はんだ付け」を可能とする技
術を有し、独自の接合要素技術を持つ同企業の製品を購入すれ

コイル巻線機のトップメーカーである日特エンジニアリング

ば、これまで困難だった電子部品の「はんだ付け」を利用した

は、1972 年の創業以来、生産設備のシステムエンジニアリン

接合が同社で可能となる。高品質かつ高付加価値な製品のライ

グ企業として高度なワインディング技術を提供し、顧客企業と

ンナップの拡充を図ることができる一方で、ドイツ企業は、日

一体となった製品開発を行ってきた。コイルモーターの小型化、

特エンジニアリングが有するアジアの販売網（日本を含む）を

巻線の高密化などに挑戦してきた同社の技術は、電気自動車の

活用することができる。また、製品の販売及び製品のアフター

駆動モーター用コイルや全自動洗濯機のドラム回転用モーター

サービスとメンテナンスを同社に委託することで、アジアに拠

コイル、携帯電話機のパワーインダクター等に採用されており、

点を構えることなく販路を開拓することができる。２社が連携

人々の身近な暮らしの装置や設備にも活かされている。

してウインウインの関係を築けば相互メリットも大きい。

同社は、さまざまな市場に於けるニッチな業界で、キラリと

同ドイツ企業は、商談と同時に日特エンジニアリングの工場

光る技術を持った企業とコラボレーションすれば、これまで不

を訪れ、工場設備や管理システム及び生産技術について現場視

可能だった技術を可能とし、高精度で付加価値の高い設備を提

察を行った。両者は帰国後も継続して商談を行い、12 年５月に

供できると考えている。様々な業界の企業とパートナーシップ

「販売 ･ サービス契約」を締結した。また、両者は生産技術向

を確立して専門性を高め、多様化するニーズに応えるため、同

上のため従業員の相互交流を図っていくことで合意し、技術面

社は国内外に生産工場やサービス拠点を設けて海外にネット

だけでなく、人的交流からも相乗効果が生まれることを期待し

ワークを構築し、グローバルな生産 ･ 管理体制を築いている。

ている。

❖ドイツ企業と提携して相互メリットを得る
生産設備を提供する事業者として今後国際社会で生き残って
いくには、国内外を問わず、優秀な技術を有した企業との融合
が不可欠との考えを持つ同社は、ジェトロの支援を受けながら
海外企業とのネットワーク構築を図っている。
同社は、ジェトロの「地域間交流支援事業（RIT 事業）」を利
用して、12 年１月に企業招へいで来日したドイツ企業と商談を

❖設備ソリューションのため現地化を推進
同社は、グローバルな視点に立って生産設備のソリューショ
ンを進めていくには、現地化の推進が重要であると認識してい
る。今後は、開発 ･ 生産拠点である中華圏の拠点拡大はもちろ
んのこと、東南アジア諸国連合（ASEAN）、ベトナム、インド
ネシア、インドの各地域にサービス ･ 営業拠点を設け、海外展
開している日本企業及び海外企業に向けたサービス拠点の充実
を目指す。また、南米メキシコ、ブラジルにおいても拠点を設け、
現地サービスの充実を図っていく計画である。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・地域間交流支援事業（RIT 事業）
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～ 新型情報処理半導体デバイスの世界標準化を目指して ～

株式会社 エイ・オー・テクノロジーズ
住所

本社

：千葉県柏市松葉町 4-7-4-101

研究室：千葉県柏市柏の葉 5-4-6
TEL

04-7132-6229

HP

http://aot-slid.com/

東葛テクノプラザ 611

http://www.ttp.or.jp/（東葛テクノプラザ）

超高速で複雑な情報検出が可能な半導体技術を有するベンチャー企業が世界標準化を目指し、各種公的支援制度
を利用しながら、同技術の海外市場開拓及び認知拡大に努める。
［種別］海外市場開拓

［対象国］米国

❖超高速で複雑な情報検出が可能な
半導体技術

援を受けながら初の海外見本市に参加した。同社は、開催初日
に国際的な標準化団体「IEC（国際電気標準会議）
」の広報部長
の訪問を受けたほか、アフガニスタンの米国国防テロ専門家か

県内企業の研究開発等を支援する目的で設置された「東葛テ

ら、同社の半導体技術をテロリストの顔認識システムへの応用

クノプラザ」
（千葉県柏市）に入居するベンチャー企業のエイ ･

にとの打診を受けた。また、200 社に及ぶ企業と名刺交換する

オー ･ テクノロジーズ（2010 年９月設立）は、高速の情報検

など予想以上の収穫が得られた。同見本市出展に際しては、
ジェ

出デバイス「SLID（認識チップ）」を発明し、特許を取得した。

トロ千葉が千葉県から受託している「専門家派遣制度」を利用

従来の情報処理の常識を一変させるとされる「SLID」の技術は、

し、コンピューター関係に強い専門家が同行した。「専門家派

一例として “ 情報認識をメモリーだけで超高速に実現する ” の

遣制度」とは、千葉県内の中小企業に専門家を派遣し、契約書

が特徴だ。通常のコンピューターは、大量の情報の中から目的

作成のアドバイスや商談会への支援 ･ 同席、調査補助、海外見

とする情報を見つけ出す際には、メモリーに記憶された情報を

本市への同行、通訳等の実務を専門家が請け負う制度で、費用

「CPU（中央演算処理装置）」で一つずつ検索して照合する必要

の半額を千葉県が負担する。同社は本制度を利用して翌 13 年

がある。一方、
「SLID」は大量の画像データの中からある画像（パ

も「CES」に継続出展し、前年の倍となる 400 社との名刺交換

ターン）を探したい場合、画像（パターン）を構成する色とそ

に成功したほか、ジェトロのアレンジにより、IBM が主催する

の位置をメモリー自身が直接認識する。その結果、「CPU」と

レセプションにおいて、役員や研究所所長を前に同社の技術を

比較した場合、１万倍以上の高速スピードでの認識が可能とな

PR する機会を得た。現在、数社と商談を進めており、将来的

る。同社は現在、電気通信大学と共同で「SLID」に関する実証

に IT 企業とライセンス契約を結びたい考えである。

用プロトタイプ（試作品）の開発を進めており、世界標準の可

12 年８月には、エレクトロニクス学会 IEEE 主催の「ICCE

能性を秘めた半導体の研究開発は、関連業界やマスコミから注

2012」において、「SLID」に関する論文（井上社長と電気通信

目を集めている。

大学教授の共著）が最優秀論文賞を受賞した。「IT･ コンピュー

❖公的支援制度を利用して見本市に出展

ター業界におけるノーベル賞」とも言われる本賞の受賞を受け、
「SLID」は、メモリデバイス分野の技術革新として海外でも認

同社は、
「東葛テクノプラザ」からの紹介でジェトロ事業を

知度を高めている。日本発の世界標準技術が少ないとされるコ

利用するようになり、12 年１月に家電業界最大の専門見本市

ンピューター分野において、日本産業界活性化の一助となるべ

「CES」（米国 ･ ラスベガス）に出展した。被災地支援の一環で、

く、同社は「SLID」の世界標準化を目指して同技術の研究開発

コマ料や航空運賃、宿泊費等の補助を受けるなど各方面から支

を進めると同時に、ジェトロをはじめ各種公的支援を利用しつ
つ、引き続き海外市場開拓に努めていく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・その他 / 専門家派遣制度（千葉県からの受託事業）
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～ コンクリート製品用型枠の欧州市場開拓 ～

トヨタ工機

株式会社

住所

東京都府中市四谷 6-12-8

TEL

042-366-6011

HP

http://www.toyota-kohki.co.jp/
http://www.toyotaforms.com

コンクリート２次製品製造用型枠のメーカーが欧州市場開拓のため広告 ･ 宣伝活動や展示会におけるプロモーショ
ン活動を積極的に行い、現地代理店契約や大口の売買契約に成功。
［種別］海外市場開拓

［対象国］ドイツ、オーストラリア

❖コンクリート２次製品用型枠の製造

したことで、同社の海外販路開拓の動きが加速した。
海外ミニ調査サービスを利用して欧州の代理店候補企業をリ

道路、河川、下水道などのインフラ整備工事等で使用される

ストアップした同社は、09 年 10 月に専門家同行のもと有望企

コンクリート製品の型枠（金型）と設備のメーカーであるトヨ

業を訪問し、その内の１社（ドイツ企業）と現地代理店契約及

タ工機は、創業以来、型枠の組立 ･ 分解作業の簡素化による生

び輸出売買契約を締結するに至った。また、３年間で合計９回

産性向上や省力化など型枠の改善 ･ 改良に向けて努力を重ねて

の海外展示会に出展して海外プロモーションを行い、出展後も

きた。同社の型枠は、ワンタッチで開閉や脱型が可能なほか、

社長自ら海外に出向いて商談後のフォローのため各企業を訪問

クレーンを使用せず効率的に作業を行えるなど各所に同社独自

し、熱心な営業活動を行った。相手企業の経営者とのトップ同

の設計思想が生きており、精度が高く耐久性に優れた製品は、

士の話し合いが素早い経営判断を導き、両者の信頼関係構築に

コンクリート２次製品製造用型枠の分野で高い信頼を得てい

つながった。さらに同社は、ジェトロ専門家のアドバイスによ

る。

りドイツにあるコンクリート業界専門誌の発行元を訪ね、世界

❖欧州市場開拓を目指して大きく舵取り

約９ヵ国語に翻訳して発行されている同誌と広告出稿契約を結
び、同社の製品や技術を紹介した PR 記事を 09 年 12 月号より

ジェトロが初めて同社を訪問した 2008 年 10 月頃には同社

継続的に掲載した。経費を惜しまず出稿を続けた結果、誌面を

の製品は米国では既に高い評価を得ていたが、欧州やその他の

見た各国の企業から引合いが来るようになった。中でも、オー

先進国への輸出は行っていなかった。欧州市場では、ドライコ

ストラリアの大手コンクリートプレキャストメーカーとの大口

ン ク リ ー ト 用 が 一 般 的 で、 複 雑 で 高 度 な 設 計 に 対 応 で き る

の輸出売買契約を締結したことは、広告 ･ 宣伝活動の大きな成

ウェットコンクリート用の型枠はあまり普及しておらず、同資

果であった。

材の需要増加が期待できると予測した同社は、欧州市場をター
ゲットに海外市場開拓を目指し、輸出体制を整えた。こうして
同社は 09 年 1 月に「輸出有望案件発掘支援事業」に採択され、

❖インド市場開拓に向けてプロジェクト
チームを結成

ジェトロの支援を受けることになった。専門家による輸出戦略

同社では現在３名の担当者が海外企業とのコレスポンデント

立案の指導や海外プロモーション ･ 展示会出展、出張商談の同

や輸出実務作業などの海外業務に専念しており、将来的に需要

行、契約交渉時のアドバイス等を受けると同時に、海外ミニ調

増が見込めるインド市場開拓に向けて、現地生産も視野に入れ

査サービスやビジネス ･ アポイントサービス、海外ブリーフィ

た社内プロジェクトチームを結成し、事業立ち上げ準備を進め

ング、海外見本市出展などジェトロの各種サービスをフル活用

ている。現地のジェトロ等の協力を得て FS（現地調査）を行う
など次のステップへ向けて始動している。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
・海外ミニ調査サービス
・海外ブリーフィング
・ビジネスアポイントメント取得サービス
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～ 発想力で勝負－アプリの開発で障害者支援 ～

有限会社

オフィス結アジア

住所

神奈川県藤沢市鵠沼東 1-1 玉半ビル 3F

TEL

0466-21-7448

HP

http://www.office-yui.co.jp/

豊かな発想力から障害者支援にも役立つアプリを開発。フィンランドに現地企業を設立して、EU 市場全体を視野
に「人と人を笑顔で結ぶ」コミュニケーションツールの開発に力を入れる。
［種別］対外投資・業務提携

［対象国］フィンランド

❖障害者支援ツールとして注目のアプリ
ソフトウエア開発会社のオフィス結アジアは、予め登録して

参加で面談した第三セクターのフィンランド企業とコンタクト
を続けた。12 年２月にはジェトロアドバイザーと面談して現地
進出の際の留意点等についてアドバイスを受け、フィンランド

ある言葉（最大３万字）を指で選択して音声で自らの意思を伝

を再訪問した。コンタクトを続けていたフィンランド企業には、

える iPhone、iPod touch、iPad 用のアプリケーション「指伝

起業したばかりの企業に事務所スペースを提供（有料）する制

話（ゆびでんわ）
」を開発した。同アプリは、もともと「電車

度があり、現地法人設立に向けてジェトロ同行のもと同オフィ

内で声を出さずに相手と通話したい」という発想から生まれた

スの下見及び専門家との打合せを行った。こうしてミッション

ものであるが、言語障害や発話障害、聴覚障害を持った人たち

参加からわずか半年後の 12 年５月に、３度目のフィンランド

をサポートする障害者支援ツールとしても利用者に喜ばれてい

訪問で会社登記の手続きをして、現地法人を設立した。この間

る。単語ではなく文節を考慮して音声を発するため、機械的な

ジェトロは「地域間交流支援事業（RIT 事業）」による商談支援

音声にならず聞き取りやすく、電車内の会話、会議や研究発表

に加え、貿易投資相談、海外ブリーフィングサービスを通じた

などの長いスピーチにも活用できる。iPhone や iPad は携帯し

現地経済情報、法人設立、生活環境についての情報提供など総

やすく操作性に優れていることなどから、主に福祉分野での利

合的支援を行い、同企業をバックアップした。

用の広がりが見込まれている。

❖ミッション参加を機にフィンランドに
法人設立
コミュニケーション関連アプリを通じて社会に貢献するサー

現地法人を設立したことでその後のビジネス展開も大きく様
変わりし、12 年度のジェトロミッションに際しては、フィンラ
ンド ･ オウル市のヘスルケアプロジェクトに現地企業の立場で
参加を決めたほか、ヘルシンキにある技術会社との業務提携も
決まった。

ビスの提供に力を入れていた同社では “ 福祉の国 ” フィンラン

フィンランドの小さな起業家を育て国力としていく考えに同

ドに学ぶものがあると考え、2011 年 11 月に実施されたジェト

社は夢を感じており、ここで得た力と夢を日本でも活かしてい

ロの「地域間交流支援事業（RIT 事業）」のミッションに参加し

きたいと考えている。同社の高橋社長は「喜んでいる人がいる

て現地視察および現地企業との商談を行った。当時はまだソフ

限り、商品開発は続けていく。顧客満足度世界一位を目指した

トも完成しておらず、具体的なビジネス展開も見えていなかっ

い」と意気込みを見せる。

たが、「あなたのアイデアは資本だ」という現地で出会った起
業支援の担当者の言葉に促され、ヨーロッパ進出を決意した。
ミッションからの帰国後、会社設立準備に入り、ミッション

❖欧州市場全体を視野に
将来的には、フィンランドから欧州連合（EU）市場全体を視
野に入れた展開も見据えており、クロアチアの企業と代理店契
約も結んだ。小さなビジネスの種を蒔き育てていくのがオフィ
ス結の方法。ヨーロッパとアジアに拠点を持つ強みを活かしつ
つ、着実に芽を育てていこうとしている。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・海外ブリーフィング
・地域間交流支援事業（RIT 事業）
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～ 特殊計測機器で海外シェア獲得を狙う ～

株式会社

小泉測機製作所

住所

新潟県長岡市平島 1-112

TEL

0258-22-0092

HP

http://www.fymetrix.co.jp

60 年の歴史を持つ測量機器メーカーが、ジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」の総合的サポートを受けて、
長年の課題であった継続的な受注契約の獲得に成功した。
［種別］海外市場開拓

［対象国］ ロシア

❖高精度が求められる測量機器

きる取引先の発掘が長年の課題であった。このような状況を打
開すべく、かねてよりジェトロ新潟に貿易投資相談をしていた

新潟県長岡市に本社 ･ 工場を置く小泉測機製作所は、1952

が、同社が 10 年２月にジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」

年より測量機器や設計機器、特殊計測用システム開発など専門

に採択されたことで、海外展開に向けた動きが一気に加速した。

分野における機器の設計開発及び製造販売を行っており、測定

未開拓であったロシア、中南米等をターゲットに、専門家の指

の基本的な性能に加えて、ユーザーニーズを取り込んだ精度の

導のもと海外ミニ調査サービスやデータベース等を利用して取

高い製品作りを長年追求し続けている。特に、主力製品である

引先候補企業の情報を収集した。10 年にジェトロモスクワが取

プラニメーター（面積計）、キルビメーター（線長測定機）は、

引先候補としてリストアップしたロシア企業にアプローチをか

歳月をかけて培った技術力で国内有数のメーカーの地位を確立

けた結果、まずプラニメーター、キルビメーターのサンプルオー

している。

ダーを得ることができた。その後も交渉を続け、11 年７月に同

主に測量の現場で使われるプラニメーター、キルビメーター

ロシア企業を訪問した際には、デジタルプラニメーター、キル

は、直線や曲線図形の面積・線長 ･ 区間長 ･ 座標を測定する機

ビメーター等同社製品のロシアにおける代理店契約締結と、

器で、建設工事や資源開発 ･ 森林開発等における設計図や地図

ファーストオーダーを獲得するに至った。その後、翌 12 年も

等の複雑な曲線図形の面積を測定する際などに使用される。同

継続受注を得ており、同社の長年の課題である継続受注先の新

社は、82 年に従来主流であったアナログ式に替えて、デジタル

規開拓に成功した。途中、先方からのコンタクトが途切れる事

式プラニメーターを国内で初めて発売するなど、測量機器の進

態が度々生じたものの、その都度ジェトロ専門家のアドバイス

歩を支えてきた。

を受けて粘り強く交渉を続けた結果といえる。

❖ロシア企業との継続受注を獲得

同社の担当者は、「新規取引先開拓にあたり、企業概要の確
認方法、取引条件等の交渉における留意点やノウハウ、代理店

古くから同社は輸出に取り組んでおり、創業当時から商社経

契約の雛形に至るまでジェトロ専門家から具体的な指導を受け

由でアナログ式プラニメーターの海外向け輸出を行っていた。

たことが実際の交渉に役立った。また有望な取引先には直接訪

しかし、海外事業に専念できない状況もあり、既存の取引先は

問して顔を合わせる事で商談がスムーズに進行し、受注契約や

あっても新規市場開拓までは手が回らず、ノウハウも少ない状

その後の継続受注に繋がる事を身を持って体験できた事が大変

態であった。また、海外への販路拡大をサポートするマッチン

有意義だった。」と語る。

グサイト「アリババ」等を通じて海外企業から引き合いはある
ものの継続受注に至るケースが少なく、安定した継続受注がで

❖新製品を開発して新規市場へ
同社はプラニメーター、キルビメーターに次ぐ新しい測量機
器を目下開発中で、今後はアフリカ、インド、インドネシアな
ども視野に、従来の製品と合わせて新製品も海外向けに積極的
に輸出を拡大していく計画だ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・輸出有望案件支援サービス
・海外ミニ調査サービス
・海外ブリーフィング
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～ “ 柔らかい金属 ” - ユニーク商品を海外市場に ～

瀬尾製作所

株式会社

住所

富山県高岡市戸出栄町 40-5

TEL

0766-63-5000

HP

http://www.seo-mill.com

“ 金属なのに柔らかい ” というユニークな商品特徴を持った錫製ペーパーナイフ等の販路拡大を目指す金属加工業
者が、商談会を足掛かりに本格的な輸出事業を展開。
［種別］海外市場開拓

［対象国］米国、フランス、ドイツ、英国、オーストラリア

❖大学の商品開発プロジェクトに参加
伝統工芸「高岡銅器」の産地であり、金属加工業が盛んな富

❖商談会で米国との取引に成功
同社は、海外からのオファーをきっかけに海外需要を見込ん

山県高岡市にある瀬尾製作所は、伝統の技術を活かし、銅、真鍮、

で英文のホームページを作成した。また同時に、高岡の伝統工

鉄等を使った金属製品の製造・販売を行っている。創業当時は

芸によって培われた技術力や商品力を背景に、“ ものづくり日

商社経由で米国への輸出も盛んに行い、コークス入れなど西洋

本 ” のブランドを活かして海外販路拡大を目指し、ジェトロの

向け製品の製造も行っていたが輸出事業は衰退していき、その

貿易実務セミナーや貿易相談等を活用するようになった。

後は仏具、建材などの国内向け製品の製造が中心となっていっ

ジェトロと高岡市の連携・協力により開催された「海外バイ

た。しかし、
「北陸先端科学技術大学院大学」の伝統工芸品に

ヤー招へい商談会 in 高岡」の個別商談会では、米国バイヤーと

関する開発プロジェクトに参加し、純錫の柔軟性を活かしたユ

「クニャイフ」及び「クニャップ」に関する商談が成立し、海

ニークな商品「クニャイフ（錫製ナイフ）」及び「クニャップ（錫

外のネットショップにおいて同製品が掲載されることになっ

製マルチクリップ）
」を開発したことで、同社の事業展開に新

た。商談会後も、同バイヤーからの英文メールの解釈について

たな動きが現れた。マーケティングから商品企画、国際見本市

不安がある時は、ジェトロ担当者からアドバイスを受けてス

「インテリアライフスタイル（IFFT）」への出展に至るまでを同

ムーズに交渉を進めることができた。また、高岡市がジェトロ

大学と共同で行い、プロモーション活動を行ったことで同製品

と共同で設置した出張相談窓口において、海外バイヤーとの取

の認知が拡大、ペーパーナイフ「クニャイフ」は、“ 金属なの

引の流れについて説明を受けたことで安心して取引に臨むこと

に柔らかい ” というユニークな商品特徴と機能性を備えた美し

ができた。米国バイヤーとの取引交渉はジェトロの協力なくし

いフォルムが評判を呼び、セレクト雑貨が並ぶ「代官山 蔦屋書

てはあり得ず、今後、海外向けの事業を発展させていく上でも

店」や雑貨通販サイト「Pen セレクト」などで販売されるよう

非常に心強いと同社は感じている。

になった。また、経済産業省のクールジャパン戦略推進事業「365
日 Charming Everyday Things」（サンロクゴ）プロジェクト
にも選出され、日本の知恵や技、美意識が生きる日用品のひと
つとして海外にも紹介されている。

❖新商品を開発して見本市に出展
同社は現在、商品ラインナップ拡充に向けて新商品の開発を
進めており、状況を見極めつつ海外見本市への出展を目指して
いる。将来的には、米国や欧州連合（EU）諸国など主要な市場
に販売拠点を確保し、本格的な輸出事業を展開して収益を上げ、
発展的なビジネスにつなげたい考えである。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・バイヤー招へい
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～ 地域の伝統産業「牛首紬」を世界のテキスタイルへ ～

西山産業開発

株式会社

住所

石川県白山市部入道町ト 40

TEL

076-273-2382

HP

http://www.ushikubi.co.jp/

地場の伝統産業「牛首紬」を守るため、欧州のオートクチュール ･ メゾンをターゲットに見本市などに出展。
洋装用生地を生産して世界のテキスタイルとして再出発を果たす。
［種別］海外市場開拓

［対象国］フランス

❖白峰地域の伝統産業「牛首紬」
石川県で建設業等を営む西山産業開発は、白峰地域に古くか
ら伝承される「牛首紬（うしくびつむぎ）
」が時代とともに衰
退していくのを憂い、1963 年に生産部門を新設して「牛首紬」

モニタリング調査を行い、その結果を基にオートクチュール ･
メゾンをメインターゲットに設定した上で、他の紬工場から譲
り受けた力織機に改良を加え、遂には 140 センチ幅の生地の生
産にも成功したのである。
こうして生地幅の変更に対応してメゾンの要望に応えられる

の再興を志した。
「牛首紬」は、２匹の蚕が共同で１個の繭を

生産体制を整えた同社は、商談会にも積極的に参加して製品を

作る “ 玉繭 ” から製糸した特殊な糸を使って、織布 ･ 染色に至

売り込んでいった結果、11 年６月にオートクチュール ･ メゾン

るまで全工程を一貫して手作業で行う。絡み合う繊維を巧みに

にコレクション用の生地を提供することが決まった。続いて

調整しながら糸を紡ぎ出すことで独特の節（ネップ）ができる

ファッション系素材の総合見本市「プルミエール ･ ヴィジョン」

のが特徴で、丈夫で光沢感のある生地が生まれる。

の新設コーナー「メゾン ･ ド ･ エクセプシオン」に選ばれて出

「牛首紬」の工房を作り、半世紀にわたり地場の伝統産業を

展したことがきっかけで、フランス大手グループの主幹メゾン

守ってきた同社だが、和装・着物だけで事業を継続していくの

から秋冬のショー及びコレクション用の生地を受注するに至っ

は困難な状況であった。そのような折に、デンマークの陶磁器

た。“ 生地幅の変更 ” という難題をクリアしたからこそ、メゾ

メーカーの工房を視察して「自社の商材も欧州市場に受け入れ

ンが提示する色とバリエーションの実現が可能となり、受注に

られる要素がある」と自信を強めたことなどから、同社は輸出

結びつけることができた。また、ジェトロの支援ツールを活用

事業を目指し始めた。

したことで、商談の準備から受注、納品に至るまでの実務習得

❖有力メゾンのコレクション用の生地を受注
同社はそれまで伝統産品分野の展示会を中心に出展していた
が、ジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」に採択されたこ
とで、09 年に初めてアパレル向けの見本市に出展した。その際

の早道となったと同社は感じている。

❖地域の伝統産業から
世界のテキスタイルメーカーへ
同社は、世界のテキスタルメーカーとして認められるため、

にイタリアの有名メゾンが同社の生地を絶賛し、市場での可能

先を見据えた商材と体制作りに励んでいる。まずは 13 年の「プ

性が見えた反面、多くのメゾンから受注を獲得するためには、

ルミエール ･ ヴィジョン」における「メゾン ･ ド ･ エクセプシ

和装用の 38 センチの生地幅ではなく、風合いを維持したまま

オン」に継続出展を果たすため、工房にアシスタントを配置し

で洋装用の 140 センチ幅の生地を生産する必要がある、という

て業務体制の機能強化を図っている。また、バイヤーへの訴求

新たな課題が浮き彫りになった。次なるステップとして同社は、

力をアップさせるため、サンプル用生地は４つのカテゴリーに
分けて分かりやすく提案するなど細部の調整にも余念がない。
将来的には、ランニングストックを増やす事で柔軟な価格設定
ができるような体制づくりを目指している。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・輸出有望案件支援サービス
・見本市・展示会への出展支援サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加 / 貿易実務講座
・海外ブリーフィング
・商談会参加
・バイヤー招へい
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～ 眼鏡産業の新たなる挑戦 － OEM から自社ブランド展開へ ～

株式会社

長井

住所

福井県鯖江市吉江町 311

TEL

0778-52-1713

HP

http://nagai-op.jp/

眼鏡の「テンプル」を製造する企業が自社ブランドの販売強化のため、海外見本市に出展。海外市場における自
社ブランドの認知拡大が OEM への波及効果にもつながると期待する。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］中国、香港

❖ OEM から自社ブランド品へ

❖海外見本市出展でアジア市場を開拓

眼鏡産業が盛んな福井県鯖江市には、500 社近い関連企業が

同社は 15 年ほど前から海外進出を進め、ジェトロが支援す

集積し、国産眼鏡の９割超を生産している。同市では他社ブラ

る欧米の眼鏡展示会にも出展してきた。展示会を通じた OEM

ンドの製品を製造する OEM（相手先ブランド名製造）生産が

受注により同社の「テンプル」の海外向けの割合は同社全体の

主体で、部品製造から加工まで専門技術を持った各企業が分業

30％程度まで伸び、「長井のテンプル」の名は業界内で認知さ

制により受注品を完成させている。OEM は一定の受注を確保

れたと自負しているが、現在同社が力を入れているのは、自社

できる一方で、発注元の動向に影響を受けやすい。また、技術

企画商品の販売強化である。同社は自社ブランドの確立を目指

力を高めた中国や韓国企業の台頭により、近年は日本の眼鏡製

し、ジェトロの支援も受けながら経済成長著しいアジア市場を

造業も厳しい競争を強いられている。このような背景から、工

ターゲットに海外販路開拓に取り組んでいる。

場を持つ製造専業企業の中で、自社の製造技術を活かし、ブラ
ンドを立ち上げ自社製品を販売する動きが広がっている。
1964 年創業の長井は、鯖江市で眼鏡フレームの「テンプル」

同社は、眼鏡の専門展示会「香港眼鏡展」の日本館「Japan
Village」（2009 年より展開）に初年度より出展している。福井
の産地ブランドの定着を目的にジェトロと福井眼鏡工業組合が

（ツルの部分）を専門に製造しており、各種ブランドの「テン

共同で設置する同パビリオンには、東南アジア諸国や中国から

プル」を製造して鯖江の基幹産業を支えてきた。「テンプル」は

多くのバイヤーが集まる。また同社は 12 年に、やはりジェト

デザイン上重要な部分で、顔との接触面も大きく、かけ心地に

ロと組合とで共同設置した「中国国際眼鏡業展覧会」
（北京開催）

影響するため「テンプル」のデザインや性能にこだわるブラン

の日本館にも出展し、中国内陸部の市場開拓に向けた取り組み

ドも少なくない。同社もまた OEM で培った独自の技術を活か

を開始した。自社ブランドを前面に押し出したブース展示を通

し、デザインコンセプトごとに「NEXTENS」
「RAPTUM」
「OVO」

じて新たな展開も見えてきた。自社製品の認知拡大が OEM へ

など数種類のラインを展開し、国内では直営店ほか数十箇所の

の波及効果になっており、同社は現在、高品質に基づく高めの

小売店で自社企画の眼鏡フレームを販売している。デザインは

価格設定をどう納得してもらうか、顧客フォローをいかに効率

もとよりバネ性 ･ 耐久性といった機能面にも同社の造形技術が

的に行うかなど、今後の課題に取り組んでいる。海外市場にお

生 か さ れ て お り、 新 素 材 ･ カ ー ボ ン を 組 み 込 ん だ「NEO

ける自社に対する認知拡大が OEM 供給先のブランド価値をも

CARBON」シリーズや、デザイナーの卵である美術系の学生と

押し上げると信じており、同社は引き続きジェトロの活用を進

のコラボ商品など、新しい企画にも挑戦している。

めていく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
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～ 高級ネクタイ生地を欧州市場へ ～

株式会社

川栄

住所

山梨県南都留郡西桂町倉見 288

TEL

0555-25-2226

HP

http://kawaei.neckwear.co.jp/

高級ネクタイ生地を欧州に売り込むため、シーズン毎に新商品を開発して意欲的に生地を売り込んだ結果、目標
としていた大手ブランドからのバルクオーダーの受注に成功。
［種別］海外市場開拓

［対象国］フランス

❖巧みな技術が生み出す高級ネクタイ

に求めるデザインや価格帯を調査して、ネクタイ生地の開発に
反映させた。

シルク製の高級ネクタイ生地や服地などを製造する川栄で

欧州ブランドとの商談の中で、一番の障害となったのが生地

は、1,200 冊以上の自社製造の生地サンプルをストックしてお

幅の問題である。日本のネクタイ生地はほぼ 50 センチ幅なの

り、40 年以上の経験から生み出される商品開発力とデザインに

に対して、欧州では 75 センチ幅が一般的であるため日本の生

応じて織機を使い分ける巧みな技術力が、国内トップクラスと

地は欧州ブランドには敬遠される傾向にある。そこで同社は欧

言われる同社の品質を支えている。ネクタイ生地に適した撚糸

州製の織機を導入して欧州の規格に合わせた生地の生産に取り

を国内でオーダーメイドしており、その風合いや優れたデザイ

組み、この問題を解決した。

ンが高い評価を得ていることから、
「いつか自分たちが作った
ネクタイ生地をファッションの最先端をいく欧州で試してみた
い」との思いを抱くようになった。

❖シーズン毎に欧州を訪問

❖パリの大手ブランドから正式オーダー
取引先に何度も足を運び、情報収集と製品開発に取り組んだ
結果、ジェトロの支援開始から 1 年が経過した頃、パリの大手
ブランドからサンプルオーダーがあり、同社が目標としてきた

09 年に日本製生地の商談会「ジェトロミラノ展」を視察した

欧州ブランドからのバルクオーダー（商品生産のための大量生

同社は、海外販路開拓に取り組む決意を固め、ジェトロの「輸

地注文）の成約に期待が高まった。新たに服地の生産を提案し

出有望案件発掘支援事業」に申し込んだ。ジェトロ専門家のア

て試作品を作ることになったが、デザインよりも糸や織り方の

ドバイスのもと製品開発から商談、現地訪問、取引の時期に至

クオリティを重視し、また、品質を維持したまま製造コストを

るまで綿密に計画を立てて輸出事業に取り組んだ。まずは、ジェ

いかに下げるかという点においても研究を重ねた。その結果、

トロが開催する国内外の商談会を活用して各ブランドの価格帯

同ブランドから服地について正式なサンプルオーダーを受ける

やデザイン傾向を徹底的に研究した。また、欧州での商談を兼

こととなり、品質について絶対の信頼を得た同社は、ネクタイ

ねた現地調査を毎シーズン欠かさず実施し、ファッションの定

生地についてのバルクオーダーを獲得し、欧州ブランドへの輸

点観測を行った。
「トレンドの移り変わりが早いファッション

出という目標を達成することに成功した。

業界に売り込むためにはデザインとファッションを身近に感

ジェトロの支援事業を通じてバイヤーとの交渉や貿易実務等

じ、センスを磨かねばならない」との決意を持って商談に臨み、

の輸出に関するノウハウを身につけた同社は、今後も海外展開

春夏と秋冬のシーズン毎に欧州を訪問し、新しいデザインのネ

へのチャレンジを続け、海外売上げを現在の２倍にすることを

クタイ生地を売り込んだ。そして、各ブランドが次のシーズン

目標としている。欧州以外の地域にも輸出の可能性を求め、
ジェ
トロを活用しながら情報を収集している。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
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～ 洪水被害を乗り越えて－ 精密加工技術でタイに進出 ～

太陽工業

株式会社

住所

長野県諏訪市四賀 107

TEL

0266-58-7000

HP

http://www.taiyo-ind.co.jp/comp/index.html

精密加工業界を牽引する企業が、ジェトロの「海外ビジネス ･ サポートセンター（BSC）」を活用してタイに現地
法人を設立。タイの洪水被害を乗り越え、更なる飛躍へ。
［種別］対外投資

［対象国］タイ

❖精密加工業界のリード ･ カンパニー

るため、事業立ち上げ時の活動拠点として複数の企業が入居し
ている。同社も、海外からの進出企業に優遇措置を与えるタイ

太陽工業は、精密機器メーカーが集積する長野県諏訪市に

の政府機関 BOI（タイ国投資委員会）への申請 ･ 取得にあたっ

1959 年に創業して以来、オーディオ ･ ビジュアルや自動車関

ての諸手続きをはじめ、現地ならではの情報提供や人的ネット

連機器、精密機器等の金属加工や特殊メッキなど精密加工の分

ワークなどの支援を受けた。こうして 11 年２月にアユタヤに

野で独自の技術を追求し続けている。高品質 ･ 低コストを実現

工 場 機 能 も 含 め た 現 地 法 人「TAIYO MANUFACTURING

し、金型設計用 CAD/CAM システムの独自開発や世界初の２ポ

（THAILAND）CO.,LTD」を設立するに至ったが、事業がよう

イントサーボプレスの開発など「太陽工業にしかできない」と

やく軌道に乗り出した矢先にタイの大洪水が発生した。アユタ

言われるオンリーワンの技術を提供して業界の発展に貢献して

ヤにある「ロジャナ工業団地」でも多くの日系企業が浸水被害

きた。12 年度には精密立体部品の自動積層組立ラインで「第

を受け、同社も一時操業停止を余儀なくされた。ジェトロバン

24 回 中小企業優秀新技術 ･ 新製品賞

コクがタイムリーに発信する周辺地域の水量などの災害情報も

優良賞」（2012 年４月）

と「ものづくり大賞 NAGANO2012 大賞」（2012 年８月）を

活用しつつ工場の清掃、機械洗浄、修理などの対応に追われた

立て続けに受賞しており、最先端の技術を追い求めて付加価値

が何とか乗り切り、現在は工場の生産ラインもフル稼働してい

の創造に挑戦し続ける一方で、諏訪湖の清掃活動など地域に根

る。

ざした環境保全 ･ 社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。

❖タイで現地法人を設立
同社は弱電 ･ 自動車分野での新規顧客獲得を目指して 09 年

❖ BSC 入居で得た現地ネットワーク
海外で直面した危機を乗り切った同社は、現在も展示会等へ
の参加を通じて更なる海外展開のチャンスを探っている。また、

頃よりアジア地域における海外展開を模索し始めた。ジェトロ

BSC に入居していた強みを活かし、ジェトロからタイ人研修生

を通じて海外見本市 ･ 展示会に出展して進出先の検討を続けて

の受け入れ制度の紹介を受けるなど、日常的にジェトロを活用

いたが、ユーザーの要望と部品カテゴリーを検討し、多くの日

している。さらには、BSC に入居したことによって同時期に入

系企業が進出するタイに現地法人を設立することにした。

居していた現地の日系企業同士のネットワークが構築され、こ

現地法人の設立準備のため同社は、11 年 1 月よりバンコク
市 内 に あ る ジ ェ ト ロ の「 海 外 ビ ジ ネ ス ･ サ ポ ー ト セ ン タ ー

うした企業間の定期的な意見 ･ 情報交換なども海外での事業展
開に役立っている。

（BSC）」に入居した。ここでは短期のオフィススペースの提供
とアドバイザーによるコンサルティング ･ サービスが受けられ

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・バイヤー招へい
・海外ビジネス・サポートセンター（BSC）
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～ 普段使いの暮らしの器を中華圏に輸出 ～

寶蓮（ぽーりん）
住所

岐阜県岐阜市福光西 1-1-7

TEL

058-233-2650

HP

http://polin-net.info/
http://rakuten.co.jp/polin/

普段使いの暮らしの器や家具をネットショップで販売する個人事業主が、ジェトロの「アジア ･ キャラバン事業」
を利用し、中国や香港など中華圏への輸出を強化。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］中国、香港

❖普段使いの暮らしの器を販売
「寶蓮（ぽーりん）
」は、“ 器 ” が好きで中華圏に興味を持つ
事業主の河島氏が、SE（システムエンジニア）としてメーカー

た。なかでも、
「西部ミッション」（中国 ･ 成都、2011 年 10 月）
において、ジェトロ岐阜の担当者が全ての商談に同席し、まる
で営業担当のように「寶蓮」の商品を熱心にアピールしてくれ
たことに驚き、非常に心強く感じた。

に勤務する傍ら、1996 年に陶磁器販売の店舗を自宅で開いた

ジェトロ支援を通じて各種商談が進行し、
「陶磁器商談会」に

のが始まりである。その後店舗は閉鎖し、現在は以前の仕入先

おいては、上海の輸入業者が代理商となって取引を開始するこ

を生かし、10 年から始めた自社サイト及び楽天のネットショッ

とが決まり、同企業が持つ複数のルート（ギフト卸、主要イン

プにおいて、陶磁器をメインとする普段使いの器や木工家具等

ターネットモール５社での販売、ショールーム）を使った販売

を販売している。同サイトでは、河島氏が全国の窯元などを巡っ

計画が進行している。また、上海のショールームで問い合わせ

て見つけたお皿やカップなど約 200 点を扱っており、食卓や暮

を受けた企業と組み、
「寶蓮」の茶器を中国雲南省のお茶とセッ

らしに彩りを添えるアイテムを揃えている。河島氏はメーカー

トで販売するというブランディング戦略についても企画中であ

を退職後、本業の傍ら中国貿易を始め、中国語の翻訳やホーム

る。さらに、13 年 1 月に香港の商談会で会った店舗への商品

ページ作成業務等も請け負っている。「寶蓮」では、製造こそ

納入にも成功した。

行わないが、輸出向けの商品構成やサイズ変更、梱包方法など

「寶蓮」では、展示会や商談会を “ 出会いの場 ” と位置づけ、

を独自の視点で日本の窯元に提案し、海外市場で受け入れられ

帰国後も面談した商談相手へのフォローアップを徹底して行

やすい商品の開発を進めている。

い、必ず一度は相手先を訪問して企業の周辺情報を把握してか

❖展示会や商談会は “ 出会いの場 ”
「寶蓮」は、「アジア ･ キャラバン事業」（2011 年６月）への
参加をきっかけに、ジェトロの輸出支援事業の利用を始め、ジェ
トロ岐阜主催の海外バイヤー招へい「陶磁器商談会」（2011 年
10 月）や「中国華東輸出入商品交易会」（中国 ･ 上海、2012

ら正式に取引を開始する。こうした慎重な姿勢と地道な努力が
代金未回収やクレーム問題の低減につながり、取引相手との信
頼関係を構築している。

❖中華圏を中心に販売を強化
現在、国内と海外の販売比率は６：４と輸出が順調であるが、

年３月）のジャパン ･ パビリオンに出展した。また、12 年度に

事業拡大に伴うリスク回避のため、ジェトロの「知的財産保護

は、上海にあるジェトロの常設ショールームへの展示をはじめ、

関連サービス」を活用して中華圏で危惧される模倣品の対策な

北京や重慶、香港など中華圏で催される「アジア ･ キャラバン

ども講じている。また、法人設立に向けて準備中で、今後も取

事業」にほぼすべて参加し、海外バイヤーの発掘を精力的に行っ

引先と良好な関係を築きつつ市場にマッチした商品提案を行
い、中華圏を中心に販売を強化していく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・バイヤー招へい / 商談会
・アジア・キャラバン事業
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・知的財産保護関連サービス
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～ 日本の伝統織物を欧州市場に広めたい ～

古橋織布

有限会社

住所

静岡県浜松市西区雄踏町山崎 3574

TEL

053-592-1249

HP

http://www.furuhashi-weaving.co.jp/

職人のこだわりが紡ぎ出す高密度織物を、欧州に広めて、遠州地区の織物産業に新たな風を吹き込む。
［種別］海外市場開拓

［対象国］イタリア、フランス

❖ “ 風合いの匠 ” が紡ぎだす織物
江戸時代の綿織物業から発展した遠州（静岡県西部一帯）は、

り、手に取りやすいスワッチ（素材見本）を準備して商談がス
ムーズに進むよう心がけた。また、バイヤーの意見を記録する
商談ノートを作成してバイヤーの反応を分析し、様々な提案に

「遠州織物」などで知られる日本の三大織物産地のひとつで、現

活かした。日本国内においては、専門家と高級ブランドの直営

在も浜松市周辺には多くの繊維事業者が集まり、伝統の技を礎

店を視察して売り込むべきポイント、製品の方向性を確認する

に多種多様な “ 浜松テキスタイル ” を生み出している。中でも

ための情報収集に努め、ジェトロ主催の貿易実務講座で輸出書

約 80 年の歴史を持つ古橋織布は、昔ながらのシャトル織機を

類の作成、通関手続き、貿易保険のかけ方など貿易のノウハウ

使った独自製法にこだわりを持つ。同社の「遠州ツイード」や「細

を学んだ。これらの活動が実を結び、11 年５月、展示会で知り

番手コードレーン」
、
「バンブーリネン」は、従来の織物より５

合ったフランスの大手ブランドから「春 ･ 夏コレクションに採

～ 10％糸密度を高くして低速のシャトル機で織りあげており、

用したい」との引き合いがあり、綿 100％の高密度生地の継続

綿やウール等の素材の持ち味を生かした “ 風合い ” が特長で、

受注に成功した。展示会などで存在感を増した同社には、他の

地域産業に根付いた伝統技から生まれる高密度織物だ。

フランス大手ブランドからも相次いで引き合いがあったが、そ

❖仏大手ブランドの春・夏コレクション
に採用

の都度予期せぬ課題に直面することにもなった。例えば、取引
先から生地の製造・出荷過程でやむなくできてしまう生地のし
わについて改善を求められた際には、委託先を訪問して生地の

同社は、世界のファッション情報発信地・欧州における国際的

加工から梱包、納品までの過程を写真撮影してレポートで提出

評価や市場開拓の可能性を探りたいという考えから 2008 年に

し、誠意を示すことで品質への理解を得た。海外取引における

ジェトロ主催の「ミラノテキスタイル展」に参加した。継続取

数々の課題をクリアし、今では「古橋織布でしか作れない生地

引には至らなかったが、現地アパレルメーカー数社から受注を

があるので作ってほしい」と直接指名を受けるまでになった。

取り付けた同社は、10 年８月にジェトロの「輸出有望案件発掘

展示会を通じて知り合ったバイヤーから同社の生地の希少性を

支援事業」に採択され、専門家のアドバイスのもと欧州市場へ

高く評価してもらい、ミラノのみならずフランス ･ パリ市場に

の輸出体制を強化することになった。イタリア ･ フランスで開

おける販路拡大も実現した。

催されるテキスタイルの展示会には欠かさず出展し、帰国後は
サンプル注文の英文メールにも対応して本契約につながるよう
フォロー活動を行った。海外出展を重ねるごとに工夫を凝らし、
海外バイヤー向けにユーロ建て ･ 英語表記の価格表を作成した

❖浜松の織物産業に新たな風を
今後は、ヨーロッパからの受注増を見込んで若手人材育成に
取り組むと同時に、これまで培ってきた海外ネットワークが途
絶えないよう国内外の展示 ･ 商談会に出展するなどして欧州市
場での営業を続けていく。時には海外の顧客から「浜松の製造
現場を見学したい」と視察のリクエストを受けることもあり、
同社は遠州地区の織物産業に新たな風を吹き込むべく、地域一
帯の活性化も見据えた海外展開にチャレンジし続けている。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
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～ ニッチトップこそ生き残る道 モーター駆動装置で中国進出 ～

株式会社

昭和電機製作所

住所

愛知県春日井市西屋町字中新田 84

TEL

0568-31-2531

HP

http://www.showa-e.co.jp/
http://www.aichi-brand.jp/corporate/type/electrical/showa-electric.html

鋼板加工設備向けモーター駆動装置の国内シェア８割を占める企業が、中国市場を取り込むため上海に現地法人
を設立し、アジア圏において更なる事業拡大を目指す。
［種別］対外投資・業務提携

［対象国］中国

❖鋼板加工業界のニッチトップを走る
1949 年創業の昭和電機製作所は、自動車産業の集積地 ･ 愛
知で大手メーカーの下請けとしてモーター駆動装置を生産して

イヤの開発用に需要が高まっている。

❖上海に 100％出資子会社を設立
同社では近年、国内メーカーの海外生産シフトを受けて海外

いたが、オイルショックを機に下請けからの脱却を図るべく、

向け受注が増えてきており、こうした動向に対応すべく海外展

自社製品を販売する機械メーカーへシフトした。同社の二枚看

開を模索し始めていた折、ジェトロの「輸出有望案件発掘支援

板商品であるモーター駆動装置とタイヤ試験機の受注がいずれ

事業」に採択された。鉄鋼業界に詳しいジェトロ専門家から顧

も好調で、特にモーター駆動装置は、ライバルの少ない同分野

客の紹介を受け、中国や台湾、韓国での受注獲得に向けて積極

においてニッチトップを独走している。

的に働きかけた。ジェトロの紹介で成約に結びつくケースもあ

85 年発売の同社の鋼板加工設備向けモーター駆動装置は、
モーターの速度や正逆回転といった駆動を制御する装置で、鋼

り、専門家が契約書の作成方法や現地企業との交渉についても
二人三脚でアドバイスを行った。

板やフィルム、紙関連設備等様々な産業機械に採用されている。

同社ではもともと台湾の提携企業にシャーリング機器を輸出

鋼板を切断する “ シャーライン向け ” モーター駆動装置で７割、

して、台湾でコイル加工システムに組み立てた後に中国市場向

鋼板を進行方向に切り裂く “ スリットライン向け ” モーター駆

けに販売を行っていた。上海の展示会に出展した際に、改めて

動装置で８割と、国内の鋼板加工設備向け市場において圧倒的

中国の市場規模を認識した同社は、経済成長著しい中国市場を

なシェアを占めている。同社では、顧客である自動車メーカー

取り込むため、12 年１月より上海に 100％出資子会社（現地法

の生産ラインに影響を及ぼさないよう独自のアフターサービス

人）を設立して営業活動を開始した。以後、順調にモーター駆

体制を構築している。連絡を受けたらすぐに駆けつけて修理を

動装置が受注を増やしており、初年度の販売目標も達成できる

行い、その日の内に作業を完了する。海外の顧客でも連絡を受

見込みだ。また、更なる中国事業の拡大に向け、中国の制御盤

ければその日の内に飛行機に乗り込み、現地で復旧にあたるな

メーカーにモーター駆動装置の低価格品を、台湾の機械メー

ど徹底したサービス体制を整えている。

カーにタイヤ試験機の生産委託を開始している。

また、同社のもうひとつの看板商品であるタイヤ試験機が、

「小さくてもキラリと光る会社でありたい」という想いを胸

09 年の発売以降低価格を生かしてブリヂストンや横浜ゴムなど

に、今後もジェトロの支援を受けながら、ベトナムの展示会出

の大手企業から相次いで受注を獲得しており、破竹の勢いで納

展や専門家同行によるインドの商談会参加など中国以外のアジ

入数を増やしている。タイヤ試験機はタイヤの耐久性や転がり

ア市場展開も計画しており、同社は新たな販路を求めて挑戦を

抵抗などを計測する装置で、燃費改善につながるため、エコタ

続ける。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・輸出有望案件支援サービス
25

～ 伊賀焼の土鍋を使ったレシピを実演で提案 ～

長谷製陶

株式会社

住所

三重県伊賀市丸柱 569

TEL

0595-44-1511

HP

http://www.igamono.co.jp/

米国では馴染みのない土鍋の使い方や機能を実演でわかりやすく PR すると同時に、米国内の流通ルートを確保し
てビジネス体制を整え、土鍋文化の海外普及を目指す。
［種別］海外市場開拓

［対象国］米国

❖伝統ある窯元が作る伊賀焼の土鍋

を得て、現地の食材に合う土鍋レシピ集を作って来場者に配布
したり、電子コンロや電子レンジを使った簡単な土鍋料理を実

長谷製陶は江戸時代（天保３年）に築窯して以来、三重県の

演するなどして、米国では馴染みのない土鍋の使い方や、機能

伝統工芸 “ 伊賀焼 ” を守り続けてきた窯元であるが、現在は蓄

性 ･ 利便性を対面でわかりやすく PR した。さらに、展示会へ

熱性がある伊賀の土の特性を活かした蒸し鍋や電子レンジ調理

の出展と並行して同社は、ロサンゼルスにある日系の陶器卸売

鍋などの製造 ･ 販売を行っている。鍋の構造や釉薬の研究 ･ 開

会社と米国内における流通業務を委託することで合意した。日

発を重ね、IH 対応や省エネタイプなど現代の生活様式に合った

本から出荷した土鍋を委託先の倉庫に保管し、そこを流通拠点

機能やデザインを持つ土鍋を考案してきた。特に主力商品の「か

に米国各地へ配送する物流ルートを確保して受注体制を整え

まどさん」は、
「かまど炊きのような美味しいご飯を家庭で実

た。

現できる」と愛用者が多く、「グッドデザイン賞 中小企業庁長
官特別賞」も受賞した人気商品だ。

さらに、12 年１月開催の「NYIGF2012 冬展」にも出展して
バイヤーへの継続的な PR 活動を行ったことで活発な商談が進

同社の長谷社長は、
「食卓を囲む楽しさ、美味しさまたその

み、夏展を上回る成約を獲得するに至った。実演を交えて土鍋

大切さは、日本の外でも通ずるはずだ」という思いを抱き、

の品質、実用性をアピールしたことに加えて、協力会社と連携

2010 年２月に欧州視察を行った。この時、パリで行った土鍋

して米国でのビジネス体制を整えたことが、大きな成果につな

を使った蒸し料理の実演会が好評だったことから海外販路開拓

がった。

に関心を持ち、同年６月からジェトロの「輸出有望案件発掘支
援事業」による支援を受けることになった。

❖土鍋の使い方をわかりやすく PR

❖米国、台湾、そして中国へ
米国のほか、長谷製陶は独自ルートにより台湾での販路も確
保した。また、ジェトロ主催の「アジア ･ キャラバン事業」
（2010

長谷製陶の海外販路開拓を大きく前進させたのは、「ニュー

年実施）で商談した中国のバイヤーと岐阜県で行われた輸出商

ヨーク国際ギフトフェア（NYIGF）」への２度の出展である。

談会で再会し、現在も交渉を続けている。人口が多く、日本と

同社は、11 年８月に開催された「NYIGF 夏展」のジャパン ･

同様に米食文化を持つ中国は魅力的な市場であり、新たな展開

パビリオンに初めて出展した。ジェトロ専門家のアドバイスを

を期待している。

取り入れて設営したブースは、和をイメージしたデザインや陳

今後は、中国をはじめ米国 ･ 台湾以外の国 ･ 地域で協力会社

列を工夫したディスプレイが来場者の興味を引き、期間中多く

を見つけて販路を拡大したい考えだ。シンプルな調理で素材の

のバイヤーが訪れた。また、現地代理店である米国企業の協力

美味しさを引き出すことができる伊賀焼の土鍋の魅力をさらに
広めていくため、今後もジェトロの海外見本市事業を通じて新
たな見本市への出展に挑戦する。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
・アジア・キャラバン事業
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～「ハッピー」を世界中に広めたい ～

いろは出版

株式会社

住所

京都府京都市左京区岩倉南平岡町 74

TEL

075-712-1680

HP

http://hello-iroha.com/

自社クリエーターがつくるデザイン雑貨を海外に広めるため、「メゾン ･ エ ･ オブジェ」に２年連続で出展。
欧州を中心に国外の雑貨店に販路を拡大。
［種別］海外市場開拓

［対象国］フランス、英国、ドイツ、ベルギー、イタリア、オランダ、オーストラリア、米国、その他

❖雑貨ブランド「AIUEO」が販売好調
いろは出版の歴史は、2000 年に京都寺町の路上から始まっ
た。詩人であり同社代表取締役の木村氏が、当時、路上で販売
した自主制作のポストカードが評判を呼び、これをきっかけに
会社設立へと至った（2003 年 10 月「いろは出版」に社名変更）。
現在、同社は５つの事業部門を持ち、社員の自由な発想から生
まれる出版物や雑貨、ウェディンググッズ等の企画、制作、販
売等を手がけている。
同社が展開する雑貨ブランド「AIUEO」では、
「ハッピーを
あなたから」をコンセプトに、ラッピンググッズや文具等のデ
ザイン雑貨を企画、販売している。コンセプトにこだわったも
のづくりと独自の世界観が若い女性を中心に人気を集め、現在、
国内の雑貨店 1,500 店舗以上と取引を行っている。

❖２年連続でパリの見本市に出展
国内だけでなく世界中に「AIUEO」の雑貨を通じて「ハッピー」
な気持ちを広めたい、その想いから同社は海外市場を目指した。
初めての海外見本市出展となった 12 年１月開催の「メゾン ･
エ ･ オブジェ」
（フランス ･ パリ）では、ジェトロから配信さ
れるメールマガジンや海外コーディネーターの相談サービスを
活用し、出展のノウハウや欧州のマーケティング情報を積極的
に収集して商談に臨んだ。また、フランス語と英語が堪能な社
員の能力を活かし、会期中の商談対応のみならず、会期前後を

通して商談をフォローできる社内体制を構築した。国内と同様、
海外においても「AIUEO」に類似する商品はなく、魅力的なコ
ンセプトのもとに作られた商品は多くのバイヤーの目を引い
た。
初出展で欧州市場での手ごたえを掴んだ一方で、同社の商品
が子供向けの雑貨であると認識されているという課題も浮き彫
りとなった。そこで、２度目の出展となった 13 年の「メゾン ･
エ ･ オブジェ」では、洗練されたブースデザインに改善するこ
とで、大人の女性も販売ターゲットであることをアピールした。
同時に、海外で人気がある日本の “ かわいい ” 文化との相乗効
果を狙って、「AIUEO」は JAPAN ブランドであることを明確
に発信した。また、出展に先立ち京都で開催されたジェトロ主
催の「日用品 ･ ギフト輸出展示商談会」で出会ったバイヤーと
も「メゾン ･ エ ･ オブジェ」で再会し、商談を重ねることで新
規取引に繋げている。
同社の取組みは着実に実を結び、現在欧州では、ラッピング
グッズやグリーティングカード、シール、Ｔシャツを中心に、
子供向けから大人向けの雑貨店まで幅広く販路が広がってい
る。また、２年連続で「メゾン ･ エ ･ オブジェ」に出展したこ
とで「AIUEO」のブランドの認知度が高まり、世界中の店舗か
ら問い合わせが入るようになった。今後は、米国やアジアなど
への販路拡大を目指す。「AIUEO」の雑貨を通じて「ハッピー」
を届けるため、同社の挑戦は続く。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
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～ 昔懐かしいラムネを中国巨大市場へ ～

ハタ鉱泉

株式会社

住所

大阪府大阪市都島区都島北通 1-10-20

TEL

06-6921-5138

HP

http://www.hata-kosen.co.jp/

昔ながらのビー玉入りラムネ飲料を製造・販売する国内シェア１位のメーカーが、上海進出を足掛かりに中国内
陸部も視野に入れた中国巨大市場の販路開拓に意欲を見せる。
［種別］海外市場開拓

［対象国］中国

❖愛され続けてきた定番の瓶ラムネ

評被害による影響は少なくなかったが、台湾や韓国企業に奪わ
れた中国でのシェアを取り返す気勢で臨んだ展示会には多くの

ハタ鉱泉は、ラムネ飲料を主力とした清涼飲料水を製造・販

中国人バイヤーや小売業者などの関係者が訪れ、小売業者や大

売する飲料メーカーで、ラムネ生産量の国内シェア 50 ～ 60％

型量販店からの引き合いも多くあった。同社製品を初めて目に

を占める企業である。昔から愛され続けている瓶ラムネなどの

する来場者も多く、スクリューキャップではなく “ ビー玉で蓋

定番商品から、ペット容器入りラムネ、キムチ風味やたこ焼風

をする ” という独特の容器デザインや豊富な商品ラインナップ

味のラムネなどのアイデア商品まで様々なタイプのラムネを開

に多くの関心が寄せられた。同展示会の一番の収穫は「中国の

発しており、現在のラインナップは国内外のブランドを合わせ

方の生の声が聞けたこと」と語る同社担当者は、実際に中国を

て約 200 種類にのぼる。

訪れてみて “ 商機はある ” と自信を深めていた。「SIAL China

ラムネの最大の特徴は、何と言ってもビー玉が入った独特の

2012」出展後の成果としては、７月後半以降、中国からの受注

形状のガラス容器だ。ガラス玉が奏でる涼しげな音が爽やかな

が大幅に増加し、同社の中国向けラムネの出荷量は、前年同期

炭酸味にマッチしていて、日本人にとってはノスタルジーを感

比 200% 程度で推移している。

じる飲料であるが、1950 年代～ 60 年代頃には全国で 1700 ～
1800 社あったラムネの製造業者は、時代とともに次々と姿を
消し、今では全国で約 100 社程度にまで減少している。このよ

❖ “ 商流 ” の調整が勝負の鍵
同社では、「SIAL China 2012」への出展と同時に上海にあ

うな背景や日本の少子高齢化による国内市場の縮小を踏まえ、

るスーパーマーケットを訪れ、小売における自社製品の販売価

ラムネ飲料を主力に置いている同社では、５～６年前から本格

格や陳列状況等を調べるため、ジェトロ同行のもと市場調査を

的に海外市場への参入を始めた。現在、全国３カ所に物流拠点

兼ねた現地視察を行った。同社は現在、商社を通じて間接貿易

を置いているが、関西地区にある倉庫には常時 25 万～ 30 万ケー

を行っており、中国国内での小売の実情を把握できていない点

スの商品が保管されており、そのうち約 23％が北米や中国など

に不安を感じていた。視察により、競合他社がほぼいないこと

海外に出荷されている。

もあって適正価格が維持されていることがわかったが、今後の

❖上海の食品見本市に出展

販路拡大に向けて同社が懸念を抱くのは、過度な自由競争によ
る販売価格の値崩れだ。ラムネはもともと原価が高く、値崩れ

同社は、ジェトロを通じて 12 年５月に上海で開催されたア

が起きれば卸売問屋や小売業者に利益が還元されず継続的な取

ジア最大級の食品見本市「SIAL China 2012」に出展した。11

引が成立しない。また、販売ルートが確立していないと小売か

年の対中国輸出が前年比７割減になるなど、東日本大震災の風

ら注文があっても製品が納品されないという事態が発生してし
まう。早急に求められるのは中国各エリアにおける販売代理店
契約などを含めた “ 商流 ” の整理だ。今後は上海など沿岸部だ
けでなく、成都や重慶などの内陸部も視野に入れたシェア拡大
を狙う。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
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～ オンライン注文のネームバッジをグローバルに展開 ～

合同会社

ネームバッジインターナショナル

住所

兵庫県神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センター 11 階

HP

http://namebadgesinternational.jp/

アイデアビジネスでグローバルに展開するオーストラリアの企業が、ジェトロの「対日投資・ビジネスサポート
センター（IBSC）
」を活用して日本に合同会社を設立。
［種別］対日投資

［対象国］日本

❖オンライン受注でネームバッジを生産
オーストラリアのクイーンズランド州に本社を置き、英国、

本を選択した。その後、
「ひょうご ･ 神戸投資サポートセンター」
への相談、ブリスベン市主催の「神戸ビジネスセミナー」への
参加を通じて、日本での拠点を神戸に定める意思を固めていっ

米国、フランス、ベルギー、オランダなど世界 10 カ国で展開

た。クイーンズランド州政府などの支援を得ながらジェトロの

しているネームバッジインターナショナルは、ネームバッジ及

シドニー事務所に相談し、ジェトロのサービスを活用して対日

びネームプレートの製造・販売業を通じて、顧客ニーズに合っ

投資に乗りだした。

た高品質で個性的なバッジやネームプレートを企業や個人向け
に提供している。

日本における会社設立準備のため来日した同社の担当者は、
神戸の「対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）」を活

オンラインで注文を受けてから生産・発送・決済までを一貫

用し、オフィススペースの提供など様々な支援を受けた。ジェ

して行う完全受注生産方式を採用しており、デザインサンプル

トロは、日本に進出を考えている外国企業に対して日本での事

などを参考に、オンライン上でオリジナルのバッジを無料でデ

業拠点設立や事業開始のための具体的なサポートを行ってお

ザインできるのが同社サービスの特徴だ。同社では、名刺と同

り、IBSC への入居期間中、同社はジェトロ専門家から会社設

様にネームプレートやバッジにも社章やコーポレートカラーな

立のコンサルテーションや銀行口座開設にあたっての準備をは

どの「コーポレート ･ アイデンティティ（CI）
」を刷り込むこ

じめ、税理士や社会保険労務士の紹介などの支援を受けた。ま

とができるため、PR 素材として活用する企業も多く、オース

た、兵庫県国際経済課・神戸市企業立地課外資グループから県

トラリアを中心に売り上げを伸ばしている。

市のオフィス賃料補助制度の説明を受ける際や、市からオフィ

❖ IBSC を活用して日本に会社設立
同社は日本で開催された「国際文具 ･ 紙製品展（ISOT）」へ
の出展実績があり、これまでも複数の日本企業と取引があった
が、慎重な日本企業は国際送金に消極的なため、今後のビジネ
ス展開のためにも日本に銀行口座を開設する必要があった。ま

スを紹介される際にも、ジェトロ担当者が同行するなど、ジェ
トロから情報面と実務面の総合的なサポートを受けて、同社は
12 年 10 月に合同会社を設立するに至った（会社登記は 12 年
６月）。

❖大企業 100 社以上の受注を目指す

た日本は、世界第３位の経済大国であること、人口比率から見

今後の事業計画としてアジア進出を見据えている同社は、韓

てもオーストラリアの約６倍の市場規模になる可能性があるこ

国や中国などのアジア各国にも進出したい考えであるが、まず

と、知的財産権を尊守し、西欧的なビジネススタイルが確立し

は日本でしっかりとしたビジネスモデルを構築することが先決

た社会であることなどから、同社はアジア展開の拠点として日

と考えている。ロットの多い注文を獲得していくため、最終仕
上げ行程を行う簡易加工拠点を日本に構えて生産体制を整え、
２年後までに累計 300 万枚のネームプレート生産及び大企業
100 社以上からの受注を達成することを目標としている。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）
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～ 商品パッケージ戦略で海外市場に参入 ～

株式会社

西山酒造場

住所

兵庫県丹波市市島町中竹田 1171

TEL

0795-86-0331

HP

http://www.kotsuzumi.co.jp/

日本酒輸出では後発組の清酒メーカーが、デザイン性が高く、親しみやすい商品パッケージで購買者の心をつかみ、
本格的な輸出取組み開始から僅か６年で 21 ヵ国への輸出を実現。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］香港、中国、シンガポール、英国、米国、ロシア、ブラジル等

❖清酒のイメージを覆すデザイン

こ つづみ

すでに後手に廻っており、リスクも懸念されたため同社はまず
米国、シンガポール、香港を視察した。実際に現地を訪れてみ

俳人 ･ 高浜虚子の命名による丹波の日本酒「小鼓」は、1849

ると、予想以上に日本酒が市場に出回っていることに驚かされ

年創業の清酒蔵・西山酒造場の代表銘柄であり、蔵の屋号でも

た。しかし、スーパーなどに陳列されている日本酒は似たよう

ある。同酒蔵では、丹波の山間に流れる清流竹田川の伏流水を

なデザインのものばかりで見た目の差別化は図れていなかっ

使い、兵庫県産の酒米と厳選された麹を原料に酒造りを行って

た。同社はこの視察で「スタイリッシュなパッケージは若い富

おり、原料処理から道具の洗浄に至るまで一切妥協しない職人

裕層に受け入れられる」と確信し、海外への売り込みに本格的

の意気込みが “ 丹波の美酒 ”「小鼓」を生み出している。伝承

に着手した。

の酒造りに励む一方で同社は、従来の清酒のイメージとは一線

同社は、現地マーケティングや販促強化のため輸出形態を直

を画すボトルの開発にも取り組んでいる。芸術作家・綿貫宏介

接貿易に切り替えた。また、ジェトロが募集する国内商談会に

氏のデザインによるラベルや容器は、
「美酒を育む丹波の四季

は全て参加し、１回の商談会で１社の成約を取ることを目標と

や酒造りに対する職人の思い」を表現しており、デザイン性が

した。ジェトロ専門家の支援により商談のコツを覚えて売り上

高く、日本酒に馴染みのない層にも親しみが感じられるパッ

げを伸ばした結果、香港、中国（上海）、シンガポール、英国、

ケージである。

米国をはじめ、ロシアやブラジルにまで販路を拡大するに至っ

❖商品パッケージで世界観を表現
同社が初めて海外輸出を行ったのは、2000 年のことだ。台
湾で酒の輸入販売が自由化され日本各地の地酒が販売できるよ

た。12 年現在、21 ヵ国へ輸出を行っており、海外売り上げが
全体の３割を占めている。

❖手頃な価格のリキュールを市場投入

うになり、一度に 200 ケースの大口注文が入った。しかし、当

商品パッケージを前面に打ち出す販売戦略で販路を拡大した

時は国内売り上げが安定していたこともあり、その後も商社を

同社だが、商流の開拓には後発組ならではの悩みがあった。海

介して細々と輸出する程度で積極的な海外展開は考えていな

外では先に参入した企業に卸売り業者を押さえられていること

かった。

が多く、商流の確保に苦労した。同社は「売れる商品であれば

同社が再び海外に目を向け始めたのは６年後の 06 年のこと

バイヤーも扱うはずだ」という信念から、営業先を輸入 ･ 卸売

で、国内での日本酒離れが進み、経営戦略を見直していた時期

業者から小売店 ･ レストランに拡大し、商流の両側から攻める

に社長の友人から、「このパッケージと品質なら海外で売れる」

戦略で新規取引先を増やしていった。さらに、海外での新しい

と太鼓判を押されたことがきっかけだった。日本酒の輸出では

消費者掘り起こしのためリキュール類の販売にも力を入れてお
り、大吟醸などの日本酒で富裕層向けに高級ブランドを訴求す
る一方で、手頃な価格のリキュールを市場投入して中間層や女
性層の発掘にも取り組んでいる。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・バイヤー招へい
・ミッション派遣
・海外ブリーフィング
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～ 紀州熊野産のこだわり食材を世界へ ～

ヤマサ脇口水産

株式会社
住所

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地 6-6-9

TEL

0735-52-2991

HP

http://www.maguro-yamasa.com/gr-index/wa-index.html

かい おう まぐろ

紀州 ･ 那智勝浦のマグロ仲卸業者が、解凍してもドリップを出さない「海桜鮪」を武器に香港に進出。同地を足
がかりに、地元熊野のこだわり食材の海外販路開拓に取り組む。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］ 香港、その他

❖うまみを逃さないマグロの冷凍技術を開発
はえ

てパリやロサンゼルス等の世界主要都市に関するマーケット情
報を収集するなど、輸出の実現に向けて動き出した。国内外の

世界遺産の熊野三山を仰ぐ和歌山県那智勝浦は、伝統的な延

商談会にも積極的に参加して商談を重ねた結果、11 年 12 月に

縄漁法による天然マグロの漁獲高日本一を誇る。ヤマサ脇口水

再訪した香港でジェトロがマッチングを支援したバイヤーとの

産は、同地で明治時代に「ぼて売り」と呼ばれる魚をカゴに入

取引が成立し、翌 12 年１月に現地レストラン向けに初めてマ

れて売り歩く商売からスタートし、廻船問屋を営みながら生マ

グロを出荷した。

なわ

グロ専門の卸業を始めた。４代目となる現在はマグロの加工工
場も設立し、その事業を拡大している。

❖本物の味を届けるため合弁会社を設立

同社がマグロの加工に乗り出したのは、安い輸入冷凍マグロ

レストランに商流を持つパートナーを得て香港向け輸出を開

に押される産地の地盤沈下を食い止めるためで、地元で水揚げ

始した同社だが、間もなく、マグロという食材の本当の味を顧

した旬のマグロの鮮度と味を保持したまま消費者に届けよう

客に届けるためには「食材」「流通」だけでは不十分で、商品

と、長時間を費やして新商品の開発に取り組んだ。その結果、

知識に裏付けされたメニュー提案や調理指導などの「ソフト」

細胞内の水分を調整しながら瞬間冷凍する独自の技術により、

を加えた新たな仕組みづくりが必要との思いに至る。

解凍時に細胞が壊れてうまみが流れ出る、いわゆるドリップを

そうした中、12 年５月にジェトロが日本産食品普及のため香

ほとんど出さない「海桜鮪」の開発に成功し、漁業者との協力

港で実施した現地レストラン業界向けの「マグロ」ワークショッ

関係のもと、高付加価値な商品を、一年を通して安定的かつ適

プに参加、そこで講師を務めた日本食の料理人との出会いを新

正価格で供給することが可能となった。

たなきっかけとして、同年 11 月に「食材」「流通」「ソフト」

かい おう まぐろ

❖香港へ輸出を開始

の三拍子揃った三者合弁による高級日本食材店のオープンに漕
ぎ着けた。店内には、「海桜鮪」等の同社商品のほか、米や酢、

同社の海外展開のきっかけは、2010 年 12 月に和歌山県から

梅など地元熊野のこだわり食材が並ぶデリカ機能を併設、香港

の案内で参加した香港商談会でのことで、バイヤーに向けて「海

の食通たちに本物の味を提供しつつ飲食店への販売ルート構築

桜鮪」をプレゼンしたところ予想以上の反応があり、輸出を本

を図っている。

格的に検討するようになった。11 年３月にはジェトロの「輸出

香港を足がかりに、次に目指すのは世界市場だ。欧米市場向

有望案件発掘支援事業」に採択され、専門家より海外バイヤー

けには欠かせない HACCP 方式による衛生管理や、持続可能な

との取引条件等に関するアドバイスを受ける一方、海外コー

漁法に与えられる海洋管理協議会（MSC）認証の取得などに積

ディネーターによる輸出支援相談サービスやセミナーを活用し

極的に取り組んでいるほか、イスラム市場も視野に、ジェトロ
のホームページを参照しつつ自社でハラル認証も取得した。更
なる海外販路拡大のため、同社の歩みは着実に進んでいる。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・セミナー参加
・その他 / 国 ･ 地域別情報（J-FILE）貿易投資Ｑ＆Ａ
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～ 自社農場の果樹を使った飲料開発で販路拡大 ～

広岡農場

農事組合法人
住所

鳥取県鳥取市広岡 151

TEL

0857-53-5308

HP

http://www.hirooka-farm.com/

梨や梅を栽培する果樹農場が、梨の発泡酒や梅ドリンクなど自社開発商品の販売強化に向けて海外市場開拓にチャ
レンジし、東アジア地域への販路拡大を目指す。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］シンガポール、中国、香港

❖梨や梅を使った加工製品の開発
「二十世紀梨」などの梨の名産地として知られる鳥取市郊外
で、肥沃な赤土の土壌を利用して果樹の路地栽培を行う広岡農
場は、除草剤を使わない環境にやさしい栽培方法を採用してお

社はジェトロ ･ メンバーズの会員となり、会員特典を利用して
商談会や見本市に出展するようになった。同時に、「貿易実務
講座」などのセミナーにも参加して貿易実務知識の習得にも努
めた。
2011 年８月に開催された「香港 FOOD EXPO 2011」では、

り、農林水産省より「エコファーマー」認定を受けている。ま

ジェトロの輸出有望案件専門家と在香港の海外コーディネー

た促成栽培は行わず、旬の時期に出荷できるよう収穫時期（夏

ターからバイヤーの紹介を受け、食品卸売業者からの注文を得

～冬）が異なる多品種の梨を生産している。そのため長期間（7

た。さらに同年 12 月には、ジェトロ専門家の随行で香港に出

月末～ 5 月初旬）を通じての出荷が可能で、多品種の梨を市場

張し、香港バイヤーと商談を行った。商習慣の違いや言葉の壁

の需要に合わせて顧客に販売している。

を専門家の支援で乗り越え、専務も自らバイヤーとの交流促進

同社は、果樹の生産以外に梨や梅を使った加工飲料の製造・

に努めた結果、新規の受注獲得に成功した。その後も同バイヤー

販売も行っており、鳥取県産の梨を原料にした梨スパークリン

から 12 年の中秋節用に梨の追加注文を受けるなど、現在も継

グワイン「ファシリーテ」は、リンゴを原料にした果実発泡酒

続的に輸出している。

「シードル」からヒントを得て開発された。酵母が生きた状態
のまま瓶詰めして炭酸ガスを瓶内に閉じ込める瓶内二次発酵製
法（シャンパン製法）を採用しており、果実の味わいと爽やか

❖いざ夢のマカオへ
同社では、海外事業を経験したことで国内と海外のニーズの

な炭酸感を楽しめ、
お酒が苦手な人にも「飲みやすい」と評判だ。

違いが明確化でき、どの商品をどこに投入すれば良いかなど市

同じくシャンパン製法を使い、同農場で栽培した３種類の梅を

場予測ができるようになった。海外市場における富裕層と中間

ブレンドした梅ドリンク「美梅子」は、料理と相性のよい付加

層の差別化も図れるようになり、市場ニーズを踏まえたター

価値飲料として年々需要を高めている。

ゲット別のマーケティング戦略を立てられるようになった。香

う

め

こ

❖会員特典を利用して海外市場開拓

港市場開拓の経験を踏まえ、今後は、以前からの夢であったマ
カオの高級ホテルやレストランに製品を売り込んで実績を重

梨や梅を原料にした加工飲料の開発により商機が拡大し、海

ね、同市場におけるブランド認知を広めていきたいと考えてい

外市場に関心を持った同社は、まず香港やシンガポールなどの

る。今後、ジェトロの協力を得てバイヤーとの商談に臨みたい

東アジア地域の市場調査を行った。その際にジェトロ担当者と

考えで、マカオのバイヤーについて調査依頼中である。

の交流を通じて海外ミニ調査等のジェトロサービスを知った同

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・海外ミニ調査サービス
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～ 技術開発力で海外日系企業ニーズに応える～

エステック

株式会社

住所

島根県松江市東出雲町揖屋 2797-3

TEL

0852-52-6100

HP

http://www.stc-jp.co.jp/

海外生産を行う日系企業のニーズに着目し、中国 ･ 大連市に新工場を設立。タイ、インドネシアでの販路開拓で、
売上高１億円を目指す。
■［種別］対外投資

［対象国］中国

■［種別］海外市場開拓

［対象国］タイ、インドネシア、中国、韓国、インド、南アフリカ、フランス

❖企業ニーズに基づく新ビジネスの創出

❖ ASEAN 諸国をターゲットに販路開拓

1991 年設立のエステックは、企業ニーズに基づいた新ビジ

その後同社は、中国以外に東南アジア諸国連合（ASEAN）地

ネスの創出を得意とし、
「湿式自動精密切断機」をはじめ、真

域への進出にも関心があったことなどから、ジェトロの「輸出

空処理装置、土壌分析前処理装置など数々の新システムや自動

有望案件発掘支援事業」に採択され、本格的なジェトロの支援

化装置を開発してきた。06 年には世界初のタンパク質結晶化・

を受けることになった。ジェトロ ･ メンバーズに加入した同社

観察システムを開発して「明日の日本を支える元気なモノ作り

は、海外コーディネーターによるアドバイスや「海外ミニ調査

中小企業 300 社」に選出されるなど、技術者ならではの視点に

サービス」を活用して候補企業の選出を行うとともに、
セミナー

立った研究開発、製品化が高く評価されている。

や商談会、海外展示会に参加して情報収集及び関係機関や現地

同社はこれまで自動車メーカーなど国内大手企業約 300 社に

企業等とのネットワーク構築を行った。さらに、ジェトロの専

製品を納入してきたが、大手企業の生産拠点の海外移転や円高

門家同行のもとタイやインドネシアで商談を行った。アポ取り

不況に伴い需要が年々減少していることに危機感を抱き、国際

やスケジュール調整をはじめ、現地の相場観や土地勘に至るま

的な事業展開の必要性を認識した。また、国内の企業に納入し

で専門家がフォローやアドバイスを行い、同社を支援した。同

た製品が海外工場向けに出荷されている事実を知り、海外生産

社の強みは、①顧客要求仕様に出張先で対応 ･ 提案できる技術

を行う日系企業のニーズに着目した。中国及び東南アジア諸国

営業力、②加工対象物（ワーク）の短納期試作と技術レポート

連合（ASEAN）地域における自動車生産市場、製鉄市場に需要

の提示、③製品用途が一目瞭然に整備された販促資料（和、英、

があると予見した同社は、商機を求めて海外展開に取り組みは

中、韓、タイ語版等）という。これまで大手企業の難しい要望

じめた。

にも応えてきたそれらの技術力や対応力が買われ、12 年９月に

❖中国・大連に工場を設立
同社は、09 年に広州で開催された日系自動車部品専門展示会

はインドネシアの大手日系企業から受注が決まったほか、タイ、
シンガポールやベトナムでも引き合いが多数あり、具体的な発
注につながる見込みである（2012 年 12 月現在）。今後も上海、

「JAPPE」に出展した。その当時は大手国内企業との連携によ

バンコクやジャカルタで開催される自動車 ･ 機械関連展示会に

る中国市場参画を検討しつつ、自力で中国市場展開を進めてい

出展しつつ、ジェトロの海外コーディネーター、専門家などを

た。

活用して更なる販路拡大を目指す。

こうして同社は、12 年７月に国内のメーカーと連携して中国 ･
大連に現地法人を設立するに至り、生産工場の設備も整えた。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・輸出有望案件支援サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・バイヤー招へい
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・海外ブリーフィング
・ビジネスアポイントメント取得サービス
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はん ぷ

～ 帆布” を素材にした雑貨の欧州展開でブランド価値を高める ～

株式会社

バイストン

住所

岡山県倉敷市曽原 414-2

TEL

086-485-2112

HP

http://www.jo-bu.jp/

はん ぷ

倉敷帆布のメーカーが “帆布” を素材にした日用品 ･ 雑貨の欧州市場でのブランド確立を目標に、商品改良 ･ 開発
に取り組み、海外販路拡大に成功。
［種別］海外市場開拓

［対象国］英国、ドイツ、フランス、中国

❖ “ 帆布 ” を素材にした日用品シリーズ

訴求を目指して帆布生地を使ったカタログやプレゼン用資料を
用意したほか、ブランド特性が伝わりやすいよう出展ブースの

厚手で丈夫な “ 帆布 ” は、撚り合わせた太い綿糸を使って織

レイアウトやデザインも細部まで工夫した。また、パリにコレ

られるため強度があり、江戸時代は帆船の帆として、戦時中は

スポンデントを設置して現地バイヤーの対応にあたるなどス

主に軍服やトラックの幌を作る素材として重宝された。戦後、

ムーズな商談が行える環境づくりに努め、フォローアップ体制

時代の変化や安価な合成繊維の出現等により生産量は減少した

もしっかりと整えた。

ものの、昔ながらの天然素材であり、耐久性 ･ 通気性に優れた
帆布生地を求める声も依然として根強い。

同社は、
「メゾン ･ エ ･ オブジェ」は現地情報を得るマーケティ
ング機会と位置づけ、欧州で好まれるスタイルや生活習慣など

国産帆布の約７割を生産する岡山県倉敷市に本社を置くバイ

を徹底的に調査した。1 回目の出展後には現地で得た情報をも

ストンは、
「JoBu」や「倉敷帆布」などのブランドを展開して、

とに欧州市場向けに製品の色やサイズを拡充したほか、オーブ

帆布を素材にした日用品やキッチン雑貨、バッグ等を製造 ･ 販

ンを使った調理が多い欧州の食習慣を考慮し、鍋つかみの生地

売している。大正時代から続く倉敷帆布のメーカーの伝統と技

を厚くして耐熱性を高めるなど現地ニーズを反映した商品開発

術をベースに、それまでの産業生活資材としての生産事業の見

を行った。同見本市への２度目の出展後には、主力商品を雑貨

直しを図り、帆布を素材にした自社製品の開発を通じて帆布生

からキッチン用品に変更し、３度目には「キッチンウェア ･ パ

地の新しい利用方法を提唱し、付加価値を高めている。

ビリオン」に分野を絞って出展した結果、より明確な目的を持っ

❖見本市は現地ニーズを読む機会
同社は、自社ブランド「JoBu」の日用品シリーズを欧州に向
けて販売し、国内外における自社のブランド価値を高めること
を目的に、ジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」を活用し
て販路開拓に乗りだした。欧州展開にあたっては短期の結果に

たバイヤーとの商談も進み、効率的な販売につながった。３度
にわたる「メゾン ･ エ ･ オブジェ」出展を通じて、英国の高級
インテリアショップとの定期的な取引が成立したほか、ドイツ
刃物メーカーとのコラボ商品の開発も実現した。

❖欧州の経験を活かして中国市場へ

はあまりこだわらず、まずはフランスで年２回開催されるイン

その後同社は、ジェトロの「アジア ･ キャラバン事業」に参

テリアの国際見本市「メゾン ･ エ ･ オブジェ」に継続的に出展

加してアジア市場向けに高級バッグ ･ 中級バッグ、キッチン用

して現地調査をもとに市場ニーズに合った商品の投入を図り、

品を開発したほか、ジェトロを通じて現地開催の商談会にも積

販路を拡大する方針をとった。出展に際しては、ジェトロ専門

極的に参加している。11 年に中国 ･ 大連市に設立した販売拠点

家からアドバイスを受け、素材メーカーの強みを活かした商品

も本格的に稼動しており、中国市場開拓に向けて今後も積極的
に活動していく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・輸出有望案件支援サービス
・アジア・キャラバン事業
34

～ 市場ニーズを捉えて健康志向の機能性飲料を販売 ～

宝積飲料

株式会社

住所

広島県東広島市西条西本町 14-54

TEL

082-423-2271

HP

http://www.hoshaku.co.jp

清涼飲料メーカーが、アジア及び米国市場における健康志向の機能性飲料等の販路拡大のため現地輸入代理店と
契約し、海外市場での販売強化を目指す。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］台湾、香港、米国、シンガポール、マカオ等

❖低カロリーのゼリー状飲料がヒット

て現地輸入業者と契約し、最良のパートナーを得た同社は、物
産展に参加して商品マーケティングを行い、市場投入する商品

東広島を拠点に、良質の地下水をベースに各種清涼飲料水の

の絞り込みを行った。単発取引から発展して 12 年４月には大

企画開発から製造 ･ 販売までをトータルで手掛ける宝積飲料は、

口の商談がまとまり、「ためして寒天」や缶コーヒー等混載で

年 間 生 産 量 １ 億 本 以 上 の 清 涼 飲 料 を 製 造（ 自 社 商 品 15 ％、

毎月の取引が定番化している。主に現地の日系スーパーで販売

OEM 商品 25％、
受託加工商品 60％）する飲料メーカーである。

されており、大手 NB（ナショナルブランド）商品と同じ陳列

自社開発のペットボトル入りゼリー状飲料「ためして寒天」は、

棚に置かれている。現在は、商品の回転率を上げるため物量を

地域の老人ホームからの依頼により嚥下困難な入居者のために

調整しながら購買力を上げる対策を練っているところである。

開発された低カロリー飲料のレシピを基に、一般消費者向けに

今後は地元スーパーへも販路を拡大していきたい考えで、香港

改良を加えて発売したところ、機能性に特化した独自の商品性

で行われる商談会に輸入業者同席のもと参加するなど、新規取

が受け入れられ、同社のヒット商品となった。「ためして寒天

引先の開拓にも意欲的だ。

レモン風味 900ml」は、農林水産省が主催する「世界が認める
輸出有望加工食品 40 選」（2009 年度）にも選出されている。

❖パートナーを得て現地販売網を拡大
07 年３月に広島県庁の案内を介して台湾にある日系デパート
「太平洋そごう」で同社が製造する飲料を販売したところ、「た
めして寒天」及び「ぷるるん潤うコラーゲン」が 1 週間で完売
するなど好評を得た。海外ではメーカーの知名度に関係なく、

❖健康志向の市場ニーズを捉えて米国市場へ
商談会と並行して同社は、ジェトロの海外コーディネーター
及び専門家のアレンジにより 12 年 12 月に香港の企業訪問を
行った。その結果、現地小売店と PB（プライベートブランド）
商品について成約見込みであり、成約すれば輸出事業の大きな
支柱となるため、期待は大きい（2013 年１月現在）
。
また同社は、アジア地域以外に米国への輸出事業に本格的に

味や価格、デザインなどの商品力で勝負できると確信した同社

着手するため、12 年８月に米国の機関に申請して FCE（缶詰

は、海外販路開拓のためジェトロの貿易実務講座に参加して通

食品施設登録）及び SID（製造過程認識番号）を取得した。健

関書類や代金回収方法、トラブル対処法などを学び、直接貿易

康志向ブームが続く米国市場にウコンドリンクを投入した結

の実現に向けて準備を始めた。その後、11 年 10 月に「輸出有

果、市場性を捉えて輸出が好調であり、現在もウコンドリンク

望案件発掘支援事業」に採択され、
「海外コーディネーターリ

や「ためして寒天」について、バイヤーから引き合いが来ている。

テイン事業」
、貿易投資相談等のジェトロ事業をフルに活用し

今後も成約に向けて商談を継続していく予定であり、米国市場

た。ジェトロの支援で現地の市場視察や関係企業訪問を実施し

における更なる販路拡大を目指している。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・海外ブリーフィング
・農水産情報研究会会員
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～ 地熱を利用した省エネ換気システム ～

株式会社

ジオパワーシステム

住所

山口県美弥市秋芳町別府 2604-1

TEL

0837-65-3511

HP

http://www.geo-power.co.jp/

“ 地熱 ” を利用した居住空間の換気システムを開発して省エネ技術の商業化に成功し、実績を伸ばしている企業が、
ジェトロの長年の支援を受けて米国初の施設導入に成功。
［種別］海外市場開拓

［対象国］米国、中国、インド、カナダ、欧州

❖ “ 地熱 ” を利用した換気システム
世界有数の火山国である日本では、以前より地熱を利用した

❖米国初の「GEO パワーシステム ®」導入へ
同社は、10 年以上前よりジェトロの支援により海外展開を模

エネルギーの活用は有効との見方も多く、特に東日本大震災以

索しており、これまでにもジェトロ専門家のアドバイスにより、

降、日本人の意識変革もあり、“ 地熱 ” は地球環境にやさしい

カナダの天然資源省との共同研究やニュージーランド企業への

新時代の再生可能エネルギーとして、益々注目を集めている。

技術供与等の事業を通じて海外実績を積んできた。次なる市場

住宅を建設する工務店から 02 年に分離独立したジオパワー

を中国に見据えていた矢先の 09 年に米国 ･ アリゾナで開催さ

システムは、地中熱（地熱）などの自然エネルギーを利用した

れた「グリーン ･ ビルドショー」で出会った米国の設計事務所

省エネ技術「GEO パワーシステム ®」を開発し、全国の工務店

から連絡があり、その後、11 年 12 月にカリフォルニア州サン

ネットワークを築いてボランタリーチェーンを展開している。

ディエゴに建設中の低所得者層向け住宅に「GEO パワーシステ

地中に埋設したパイプ内に外気を通し、地熱を利用して温度調

ム ®」が米国で初めて導入されることが決まった。さらに同社は、

整した大気を室内に送り込む仕組みを考案した同社は、山口大

米国進出に向けて現地法人設立手続きや P/L 法等に関して、数

学と共同開発を重ね、この技術を汎用性の高い商業ベースの換

回にわたりジェトロの貿易投資相談を利用した。また、11 年

気システムへと発展させた。室内温度を快適に保ち、CO2 削減

12 月にはジェトロの訪問を受け、米国の社会背景や住宅関連産

や光熱費の節約も見込めるため、一般住宅以外にも工場や保育

業の市況に関して情報を入手したほか、米国との取引に関し、

園等の大型施設にも採用されている。国内における販売状況は

知的財産権保護や米国の破産法等について専門家よりアドバイ

これまで約 1,200 棟（2012 年 12 月現在）と実績を伸ばしてお

スを受けた。その後も、ジェトロに北米市場におけるコンサル

り、地熱利用システム導入実績ナンバーワンの地位を築いてい

タント及びコーディネート業務を委託している。

る。

サンディエゴの住宅施設については、12 年５月に行われた地

また同社の「GEO パワーシステム ®」は、05 年に「愛 ･ 地

熱用パイプの埋設工事の様子をニュースリリースとして配信

球博（愛知万博）
」の政府パビリオン「瀬戸日本館」にも採用

し、地元紙で紹介された。また、13 年２月のオープンハウス時

され、「グッドデザイン賞 2007（新領域デザイン部門）」を受

には報道関係者に向けて施設を公開するなど PR 活動に力を入

賞した（ジェトロ推薦）
。その他、経済産業省が提唱する「新

れている。同施設をモデルルームとして活用し、展示について

日本様式 100 選」に選定されるなど数々の賞を受賞しており、

も「GEO パワーシステム ®」の温度効果を可視化するなど工夫

省エネ時代をリードする技術が高く評価されている。

を凝らしており、引き続き米国市場における同システムの認知
拡大を目指す。
10 年余に及ぶジェトロの長期支援が実を結び、国内での実績
を上げることに成功し、さらには米国進出も果たした。同社は
新エネルギー時代を切り拓いていく企業として、今後も北米市
場を視野に海外市場展開を狙っている。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
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～ ナノ技術で中東の大型プロジェクトに参画 ～

ナノミストテクノロジーズ 株式会社
住所

徳島県鳴門市大麻町池谷字柳の本 19

TEL

088-689-1190

HP

http://www.nanomisttechnologies.com/

“ 超音波霧化分離 ” 技術を有する企業が、サウジアラビアの企業と提携して淡水化事業の大型プロジェクトに参画。
米国に法人を設立して米国、中東における事業拡大を目指す。
［種別］対外投資・業務提携

［対象国］サウジアラビア、米国

❖未来を拓くナノの新技術

した特許が失効する前に海外展開しなくては」との思いもあり、
海外事業に着手した。

“ 超音波霧化分離 ” の技術を中核として、食品処理装置等の

10 年からジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」の対象企

各種産業機械装置の開発 ･ 設計 ･ 販売を手がけるナノミストテ

業となり、ジェトロが主催するジャパン ･ パビリオン等を設置

クノロジーズ（前 ･ 超音波醸造所、2011 年社名変更）は、ナ

する海外展示会 ･ 商談会に出展するようになった同社は、ワシ

ノの新技術 “ 超音波霧化分離 ” を開発し、同技術を応用して様々

ン ト ン DC で 開 催 さ れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 専 門 見 本 市

な産業分野に進出している。“ 超音波霧化分離 ” とは、超音波

「RETECH 2010」への出展を機に、ヒューストン事務所の海外

を海水液に照射して霧を発生させ目的物質を分離 ･ 濃縮する技

コーディネーターから継続的なアドバイスやフォローを受ける

術で、同社の松浦社長が 93 年に最初の基礎現象を発見し、学

ようになった。ジェトロの支援を受けながら、淡水化事業に関

会で発表した。その後、同社の株主である酒造会社で初めて実

して海外コーディネーターが発掘したサウジアラビアの企業と

用化され、産業分野向け装置に導入されることになった。同技

の提携に取り組み始め、同企業と中東での代理店契約を締結す

術は、従来の蒸留法による分離方法に比べて熱を使用しないた

るに至った。サウジアラビア向けの装置に関する基本合意書も

め省エネ ･ 省コスト化が図れるのが特長だ。海水を淡水と塩分

交わし、現在、同国において海水淡水化事業の実証実験を行っ

に分離できることで塩の活用も可能である。また、低温かつ低

ている。また、同企業との秘密保持契約書の締結に際しては、

エネルギーでの装置運転が可能で、逆浸透法と比べても電気エ

ジェトロが雛形を提供して法的な相談をサポートした。

ネルギーを 70％程度節約できる。清酒の濃縮から始まった同社
の “ 超音波霧化分離 ” 技術は応用範囲が広く、バイオエタノー
ル精製装置の開発ほか、食品（酢、果汁、酒類）の濃縮装置、

❖米国に現地法人を設立
続いて同社は、12 年 11 月に米国 ･ ヒューストンに現地法人

工場排水の処理装置、温泉水濃縮装置、医療用溶剤回収装置等

を設立した。日米評議会によるコンペ「TOMODACHI 東北チャ

にも広く使われており、今後も多岐分野における利用が期待さ

レンジ」（2012 年 10 月）において、同社の「海水淡水化プラ

れている。

ントを気仙沼地区で立ち上げる」という提案がグランプリを獲

❖サウジの企業と中東代理店契約を締結

得するなど国際的評価を得ている。中小企業である同社が淡水
化事業のような大型プロジェクトに参画するためには資金調達

“ 超音波霧化分離 ” 技術は海外でも利用できる技術であるこ

が課題であるため、同社はこの好機を活かし、現地法人を米国

とから、同社は海外出願をして米国や欧州の数カ国で特許を取

の投資家からの出資金の受け皿にして資金問題の改善を目指

得した。その後、09 年にジェトロの訪問を受け、「海外で取得

す。事業面においては、当面は米国における病院溶剤回収装置
の販売と中東における製塩装置の開発に力を入れていく方針
だ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・輸出有望案件支援サービス
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
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～ 付加価値商品で中国との市場価格差を解決 ～

プーキートレーディング 株式会社
住所

香川県木田郡三木町井戸 2048-1

TEL

087-891-9311

HP

http://www.pookyprocare.com/

安心・強力な除菌・消臭スプレーで中国の巨大市場参入を狙い、大連に現地法人を設立。ビジネスモデルを構築
して、次なる市場展開を目指す。
［種別］対外投資・業務提携

［対象国］中国・韓国

❖強力除菌成分「調整次亜塩素酸水」に着目
畜産事業やペット事業を営むプーキートレーディングは、乳
牛のケアや衛生管理の方法に悩む畜産現場を目の当たりにし、

における商品の需要や適正価格を客観的に判断する情報を収集
し、商品コンセプトや顧客層の設定に活かすなど、調査から参
入に至るまでのジェトロの支援が同社の海外市場参入に具体性
を持たせた。

衛生管理に役立つ商品の研究開発を始めた。その研究過程で「調

中国市場参入にあたっては、既存市場にない商品を投入する

整次亜塩素酸水」という成分に着目し、同成分を利用して開発

ため輸入元が確保できないことが一番の課題であった。現地の

されたのが、居住空間を衛生的に保つ除菌・消臭スプレー「pooky

取引先を確保するためには、現地日用品との大きな価格差、あ

PRO care」だ。同製品に含まれる成分は、もともと人間の体内

る程度の数量を仕入れるというリスク、中国における製造物責

にある成分なので人体に害がなく、その高い安全性と強力な除

任の所在などの問題を解決する必要があった。現地日用品との

菌・消臭力を売りに国内でシェアを獲得している。国内におい

価格差については、ジェトロの調査レポートからヒントを得て、

ては同社 Care 事業部（室内環境事業部）が特約店を通じて各

シックハウス症候群における室内環境改善という観点から解決

地の介護施設や病院などに販売しているが、近年の競争激化を

の道筋を得た。北京の分析機関から同社製品がシックハウス症

受け、数年前から対応を強化しつつあった中国をターゲットに

候群に有用性があるとの分析調査結果を取得し、商品コンセプ

海外ビジネスに目を向け始めた。

トを一般的な “ 除菌消臭 ” から専門的な “ ホルムアルデヒドの

❖アジア・キャラバンからのスタート

軽減 ” に変更した。一般的な日用品ではなく専門商品として販
売することで付加価値が増し、独自の価格設定で他社製品との

同社はジェトロが開催する「アジア ･ キャラバン事業」への

差別化を図ることができた。さらに、主要販売代理店と共同で

参加を機に、中国向け事業を開始した。同事業は、日用品 ･ 生

大連に現地法人を設立して各地に販売代理店を設置すること

活雑貨 ･ 化粧品等の分野における中小企業の中国市場開拓を支

で、仕入れのリスクと製造物責任に関する課題も解消した。現

援する目的で 2011 年７月より実施されたもので、同社は上海

在、現地の百貨店や行政機関への販売に成功している。

常設ショールームへの展示や上海 ･ 天津で行われた商談会参加

❖大連をモデルケースとして
アジア各国・都市へ

などを通じて現地の日用品 ･ 衛生用品関連企業とコンタクトし
た。ジェトロ側コーディネーターのマッチングにより、現地企
業の担当者らと市場ニーズや価格意識、販売方法や現地の法規

大連エリアで徹底したモデルケースを作り、その成功体験を

制など細部に渡る話し合いができたことが、その後の事業計画

もって北京 ･ 上海 ･ 瀋陽で同様のビジネスモデルの導入を目指

に役立った。また価格分析やモニタリング調査を通じて、中国

している。また、中国以外に韓国への輸出も開始し、韓国市場
の開拓に向け大きな一歩を踏み出した。同社は東南アジアをは
じめ、経済成長が見込まれるアジア各国でのキャラバン事業参
加に引き続き意欲を見せている。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・アジア・キャラバン事業
・貿易実務オンライン講座
・海外ブリーフィング
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～ 市場ニーズを取り込み、重量選別機を新しいマーケットへ ～

株式会社

横崎製作所

住所

愛媛県東温市牛渕 199-57

TEL

089-955-0711

HP

http://yokozaki.com

水産物や農産物を誤差なく振り分ける高精度重量選別機をベトナムへ向けて直接輸出。高い技術力と顧客ニーズ
の創造により新たなマーケットを切り拓く。
［種別］海外市場開拓

［対象国］ベトナム、タイ

❖創意工夫にあふれた高精度選別機

を行っていたが、11 年より新しい市場としてベトナムでの販路
拡大を目指し、初めて自社輸出に向けて取り組んでいる。

横崎製作所の歴史は、養殖で使われる真珠母貝用の重量選別

同社製品をベトナム市場に売り込むにあたっては、ジェトロ

機の開発から始まった。現社長の横崎安弘氏が真珠の産地に製

の「輸出有望案件発掘支援事業」や現地情報を提供する輸出支

品を売り込み、各産地で採用されるようになったのを足掛かり

援相談サービス、海外ミニ調査サービスなどの支援制度が有効

に 1982 年に会社を設立した。その後も技術を応用して製品の

的だった。ターゲットを定めて出展すべき展示会を絞り込むこ

改良 ･ 開発を重ね、今では水産物 ･ 食品用選別機、農産物選別

と で ミ ス マ ッ チ を な く し、「 ベ ト ナ ム 水 産 業 国 際 展 示 会

機など様々な種類の自動選別機の製造 ･ 販売を行う総合重量選

（VIETFISH）」出展に向けた専門家の商談アドバイスなどを受

別機メーカーにまで発展した。

けたこともあり、同展示会及びその後のフォローアップで計 12

生産性の向上や省力化を目指した製品づくりを心がけている

台、約 2,400 万円を売り上げることに成功した。しかし、企業

同社の選別機は、独自の計量方式を採用しており、選別対象物

努力はそれに留まらない。同社ではベトナムでの市場競争力を

がトレイのどこにあってもほぼ誤差なく瞬時に計量ができる。

高めるために、選別機の機能を限定して小型化を図り、平均販

従来不可能だった高精度（最高値 ±0.5％）の計量と選別を実現

売単価を約 200 万円と競合他社と比べても安価な価格で提供し

させたことで、作業効率を大幅にアップさせることに成功した。

た。さらに、現地の言語で操作可能な「音声付き選別機」や安

また、音声式重量判別機やブラシレス電動うろこ取り機など創

定度を強化した「船上作業用選別機」など、現地の利用者ニー

意工夫にあふれた製品を次々と生み出している。このような同

ズを把握しながら商品を開発した。高い技術力を持ちながらも、

社の卓越したアイデアと技術力は業界内外で高く評価されてお

飽くなき探究心と創造力で新たな挑戦を重ねる姿勢こそが、横

り、経済産業省中小企業庁が主催する 2008 年版「元気なモノ

崎製作所の本領である。

作り中小企業 300 社」や愛媛県が認定する「スゴ技企業」に選
ばれたほか、文部科学省「職域における創意工夫功労者賞」
（2004
年）、
「ものづくり日本大賞／四国経済産業局局長賞」（2009 年）

❖タイ市場もターゲットに販路拡大へ
同社では、日本からベトナムに社員を派遣して実演デモ機を

など数々の賞を受賞しており、その実力はもはや “ 折り紙付き ”

設置するなどの継続的な営業活動のほか、販売先における製品

だ。

メンテナンスなどのアフター・サービスも行っている。また、

❖ベトナムへ向けて初めての直接輸出
同社は以前から商社を経由して北欧など 20 ヵ国以上に輸出

同社はベトナム進出で得たノウハウや成功体験をもとに更なる
海外販路開拓のため、タイにおいても展示会への出展を通じて
有望な輸入代理店や販売先との商談を進めており、タイでの営
業活動も本格化させる方針だ。“ ニーズのあるところに、ニー
ズに合ったものを ” を企業モットーに、今後も新しいマーケッ
トを切り拓いていく意向だ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・輸出支援相談サービス
（海外コーディネーターリテイン事業）
・海外ミニ調査サービス
・輸出有望案件支援サービス
・海外ブリーフィング
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～ 南国土佐を誇りに

有限会社

高知のアイスで地域還元 ～

高知アイス

住所

高知県吾川郡いの町下八川乙 683

TEL

088-850-5288

HP

http://www.kochi-ice.com

高知の燦燦たる日を浴びた果実のおいしい味わいを封じ込めたシャーベットを、ハワイで売り出したい。地元生
産者と従業員への熱い想いを胸に、海外輸出の夢に挑戦する。
［種別］海外市場開拓

［対象国］米国

❖お取り寄せで評判のシャーベット

トア』に自社製品を並べたい」という夢を抱いていた高知アイ
スの浜町社長は、この頃から海外事業を本格的に展開するため

高知県は日照時間が長く、その温暖で雨の多い恵まれた気候

市場調査や営業活動を開始した。また、ジェトロが開催する「貿

が土佐ならではの風土を作り上げている。“ 高知のアイスと高

易実務講座」や海外輸出セミナーへの参加を通じて貿易取引に

知を愛す ” という意味を込めた企業名をもつ高知アイスは、

必要な知識や米国などの関心国のデータ等周辺情報を入手し

「Made in 土佐」をコンセプトに、土佐文旦やゆずなどの柑橘

た。11 年に「輸出有望案件発掘支援事業」に採択された同社は、

類をはじめ、徳谷トマトなど地元産の素材をふんだんに使った

ジェトロのアドバイスで国内外の展示会に出展し、海外展開へ

多種多様なシャーベットやアイスクリームを製造 ･ 販売してい

向けて大きく前進した。ハワイで行われた展示会では、同行し

る。濃縮還元果汁ではなく生の果汁を使用している手作り感と、

た専門家から現地のレストランに強いコネクションを持つ有望

素材感たっぷりのプレミアムな味わいが同社製品の魅力だ。原

バイヤーを紹介され、のちの業務用シャーベット製品の納品成

料となる農作物は収穫前に生産者を直接訪ねて畑の条件や栽培

約につながった。しかし、どのマーケットにおいても同社製品

方法、農薬の使用有無などを確認したうえで契約したものを使

の３分の１以下の値段で似たような商品が存在しているため、

用するなどトレーサビリティを徹底して “ 食の安心 ･ 安全 ” に

同社商品の価値を理解してもらい、相場よりも高めの価格設定

も努めている。

に納得してもらうまでにはそれなりの時間を要した。自社製品

1988 年創業の同社は、04 年に工場を現在のいの町に移転し

に絶対の自信をもつ浜町社長は自ら現地に出向き、妥協せず愚

たのを機に本格的な量産体制を整え、国内の百貨店や高質量販

直なまでに商品の魅力を訴え続けた。粘り強く営業活動を続け

店への販路を広げた。同年、
「高知県重点製品支援プロジェクト」

た結果、社長の海外展開にかける熱い想いが伝わり、無事契約

に選ばれ、自治体の支援もあって取引先は３年でそれまでの 10

に持ち込むことができた。

倍を越えた。11 年７月には日本経済新聞社の日経プラスワン「お
取り寄せ果実のシャーベットランキング」で全国１位の評価を
得る（2011 年７月 16 日付掲載）などお取り寄せやギフトとし
ても人気のシャーベットだ。

❖ハワイの展示会でチャンスをつかむ

❖よきパートナーを探して
ハワイでの商談成立後も、香港や台湾などに向けて新たな海
外販路を開拓すべく様々な展示会に出展している。浜町社長は、
「商品価値を正しく理解して、一緒になって継続的に販路を開
拓してくれるパートナーを探すことが、海外進出の成否を分け

同社は、09 年に農林水産省 ･ 経済産業省が主催する「農商工

る」と考える。浜町社長にとって、輸出は単なる事業の拡大で

連携 88 選」に選ばれた。以前から「いつかハワイの『ABC ス

はなく、生産者や従業員の雇用の場を永続的に確保していくた
めに必要不可欠なチャンレジだ。生産者の顔が見える原料を使
い、地元の農産物を使用することで地域の町おこしにもつな
がっているという誇りと責任も忘れない。「Made in 土佐」の
おいしい食品をもっと多くの人に知ってもらうために、高知県
産の材料を使った新商品の開発にも意欲的だ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
・輸出有望案件支援サービス
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～ 省くことよりも、貫くことを志として ～

目野酒造

株式会社

住所

福岡県柳川市三橋町百町 766

TEL

0944-72-5254

HP

http://www.kuninokotobuki.co.jp/

アジア圏を中心に海外市場開拓を目指す筑後 ･ 柳川で唯一の酒蔵が、ジェトロ専門家の支援を受けながらバイヤー
との商談を継続した結果、現地販売代理店契約に成功。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、オーストラリア

❖筑後の水郷 ･ 柳川が生んだ名酒
目野酒造は北部九州に位置する福岡県柳川市において、1890
年（明治 23 年）に酒造業を創業した。それ以前は筑後地方の
特産品であったハゼの実を取り扱う商売をしており、遠い昔に
は南蛮貿易も行っていた。そのため当地は大変栄え、豊かな文
化が育ったと古文書にも記載されている。
柳川は筑後川が有明海に注ぐ大地に水路の根を張り巡らす水

ることなく、目標とする酒造りに向かって努力している。また
同社では、伝統的な清酒だけではなく、時代のニーズに応じた
ユニークな焼酎 ･ リキュール類も製造している。

❖アジア市場に販路を拡大
国内においては、地元 ･ 柳川を中心としたビジネスを展開す
る同社であるが、現在は国内主要都市並びにアジア圏をター
ゲットに、特に香港、韓国、台湾への販路拡大に力を入れている。

の都であり、厚い貝殻層から出る伏流水は酒造用水に適してお

かねてより海外志向のあった同社は、海外事業展開を目指して

り、その肥沃な筑後平野は最適な酒造原料米を生産している。

11 年にジェトロの「輸出有望案件発掘支援事業」に採択され、

このような土地ならではの本物の地酒づくりにこだわって生ま

以後、海外事業に対するジェトロの支援が本格化した。同社は、

れた清酒「国の寿」は、他の土地にはない、筑後 ･ 柳川の味わ

専門家から海外展開に関する商標登録の重要性等についてアド

いを醸し出している。

バイスを受けたほか、香港の輸入卸会社の特徴や商談手法につ

くにのことぶき

“ 省くことよりも、貫くこと ” を志として、丁寧にじっくり

いて専門家を交えながら打ち合わせや協議を重ねた。さらに、

工程を重ねる昔ながらの製法で「国の寿」は造られる。手間を

香港最大の食の見本市「FOOD EXPO 2011」をはじめとする

かけて厳選された素材は、精米、洗米、麹づくり、酒母づくり、

見本市や展示会、ジェトロ主催による食品輸出に向けた大型商

もろみ発酵などの工程を経て、
「国の寿」ならではの味をかた

談会「九州食品輸出商談会 in 大分」（2011 年 10 月）等の商談

ち造っている。

会に参加して、海外市場展開に向けて積極的に活動している。

酒造りに携わる柳川杜氏は、各地で活躍する酒造り集団を育

「FOOD EXPO 2011」への出展を機に、専門家から紹介を受け

成してきた土地柄であり、酒造りに不可欠である「水 ･ 米 ･ 人」

た現地バイヤーとの商談がスタートし、約１年半かけて販売店

が揃い、その上四季折々の豊かな自然環境があって初めて地酒

契約を結ぶことに成功するなど具体的成果を上げている。

は誕生すると考えられており、また伝統の上に常に新しさを加

同社では香港や台湾、韓国などのアジア圏を起点とした取引

え、お客様のニーズに敏感に対応する柔らかな心を大切にし、

を行うことができる社内の基盤づくりを目標として、今後も

研究心と向上心を持ち続けたいと考えている。

ジェトロ事業を活用しながら海外販路の拡大を目指す。

酒蔵が地域に存在することは、豊かな美しい自然が生き続け
ているひとつのバロメーターであることを信じて安易に妥協す

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・輸出有望案件支援サービス
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～ 海外パートナーシップで商機拡大

－ 建築設備事業者 ～

大久保設備工業

株式会社

住所

福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸 7-7

TEL

093-541-2388

HP

http://www.ohkubo.co.jp/

ジェトロの「地域間交流支援事業（RIT 事業）
」などを効果的に活用して海外パートナーを発掘。韓国製ダクトの
輸入事業とベトナム優良企業との合弁会社設立でビジネスチャンスをつかむ。
［種別］対外投資・業務提携

［対象国］ベトナム、韓国

❖ジェトロを通じてパートナー探し
大久保設備工業は、国内における空調設備（ダクト ･ 配管）、

通じて韓国ミッションに参加した同社は、韓国での商談を機に
韓国企業との取引を開始した。その後もジェトロ専門家が紹介
した企業との交渉が進み、特殊なスパイラルダクトを製造して

衛生設備、防火 ･ 消火設備、自動制御設備等の調査 ･ 設計から

いる韓国企業と輸入契約を結び、日本の総代理店として国内販

製造、施工、メンテナンスまでを一貫して行う総合設備業者で

売を請け負うことになった。同ダクトは、施工効率を上げる独

ある。創業以来 50 年にわたり、官公庁の諸施設、病院、プラ

特の形状とその希少性から需要が高く、全国に販売網を広げて

ント、工場、大学など幅広い建造物の空調設備施工を請け負っ

いる。

てきた実績ある企業で、「人に優しい快適空間を創造する総合

同韓国企業との契約時には、ジェトロの貿易投資相談を利用

設備業」として多くの事業を手がけてきた。しかし、近年は公

してアドバイザーから契約書の作成などの指導を受けたこと

共事業も減少傾向にあり、今後の国内需要が期待できないこと

が、実務的なサポートにつながった。

から同社では海外事業展開を検討すると同時に、コスト削減の
ため韓国からの商材輸入を商社経由の間接輸入から自社による

❖ベトナム優良企業との合弁

直接輸入に切り替えていくことも検討していた。新規取引先を

対ベトナム事業は、社長自らが実際に現地に足を運び、イン

開拓するため 2009 年にソウルで開催されたジェトロ主催の「日

フラ拡張など建設需要の将来性を肌で感じたことがきっかけと

韓部品素材調達 ･ 供給展示会」に出展した同社は、同展示会に

なって動き出した。ベトナムでの事業展開においても「地域間

おいて初めてジェトロのサービスを知り、貿易投資相談や「地

交流支援事業（RIT 事業）」を活用してハノイやハイフォンにお

域間交流支援事業（RIT 事業）」などの各支援ツールを活用する

ける現地生産・現地販売を視野に入れたパートナー企業の発掘

ようになった。アジアビジネスに関するセミナーなどで情報を

を始めた。こうした意欲的な活動が実を結び、同社は、ジェト

収集し、海外見本市への出展や商談会にも積極的に参加して取

ロが招へいした優良企業（資本金３億円 / 従業員 1,000 人規模）

引相手の発掘に意欲的に取り組んだ。

と合弁会社を設立して、同企業との共同開発によるダクト生産

❖韓国製特殊ダクトの輸入総代理店に
対韓国事業は、11 年の北九州地域と韓国の慶尚南道地域の「地

を開始した（2013 年２月）。優良企業とパートナーを組むこと
で国際的信用も高まり、現地のインフラ開発のプロジェクトに
も参画しやすくなるなど期待は大きい。

域間交流支援事業（RIT 事業）」を通じて道が開けた。同事業は

日本国内においては、韓国人１名、ベトナム人３名を雇用し

地域産業活性化を目的に中小企業がグループ単位で海外とのビ

外国人スタッフを介して現地との円滑なコミュニケーションが

ジネス交流を深めることをサポートする事業であり、同事業を

実現している。今後は、韓国やベトナムに留まらず、東南アジ
ア諸国連合（ASEAN）を対象に、ダクトの委託生産及び販売拡
大を狙う。ジェトロが提供する情報や海外ネットワークを利用
してカンボジアなど有望国への参入を企図している。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・地域間交流支援事業（RIT 事業）
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～ 環境創造企業としてグローバルに事業エリアを拡大

協和機電工業

株式会社

住所

長崎県長崎市川口町 10-2

TEL

095-848-7788

HP

http://www.kyowa-kk.co.jp/

～

水処理施設等事業を請け負うプラントメーカーが、海外事業強化のため、ジェトロの支援を受けながら、中国か
らインドネシアへと企業活動を展開。
［種別］海外市場開拓、対外投資・業務提携

［対象国］中国、インドネシア

❖生活環境向上を目指すプラントメーカー
水と電気に関わるエンジニアリング企業、プラントメーカー
として、上下水道の水処理施設をはじめ、数々の公共電気関連

関連プロジェクトへの参画を狙って青島市の環境保護科学研究
院との交流を続けている。

❖インドネシア開拓を開始

工事や機械 ･ 制御盤製造等の工事から点検 ･ 修理までを一貫し

同社が中国に次ぐ新たな市場と位置づけるインドネシアとの

て請け負う協和機電工業は、1948 年の創業以来、業態を拡大

関わりは、11 年２月に同国の政府高官から「まみずピア」を視

しながら成長を続けてきた。国内においては、離島用海水淡水

察した際に浄水装置供与の要請を受けたのが契機。同年 10 月、

化装置や日本最大の海水淡水化センター「まみずピア」
（福岡市）

日系他社と共同で南スマトラ州にデモ機を設置する一方、ジェ

のシステム開発及び施設維持管理を担うなど、大規模事業にも

トロの「輸出有望案件発掘支援事業（環境分野）」に採択された。

多く参画してきた。主力事業である水処理システムは、公共事

その後、ジェトロが実施する海外関連のセミナーや勉強会、ミッ

業縮減などの影響による国内市場の縮小と競争激化のために収

ションにも参加しつつ、同国での事業展開に向けた準備を進め、

益性が低下していることなどから、同社は製品開発とシステム

12 年末時点でジェトロ専門家随行による現地出張は計８回を数

商品による提案型の市場創造を目指し、海外事業の拡大に向け

える。12 年 11 月には、同国の財閥系企業と飲料水事業の提携

て企業活動を展開している。現在、本社（長崎）のほか、国内

にかかる MOU（覚書）を締結、ビジネスモデルの構築により、

に３支店、12 営業所、中国に２拠点（深圳 ･ 蘇州）で、グルー

飲料水生産設備の販売 ･ サービスの提供を目指す。さらに、13

プ会社７社を有し、生活環境向上を目指す環境創造企業として

年 2 月、別の現地水処理関連企業とも、出資の検討を含めた協

着実に事業エリアを広げつつある。

力を進める旨の MOU を結んだ。その他、経済産業省の補助事

❖中国事業は黒字を計上
中国事業については、深圳に 03 年、日本向けのエンジニア

業で、マイクログリッドをシステム装着した飲料水製造装置を
現地に設置するなど（2013 年４月設置予定）、様々な展開の可
能性を探っている。

リング ･ センターを設立したのに続き、水環境ビジネスの展開

同社は途上国の環境（公害）問題に関心を寄せ、そこにビジ

のため、07 年に現地法人を立ち上げた。これまでに日系半導体

ネスチャンスがあると捉えているが、まずは日本 ･ 中国 ･ イン

工場排水処理や水再生処理施設、香港の食品メーカーや中国企

ドネシアの３拠点体制の整備を目標としている。今春までにイ

業の水処理施設等を受注するなど業績は好調で、09 年度以降、

ンドネシアに拠点を設ける計画で、インドネシア人の社員を新

黒字を計上している。

たに採用して同国の事業を強化していくほか、中国事業拡大の

また、同社は 11 年７月、本社に海外事業部を創設して本格

ため、留学生を含めた中国人の定期採用を継続していく。

的に海外展開を進めており、ジェトロの「地域間交流支援事業
（RIT 事業）
」を通じて山東省へのミッション等に参加し、環境

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス

インドネシアの浄水装置デモ機

・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・ミッション派遣
・輸出有望案件支援サービス
・地域間交流支援事業（RIT 事業）
・海外ブリーフィング
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～ 高級鶏卵「熊本の光」を香港に直送 ～

有限会社

那須ファーム

住所

熊本県宇城市松橋町古保山 1748-1

TEL

0964-32-2796

HP

http://www.nasufarm.com/

ジェトロと自治体の連携支援により、熊本県で初めて鶏卵の香港への本格輸出に成功。産地直送の新鮮卵を通じ
て “ 卵の生食 ” 文化を普及して香港市場への浸透を図る。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］香港

❖徹底した衛生管理で安全な卵を

その後のネットワーク構築や情報収集に役立ち、輸出事業に踏
み出す上で欠かせない一歩となった。

那須ファームは、アメリカ航空宇宙局（NASA）でも採用さ

11 年 10 月に熊本県・熊本市 ･ ジェトロ熊本が主催した食に

れている衛生管理システム HACCP 方式を国内の農場でいち早

関する商談会では、商談後に香港のバイヤーが同社の養鶏場を

く導入し、消費者に安全でおいしい卵を生で食してもらえるよ

視察し、契約に積極的な姿勢を見せたものの、同社に海外取引

う徹底した衛生管理を心がけている。また、大型台風が来ても

のノウハウがなかったために商談がストップしてしまった。そ

倒壊しないよう鶏舎の設計に先行設備投資するなど長期的視野

こで同社では、ジェトロ熊本に相談を行い、貿易の流れや取引

に立った経営体制を整えている。現在養鶏している７～８万羽

上の重要事項などについてアドバイスを受けたが、ジェトロの

のほとんどが熊本県産の飼料米などを餌に飼育されている純国

実務的なサポートにより弁護士への相談時間が短縮され、弁護

産鶏であり、同鶏舎の鶏卵「熊本の光」は、卵黄にコクがあっ

士費用を約３分の１程度に節約することができた。また、販路

て後味がさっぱりしているのが特徴のブランド卵だ。ここ数年、

開拓にあたっては、同社社長自ら香港に足を運んで店頭に立つ

鶏卵の国内市場価格は安定傾向にあるが、少子高齢化で市場の

など熱心な営業活動を続けた。さらに熊本県知事が香港の百貨

縮小は避けて通れないことから、同社では海外輸出による販路

店幹部に対してトップセールスを行い、「熊本の光」をアピー

開拓を模索し始めた。初めての海外プロジェクトにあたっては、

ルしたことも後押しして、同百貨店と直接契約を締結、念願で

パートナーとの長期的な信頼関係が不可欠との考えから、地方

あった香港への輸出に成功した。今後も継続的に取引を続けて

自治体やジェトロなどの支援機関の力を借りることにした。

いく見込みであるが、同社の那須社長は、「衛生的な卵であり

❖ジェトロと自治体の連携による支援が
不可欠
海外市場への展開においては、ジェトロと熊本県による連携

生でも食べてほしい」と、卵かけご飯などの日本の食文化も普
及させつつ、同社製品を香港市場に売り込んでいきたい考えだ。

❖鶏卵の加工製品の開発にも意欲

支援体制が大きく作用して、熊本県で初めて鶏卵の直接輸出に

同社では、香港に続きシンガポールへの販路拡大を検討して

成功した。同社はまず熊本県主催の「香港食品ミッション」
（2011

いるが、鶏卵輸出にあたってはシンガポール政府の許可が必要

年９月）に参加した。さらに、ジェトロ香港を訪問して現地の

なため、ジェトロの海外ミニ調査サービスを活用しつつ関係機

経済情報や食品市場の商習慣などについて情報収集し、香港市

関に相談しながら許可取得に向けて動いている。その他、製品

場の概況を学んだ。このブリーフィングから得た知識と、「香

の多様化の観点から鶏卵の加工食品についても開発を進めるな

港食品ミッション」でのビジネスキーパーソンとの出会いが、

ど、輸出拡大に向けて奮闘中だ。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・商談会参加
・海外ミニ調査サービス
・海外ブリーフィング
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～ 柔道着レンタルでビジネスモデルを構築 ～

株式会社

アズコミュニケーションズ

住所

大分県大分市大道町 5-4-32

TEL

097-547-8891

HP

http://www.azcom.ne.jp

中学校学習指導要領の改訂を受けて柔道着のレンタルビジネスを着想。ジェトロのグローバルな連携支援を受け
て、パキスタンのメーカーとの契約に成功。
［種別］業務提携

［対象国］パキスタン

❖学校ニーズを捉えた柔道着のレンタル事業
教育関連商品の総合レンタルサービス業を営むアズコミュニ
ケーションズは、2012 年度から中学校保健体育授業において
武道（柔道、剣道、相撲）が必修となったことを受けて、学校
･ 個人向けの武道具のレンタルサービスを開始した。もともと
学校や法人向けの楽器レンタル業などを手がけていた同社は事
業多角化の一環として柔道着のレンタルビジネスを着想、学校
側のニーズを捉えて学校や生徒が安心して着用できるワンタッ
チ式の剣道防具や柔道着のレンタル業を通じて学校教育現場に
即した新しいサービスを提供している。

❖パキスタンのメーカーと契約

案件の内容を見たジェトロカラチから連絡があり、パキスタン
の有力メーカーの紹介を受けるに至った。
両者はジェトロの仲介により、パキスタン側のメーカー責任
者が東京に出張するタイミングを利用してジェトロ本部で初め
て商談を行った。その後もジェトロカラチと本部が連携しなが
ら商談や契約、物流等多方面にわたる情報提供やアドバイスを
行い、両者のビジネスマッチングをサポートした。また、製品
の最終監査と品質確認のため 12 年７月に佐々木社長が現地の
工場を訪れた際も、ジェトロカラチの職員が同行するなど全面
的にバックアップした。パキスタン側の対応もよく、工場の５
S 活動（整理、整頓、清潔、清掃、しつけ）など優れた経営理
念に共感した佐々木社長は、製品の品質も無事確認されたこと

新ビジネスに向けた柔道着の生産にあたっては、当初は国内

から同パキスタンメーカーと契約、12 年８月には初回発注分の

の専門商社経由で中国のメーカーに発注する予定だったが、
「世

柔道着 3,000 着の納品を終えた。同社にとっては経験のない新

界の工場」と言われる中国も近年はコストアップ傾向にあり価

分野への挑戦であったが、佐々木社長のビジネス発想力と事業

格優位性がないことから、同社は品質を維持したままより安価

意欲が実を結び、12 年度合計約 10,000 着の購入契約が締結さ

に取引できる相手先を求めてジェトロ大分に相談をした。ジェ

れるなどビジネスは順調だ。

トロ大分では、まずジェトロ運営の海外ビジネスマッチングサ

今回の成約にあたっては、ジェトロ本部と海外事務所、地方

イト「引き合い案件データサービス（TTPP）
」を活用した海外

事務所のグローバルな連携体制によるサポートが大きかったと

パートナーの発掘を同社にアドバイスしたが、それと並行して、

同社は感じている。今回の経験を通じてひとつのビジネスモデ

ジェトロに寄せられた貿易投資相談に関する共有データベース

ルを構築できたことにより、このノウハウを利用して柔道着の

を通じてジェトロ内の各部署に引き合いを求めた。すると、本

みならずパキスタンと日本の双方向ビジネスが展開可能な学校
･ 教育関連商品の発掘をさらに目指していく。

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・引き合い案件データサービス（TTPP）
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～ 10 年先を見据えて― 芋焼酎を世界中で愛されるお酒に ～

八千代伝酒造

株式会社

住所

鹿児島県垂水市新御堂鍋ヶ久保 1332-5

TEL

0994-32-8282

HP

http://www15.synapse.ne.jp/yagishuzou/

休業していた芋焼酎の酒蔵を 30 年ぶりに再開。芋焼酎を世界のアルコール飲料に育てるため、海外見本市への出
展を重ねて芋焼酎の海外普及に情熱を注ぐ。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］タイ、シンガポール、香港等

❖休業期間を経て酒蔵を再開

やシンガポールのジェトロ事務所から各国の法改正や知財に関
する情報 ･ 知識の提供を受けている。

鹿児島県で芋焼酎の酒蔵を営む八千代伝酒造は、30 年の休業

同社は現在、「THAIFEX 2012」をはじめとする海外見本市 ･

期間を経て三代目の八木栄寿社長が 2004 年に国有林「猿ヶ城

展示会に２～３ヶ月に一度のペースで可能な限り出展してお

渓谷」の山間に新しい蔵（猿ヶ城渓谷蒸留所）を建てて復興さ

り、その効果もあってタイや香港の日本食レストランで「八千

せた。同酒蔵では、
「猿ヶ城渓谷」のきれいな地下伏流水を “ 仕

代伝」の取り扱いが始まってきている。しかし、飲食店 ･ 百貨

込み水 ” に使用し、全発酵工程において「総かめ壺仕込み」製

店等の小売業者からの需要が高い一方で、現地輸入業者と国内

法を採用している。かめ壺に小分けにすることで発酵ムラを起

商社との取引がうまく行かず成約を逃すケースが多く、安定し

こさず均一に発酵させることができ、円熟効果も高まる。また、

た商流の確保が当面の重要課題となっている。同社は長期的視

原料のさつまいもは、安定した品質を保つため自社栽培してお

野に立ち、ジェトロを活用するなどして商流を確保した後に、

り、徹底した品質管理と職人による高度な醸造技術により、芳

将来的には商社を通さない直接輸出に踏み切りたい考えだ。

醇でキレのよい芋焼酎が生まれる。創業当時の銘柄を復刻した
「八千代伝（白）」
「八千代伝（黒）
」は同社の代表銘柄で、発売
されると市場でたちまち評判になった。

❖海外見本市で芋焼酎を売り込む

❖ 10 年後は欧米市場へ
同社はシンガポール市場を次なるターゲットに、
「鹿児島シ
ンガポール商談会ミッション」にも参加して輸入業者を探して
いる最中であるが、すでに 10 年先を見据えたプランを立て、

「薩摩焼酎（芋焼酎）」は、蒸留酒と醸造酒の両方の性質を兼

夢に向かって着実に動き出している。３年後までにタイ ･ 香港

ね備えており、さつまいもが原料という点でも世界的にオン

に加えてシンガポール・台湾・韓国への輸出を実現し、５年後

リーワンのアルコール飲料である。“ 芋焼酎ブーム ” などもあっ

までに同地域における取引量を安定・増加させた後は、７年後

て日本全国で親しまれている酒類であるが、海外での知名度は

を目標に東南アジア全域及びオセアニアへ進出、そして、10 年

まだまだ低い。芋焼酎は、風味もよく色々な料理にマッチする。

後には欧米市場への参入を目標としており、世界進出に向けて

また、常温保存が可能で輸出にも適している。優れた醸造技術

引き続きジェトロの支援に期待している。

と、良質な酒質を持つ芋焼酎を世界中の人に飲んでもらいたい
と強く思い、海外への挑戦を決めた。同社は現在、ジェトロの

鹿児島の芋焼酎を世界の酒類へ － 走り出した夢をつかむ日
も遠くないかも知れない。

輸出有望案件支援サービスを活用して専門家による継続支援を
受けているほか、海外ブリーフィングのサービスにより、タイ

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・セミナー参加
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・ミッション派遣
・輸出有望案件支援サービス
・海外ブリーフィング
・農水産情報研究会
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～ おいしい健康食「モズク」を使った中華レシピを台湾に紹介 ～

株式会社

新垣通商

住所

沖縄県那覇市久米 2-11-13

TEL

098-861-3506

HP

http://www.arakaki-tsusho.co.jp

アジア各国の健康志向の高まりに着眼し、国内向け需要がほとんどだった沖縄県産モズクの台湾輸出に関する商
談が成立。モズクを使った高付加価値商品の開発にも意欲を見せる。
［種別］海外市場開拓

［対象国・地域］台湾

❖モズクの養殖生産量日本一

いしい健康食 ” として県産モズクを積極的に売り込んだ。その
後も台湾に関するセミナーに参加したり、ジェトロ事業を通じ

沖縄県はモズクの養殖量が日本一で年間約 1.5 万トン、国内

て台湾のバイヤーを沖縄に招へいしてモズク工場の見学会を実

産モズクのおよそ 95％を生産しているが、そのほとんどは国内

施するなど台湾への輸出実現に向けて継続的に動いた。その結

で消費されており、本州のメーカーがモズクを原料のまま買い

果、台湾 ･ 台北などで高級日本料理店を展開する台湾企業と生

付けて本州にある工場に送り、商品加工して全国各地の市場へ

モズクの月間 500 キロの契約を結ぶことに成功した。

と供給している。しかし、モズクは商品市場規模が年間およそ
200 億円に対して原料価格が 20 億円程度といわれており、生

❖モズクを使用した商品開発に意欲

産地 ･ 沖縄への利益還元が少ないことが課題で、県内ではこれ

同社は、台湾に強固な取引ルートや人脈がある一方で、モズ

までにモズクの産業活性化に向けた各種政策が実施されてきた

クについては取り扱い経験が浅く、また県内業界とのつながり

ものの、有効な課題解決策が見出せずにいる。

もなかったが、ジェトロ沖縄とともに沖縄県内の漁業関係者や

❖月間 500 キロの生モズクを輸出
沖縄で輸出入事業を手がける総合商社の新垣通商は、近年、

メーカー、行政機関とのネットワークを構築し、連携支援体制
を築いている。国内市場に留まっていた沖縄のモズク産業に新
たな道が開けたが、同時に解決すべき点も生まれた。長期の品

沖縄産のモズク及び関連商品の海外市場開拓に積極的に取り組

質保持が難しい生モズクでは海外での販路拡大に限界があり、

んでいる。沖縄県漁業協同組合連合会の要請もあり、同社はジェ

流通コストの負担が少ない乾燥モズクの海外展開が今後の課題

トロ沖縄に県産モズクの海外展開に向けた相談を行った。ジェ

のひとつとなっている。また、同社は国内外に向けてモズクを

トロ沖縄も日本産食品の輸出促進の動きをふまえて、県産モズ

使った高付加価値商品の企画 ･ 開発にも取り組んでおり、モズ

クのブランド化、高付加価値化を目指していたことから、支援

ク饅頭（モズク入り肉まん）やモズク入り点心の市場投入に向

を開始した。

けて準備している。

まず同社は、12 年６月開催の台湾最大の国際食品展「FOOD

今後は、沖縄県産モズクの海外におけるブランド確立と更な

TAIPEI 2012」に出展した。また同展示会と並行して県内モズ

る海外販路の開拓を目指して、ジェトロ支援による商談会への

ク関連企業３社及び沖縄県漁業協同組合連合会が参加したジェ

参加や人的ネットワークの構築に力を入れていく。

トロ沖縄主催のモズク試食商談会にも参加した。同試食商談会
では県産モズクを使った中華料理レシピを考案して紹介した
り、モズクに含まれるヌメリ成分「フコイダン」を紹介して、“ お

同社が主として活用したジェトロ事業・サービス
・貿易投資相談
・見本市・展示会への出展支援サービス
・商談会参加
・バイヤー招へい
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