
 

 

 

 

 

 

Ⅲ．中小企業による国際化への取り組み事例 

 
中小企業国際ビジネス専門委員会委員企業の国際化への取り組み事例をご紹介いた

します。委員企業が担当する商工会議所の国際化支援事業の事例および、コンサルテ

ィング企業による国際化に関する現状分析も含めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「最適地（成長市場）生産を求めて」 

稲畑産業株式会社 

 

◆会社プロフィール 

所在地：大阪市中央区南船場1-15-14  

資本金：93億6455万円 

創 業：1890年（明治23年）10月 

売上高：2,650億円（2010年3月期 単体） 

事業内容：電子材料、機械、化学品、合成樹脂、住環境関連資材、食品等（卸出入） 

 

◆海外展開の経緯・現状 

１．海外展開の経緯・現状 

当社の海外展開は、商事会社としては遅く、

1974年シンガポールに駐在員事務所を設置する

ところから始まりました。その後マレーシア、タ

イ、インドネシア等の周辺国に現地法人・工場を

設立し、並行してヨーロッパ、米国にも目をむけ

ました。現在15の国と地域に36の主要な拠点（連

結対象のみ）を有しています。その売上高の合計

は日本の本社と並ぶほどになっています。 

海外での取扱品目は、熱可塑性合成樹脂、化学

品、液晶関連資材、半導体製造装置ですが、今回

はその中で中華人民共和国広東省に設置した熱

可塑性合成樹脂の加工会社を御紹介します。 

  

現地法人名：東莞稲畑工程塑料有限公司 

所在地：中国広東省東莞市石龍鎮西湖区石龍信息産業園 

投資額：約3億2300万円 

資本金：300万米国ドル 

設 立：2004年1月17日 

売上高：邦貨換算12億円（2009年12月期） 

事業内容：熱可塑性合成樹脂原料着色及びコンパウンド製造販売 

従業員：70名（うち日本人2名） 

 

２．商事会社が製造を行う現地法人を設立した理由 

当社は熱可塑性の合成樹脂を東南アジア、北東アジアにおいて販売しております。当初の主たる顧客は

現地に進出した日系の電機・電子メーカーの再輸出工場でした。現地でも日本的なサービスを行うため、

 
現地法人の様子 
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自社で輸入した貨物を在庫、配送する自前の物流機能を持ち、続いて原色である合成樹脂に顔料、ガラス

繊維等を混練する（コンパウンド）サービスの提供できる工場を設立することとなりました。 

輸入⇒在庫⇒コンパウンド⇒配送の機能を備える事で、他の競合相手との差別化を行い、合成樹脂原料

の販売を飛躍的に伸ばすことが出来ました。以下がその工場設立場所と時期です。 

 

 シンガポール         1978年 （その後マレーシアに生産移管） 

 タイ             1987年 

 マレーシア（セランゴール州） 1989年 （その後撤退） 

 フィリピン          1989年 （その後撤退） 

 マレーシア（ジョホール州）  1994年 

 インドネシア         1995年 

 香港（工場は広東省内）    1995年 

 中国（大連）         2002年 

 ベトナム（ハノイ近郊）    2003年 

 中国（広東省東莞）      2004年 

 

上記の工場のうち閉鎖したのは、顧客の移転等で立地の要件が消滅した事が主たる理由ですが、今後も

最適地生産を求めて、撤退・新規設立を行なっていくことになります。また顧客も当初の日系の電機・電

子関連の再輸出企業から自動車・二輪の車両関係、欧米・現地企業へと広がりを見せています。 

  

３．海外展開する中で苦労した事項 

海外で工場を設立する場合、留意する事は現地の会社法、インフラ、土地の使用に関する法規、労働法規

等々限りがありません。そこで当社の場合現地でしっかりしたコンサルティングサービスを提供してくれる

機関、弁護士事務所、監査法人と契約すると同時に立地は極力工業団地を選択する事にしています。 

質の良い工業団地では電気、水道、土地の権利関係及び登記の種々のリスクから逃れることができます。 

それでも用水の硬度が日本に比べて極端に高かったり、電圧の日間変動が上下で１０％あったりと日本では

予想しないことがおこります。 

 

～東莞稲畑工程塑料有限公司の場合～ 

設立時は、法人登記、工場建設の申請を行う際、多岐に渡る窓口においての指摘、指示事項が多く苦労し

ました。 

操業開始後は、停電による生産中断により、大量の製品及び時間のロスが発生。対応策として自家発電設

備を導入し相当期間続けましたが、現在は買電に切り替えました。 

後：停電 

以 上  

13



「海外進出のエピソード ～ 一歩迅く 一歩広く 一歩深く ～ 」 

井元産業株式会社 

 

◆会社プロフィール 

所在地：愛知県名古屋市北区平安二丁目 4-68 

資本金：7,000 万円 

創 業：1897 年（明治 30 年）8 月 1 日 

売上高：16 億円（2009 年度） 

事業内容：一般雑貨品など各種商品の輸出入、プレミアム商品の企画 

 

◆海外展開の経緯・現状 

 

１．井元産業シンガポール事務所の開設 

  1975 年、弊社の取引先からの要請と市場開拓を目的としてシンガポールに事務所を開設しまし

た。場所はアラブストリート 52、弊社現地代理店の事務所内に間借りをしてのスタートでした。 

 シンガポールは赤道直下の南国で、広さは淡路島位、人口は当時で 250 万人（現在は 499 万人）

と、今の名古屋の人口と同じぐらいでした。当時のシンガポールは、近隣諸国(インドネシア、マ

レーシア)の中継貿易基地としての重要な役割があり、日本からのシンガポール向け輸出が躍進し

た時代でした。 

 現地に事務所を設けることにより経費節減にもなり、また、戦前弊社の現地法人であった南洋商

工が現ミドルロードあたりに有ったという故井元啓太（現弊社社長 井元明正の父）のロマンも有

ったことが、シンガポール事務所を開設するきっかけとなりました。 

 当時、シンガポールの大手デパート「C・K・TANG」向けの売上が急増し、先方の依頼により、

現地の代理店を通さずに、直接取引する事になりました。 

現地に駐在事務所を設けたことによって、その他の顧客を開拓する事も出来るようになり、さら

には地域的にもシンガポールにとどまらず、マレーシア、インドネシアの市場調査と開拓も兼ねま

した。 

  当時のシンガポールは、国土の狭い国のため 2 人っ子政策を取っており、"TWO IS ENOUGH"

のスローガンがあちこちで良く目についたのが思い出されます。 

  

1979年 シンガポール代理店に間借りをしていた頃 
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２．扱い商品 

  日本からの輸出品としては、ガラス、陶磁器、プラスチック、燕（新潟県）の洋食器、関（岐阜

県）のナイフ、静岡の木製品、山中・海南の漆器、東京の玩具、時計等です。 

当時、最も需要の多かったのは、日本の大手ガラス食器メーカー4 社（アデリア、トーヨー、佐々 

木、ソガガラス）の商品で、まるで飛ぶように売れた時代でした。これらのガラス商品は、シンガ

ポール到着後に多くがリシップされ、主にインドネシア方面に売られていきました。また、当時の

インドネシア向けは、木箱に梱包されて輸出していました。 

日本から、色々なメーカーが毎日の様に新商品・在庫処分品の見本を持って来られ、ホテルの部

屋に見本を広げてショールーム代わりにし、お得意さんに来て頂いて商談するのが常でした。商談

された注文は全て本社に受注報告し、本社が手配をする方法です。現地法人ではない為、現地での

営業活動は、出来ませんでした。 

また、当時は梱包材に木綿を使用していた為、木綿が乾燥し、部屋中が埃だらけになり大変な目

にあいました。 

  

３．オシボリの商売 

 また、当時は日本で貸しオシボリの商売がポピュラーでしたので、弊社の代理店が、是非シンガ

ポールでトライすると決断し、関連する機械関係等を調査した上で、東京のメーカーから見積もり

を貰い、すぐに営業を開始しました。ところが現地では、各レストランでオシボリを手作業で洗濯

して使うのが一般的であり、当時は、人件費も安かったことも相俟って、なかなか商売にはなりま

せんでした。 

しかし、3 年目に入った頃に航空機とレストラン向けの需要が大幅に伸びてきたことから、やっ

とオシボリの商売が成り立つようになりました。 その為、更に何台かの機械を受注しましたが、

彼らの商売の目の付け所には、今更ながらに感心しました。中華レストラン向けのオシボリは、ス

ープ、エビチリのソース等、日本と随分使い方が異なるため、洗濯にかなり時間を要しておりまし

た。 

         

４．現地法人 N&I ASIA PTE LTD を設立 

1993 年 5 月 3 日 ニッコー株式会社、井元産業株式会社の共同出資により、現地法人 N&I ASIA 

PTE LTD を設立しました。以前のように駐在員事務所を拠点として、顧客の御用聞きをして手数

料をかせぐやり方は時流にそぐわず、それまで顧客が保有していた代理店権をすべて N&I 社に戻

し、自社で輸入、在庫、販売の流通すべてを行い、それぞれのメーカーに対し市場情報、販売状況、

消費者からの要求、苦情等をダイレクトかつタイムリーに届け、それに対し即時対応することが将

来、メーカー、N&I 両者が生き残り、成長できる唯一の選択肢であると判断した為です。 

 顧客からの数々の抵抗、嫌がらせに遭いながらも、1995 年から タニタ、ソガガラス、サクラ

イの商品を自社で販売し、2004 年からは象印マホービンを自社で販売、さらに 2009 年からニッコ

ーを販売し、現在に至っています。 
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５．現在 

 従業員 3 名、売上 S$250,000（16,000,000

円）で 1993年にスタートしたN&I社も、2010

年度は売上 S$9,000,000（600,000,000 円）、

従業員 40 名まで成長し、扱い品目も前記のメ

ーカーに加え、和陶器、ヨーロッパからの調理

器具、クリスタル製品、ブラジルからのステン

レス製品と、家庭用品の総合商社に向け、変化、

成長を続けております。 

 

 

以上のように、色々苦労はあったものの、順調に商売を伸ばすことができたのは、シンガポール 

で会社を設立したことだと思います。 

地理的には、経済が安定成長を続ける東南アジアの中心にあり、西はインドまでシンガポールの 

商圏に入り、シンガポールを中継地にした三角貿易が十分機能しているということです。 

また、自国の経済の継続的発展を最重要政策にしてきたシンガポール政府の外国企業誘致政策に 

より法人税が 17％（実効税率約 10％）という、世界でもダントツで 1 番低い税率も我々のような

海外企業にとって魅力的な理由だと思います。 

さらに、 

（１）市街地夜間走行の F1 レースを開催 

（２）市内 2 箇所のカジノをオープン 

（３）ユニバーサル・スタジオ シンガポールのオープン 

（４）外国からの有能な人間に市民権、永住権の交付（これら外国人を含むシンガポールの人口は 

2010 年現在 499 万人） 

（５）2010 年 8 月に第 1 回ユースオリンピックを開催 等々、 

様々な経済刺激策は、確実にシンガポールをリーマン・ショックから立ち直らせています。 

少数精鋭の小さな政府による的確なマーケティング、そしてすばやいマネジメントが健在なか 

ぎり、我々のような外国からの小企業も安心して会社経営ができます。 

以 上  

 

2010年 N＆I社 事務所 
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「樫山商店グループ国際化への足跡」 

エムケーカシヤマ株式会社 

 

◆ 会社プロフィール 

所在地：長野県佐久市小田井 1119 

資本金：1 億円 

設 立：1960 年（昭和 35 年）12 月 

売上高：41 億 5 千万円（平成 20 年度実績） 

事業内容：ブレーキシューアッセンブリー、 

ディスクブレーキパッドの製造、販売、 

省力機械設計、製造 

 

◆海外展開の経緯・現状 

改めてこの度、専門委員会の委員長を仰せつかって各地商工会議所、地域の特徴、会員企業の成

功例等を学ぶ機会となり、併せて自分の地域の典型的な中小企業グループを、２代目として弟と 

３０年余、守って来られた足跡を振り返ると、自立、国際競争、成長、変革、世代交代と全てに渡

り「国際化」への挑戦が基本に成っていたことを自覚する良い機会となりました。 

 

樫山グループは、よくあるように戦後すぐに創業者である父親「故・樫山 信」が戦地から生還

してすぐに自動車部品販売店を開業したところに始まります。「ものつくり、製造業」への参入は、

地元の鋳物組合に経営参画したところから始まり、戦時中、信州佐久に来ていた疎開企業からの依

頼を受けて経営を引き継ぎ、結果、異業種多角化への道を歩んで来ました。 

 

親父の人徳により、人と技術、市場への基盤となる様々な人々との「ご縁」が集まり、その見え

ない「遺産」を私ども兄弟がこの佐久という地域で地道に引き継いだ結果、有り難いことに、皆さ

んがリーマンショックで苦しんでおられた 2009 年にはグループ過去最高の売上げ、業績を達成す

ることが出来ました。これも添付資料（p.19）を御覧いただくとお分かりのように、大手企業の下

請けからの脱却、自社ブランド、自社販売、技術の特化をすすめ、国内での弱い販売から世界市場

での販売にシフトしているうちに、経済の動きは国際化が進んで来たわけで、感慨深いものがあり

ます。 

 

１．自動車部品の場合 

「下請けから自社販売へ」と言っても簡単ではなく、親父の下に戻ってからは英語もしゃべれな

いのにアメリカに乗り込み、イエローページ（電話帳）の当社商品に関係すると思われる企業に片

端から無茶な訪問をしましたが、当時のアメリカは日本を助ける気風が有りましたので、紹介を重

ねて新規取引開拓するうちに市場構造を学び、当時の弊社にあった企業にも辿り着き、小さな池で

ある日本ではなくアメリカ市場に支えられて自立の道を歩み始めることが出来ました。  

その後はブレーキの摩擦材・生産設備を自社内で開発することを基本として、大企業が多い中で

親父の名前から取った自社ブランド「ＭＫカシヤマ」で生き残って来ました。 

 

社屋 
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途中、韓国、マレーシア、インドネシア、米国、ヨーロッパの企業と輸出から技術提携、資本提

携、とアライアンスも変革してきました。 

 

最終形として、世界で生き残れる条件を想定

して生産規模、品揃え、国際供給を確保するた

め、中小企業としては珍しいことと言えると思

いますが、家族企業からの脱皮を目指しました。

企業存続のため、資本形態としては、新たな株

主に「日本政策投資銀行、八十二銀行、アメリ

カの企業、日本の技術提携先」を迎え、小さい

ながらも家族企業の資本形態から、社内外より

信頼いただけるオープンな資本構成にして、三

代目の子供達に社長の座を早めに譲ることと

致しました。 

 現在のように政治に期待できない中では、中小企業のトップは三十五歳以下の「バブル時代」を

知らない、最低限、英語で商売ができ、コンピューターを駆使できることが必須条件であると考え、

実践しております。 

         

２．金型分野 

現在は苦闘しておりますが、３０歳で社長に就任した長男が多様な挑戦をしてくれています。例

えば、私が 1985 年の円高ショックの遠因を訪ねてイスラエルへ糸川英夫先生とともに全ての大学、

研究所を回り創り上げて来た人脈を引き継ぎ、新規分野の創設を企画しています。その他、国内、

海外との人的交流に努め、日本で生き残れる「製造業」をこれまた弟と模索しています。 

途中ではアジアとのネットワーク創りに汗を流し、地元では協同組合として当時の通産省の高度

化事業にも助けられました。 

 

３．プラスチック事業 

私の弟が担当しておりますが、ニッチトップを目指して化粧品、医薬、芳香剤、ペットボトル等

の金型から成形、ユニット化まで手掛け、下請けから提案型企業への転身を図り、今期も過去最高

の売り上げを達成してくれると期待しております。 

 

以上のように弊グループは時代の流れに沿いながら、国際化への道は失敗を重ねながらも歩んで

参りました。 

幸い、日本国内の市場縮小の流れの中でも世界市場を見れば可能性は無限に有ると思いますが、

時間のかかることも間違い有りません。 

 会議所会員企業は、同じ環境に有りますから、「他責」でなく自助努力あるのみ。互いに支え合

って日本の中小企業、製造業の「火」を消さないように協力したいと願っております。 

 

 

 

 
製品のディスクブレーキパッドおよびブレーキシュー 
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※下線は国際関連箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  

 

樫山商店グループ 歴 
 

昭和２１年 ５月 樫山商店 創業  自動車部品の販売を始める 

昭和３５年 ４月 中央樹脂工業株式会社設立  計器部品の製造を開始 

昭和３５年１２月 樫山プレス工業株式会社（現在のエムケーカシヤマ株式会社）を設立、 

事務用品、自動車部品、電機部品、計り等の製造販売を開始 

昭和３８年 ３月 中央樹脂工業改め長野吉田工業株式会社と変更   

昭和４０年    自動車用ブレーキシュー製造開始 

昭和４６年 １月 自動車用ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷﾛｰﾀｰ製造開始   

昭和４８年 ６月 インドネシア国 インドブレーキ社（現在の IPG､MK PRIMA ｲﾝﾄﾞﾈｼｱも IPG ｸﾞﾙｰﾌﾟの一社）へﾌﾞﾚｰｷ

ｼｭｰ技術指導 

昭和５２年 ３月 自動車用 ディスクパッド生産ライン完成 

昭和５３年 １月 樫山ﾌﾟﾚｽ工業よりﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形用金型部門が独立し樫山金型工業株式会社設立 

昭和５９年 ４月 ウインマックス設立ﾚｰｽ､ﾗﾘｰ用ﾌﾞﾚｰｷの製造販売開始 

昭和６２年 ９月 樫山ﾌﾟﾚｽ工業  エムケーカシヤマ株式会社に社名変更 

昭和６３年 ２月 汽車工業有限公司(ﾏﾚｰｼｱ）と提携（ﾏﾚｰｼｱでﾌﾞﾚｰｷの製造開始） 

昭和６３年 ５月 株式会社シェミージャパン設立 ｲｽﾗｴﾙ国 R･ｼｪﾐｰ社と合弁により、ｶｰﾈｰｼｮﾝの種苗販売を開始 

昭和６３年 ６月 ユティルエムケーアジア株式会社、インターナショナルブレーキ株式会社(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ)設立、ｲﾀﾘｱ国ﾕﾃｨ 

ﾙ社と合弁により自動車部品の輸出入販売開始 

平成 元年 １月 株式会社イスラエルテクノロジー設立 ｲｽﾗｴﾙ国ﾀﾞﾝﾋﾚﾙ･ｲｸｽﾎﾟｰﾄ社と合弁によりｲｽﾗｴﾙﾊｲﾃｸ技術ﾉｳﾊｳ等

輸入販売を開始 

平成 ２年 ７月 株式会社ロボマッティックス パンーパシフイック設立 ｲｽﾗｴﾙ国ﾛﾎﾞﾏﾃｨｯｸｽ社と合弁により、ﾚｰｻﾞｰ 

ﾛﾎﾞｯﾄ及びﾓｼﾞｭﾚｰｻﾞｰの販売開始 

     １２月 汽車工業有限公司からエムケーカシヤマ(ﾏﾚｰｼｱ)株式会社に社名変更 

平成 ５年 ６月 アジア金型ネットワーク（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）株式会社設立 

      ８月 アジア金型ネットワーク（ｼﾞｬﾊﾟﾝ）株式会社設立、各種金型、冶工具等の輸出入販売開始 

平成 ６年      エムケーカシヤマ ﾄﾞｲﾂ運輸省の保安基準である TUV（ﾂﾌ）規格取得 

      ３月 MK PRIMA インドネシア株式会社設立、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでﾌﾞﾚｰｷの製造販売開始 

平成１０年 １月 エムケーカシヤマ ECER90(ﾖｰﾛｯﾊﾟ規格）を取得 

平成１３年１２月 株式会社樫山商店（持株会社）設立 

平成１９年 ２月 米国ＭＡＴ社と資本業務提携 

平成２０年 ２月 エムケーカシヤマ資本金１億円に増資（より一層の国際企業へと変革目指す） 

平成２１年 ７月 エムケーカシヤマ インドデリーDanblock Brakes India Pvt.Ltd.（MAT ｸﾞﾙｰﾌﾟの１社）にてディスク

パッド委託生産開始 
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「小さいながらも海外ビジネスへのチャレンジは続く」 

湘南デザイン株式会社 

 

◆会社プロフィール 

所在地：神奈川県相模原市緑区橋本台 3－6－1 

資本金：9,320 万円 

設立年月日：1967 年 12 月 

売上高：15.5 億円（本社単体 2009 年度実績） 

事業内容：自動車、エレクトロニクス、航空宇宙産業向けに試作品を製造・販売 

 

◆海外展開の経緯・現状 

１．貿易取引・現地進出の理由 

現地法人名：湘南デザインシンガポール 

   

湘南デザインシンガポールの様子 

所在地：51 Ubi Avenue 1 #05-32 Paya Ubi Industrial Park Singapore 408933 

資本金：S$780,000 

設立年月日：1996 年 7 月 1 日 

売上高：S$1,456,166（09 年度実績） 

事業内容：現地会社向けに試作品を製造・販売 

従業員数：12 名（うち日本人 1 人） 

 

設立した 1996 年当時は、当社の主要顧客である家電メーカーが、低い生産コストを活用するた

めに、東南アジアを中心に多くの生産拠点を保有していました。また、製造だけでなく、現地ニー

ズに合った新製品開発も同時に現地で行うということで、日本からの設計者の赴任も始まりました。

当社の試作品製造は、設計者のアイデアを短時間で形にすることですので、設計者のいるところに

ビジネスが生まれます。そこで、時代の流れに乗り遅れてはならないという危機感に背中を押され

た形で、シンガポールへの進出を決めました。 

また、当時は円高が進み（79.90 円＝1ＵＳ＄）、当社自身のモノ造りの現場としても東南アジア

に可能性を感じていました。シンガポールは東南アジアのビジネスの中心であり、チャンギ空港か
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ら周辺各国へのアクセスも良く、治安面、人材確保の面でも優位性がありましたので、この地に決

定しました。 

 

現地法人名：湘南汽車設計（上海）有限公司 

    

湘南汽車設計（上海）有限公司の様子 

所在地：中国上海市静安区北京西路 1701 号.静安中华大厦 2309 室. 邮编: 200040.  

資本金：US＄200,000 

設立年月日：2008 年 9 月 1 日 

売上高：994,905 元（2009 年度実績） 

事業内容：中国の自動車メーカー向け、コンセプトカーの受注・販売 

従業員数：4 名（日本人無し） 

コンセプトカーとは、自動車メーカーが世界各国で開催されているモーターショーに展示する、

自社の未来に向けたメッセージを具現化させた車のモデルです。中国には 100 社を超える自動車会

社が存在し、この分野においても大きなビジネスが生まれています。当社は、10 年以上前から中

国各地でモデル製作教育を現地のエンジニアに実施し、それにより多くの人脈を構築し、ビジネス

の基盤を構築してきました。そこで、本格的に中国ビジネスに取り組むために、上海に現地法人を

設立しました。現在では中国の自動車メーカー20 社と取引があります。 

 

２．海外展開する中で苦労した事項 

当社は、シンガポールと上海以外でも、1988 年に韓国ソウルに合弁会社、1998 年にアメリカに

現地法人を設立しましたが、失敗しました。両社ともに会社の運営、営業を現地（人）に丸投げし

てしまったことが失敗の大きな一因だったと考えています。やはり、自分達自身でやるという気概

が大切で、そのビジネスへの思い入れを共有できていなかった為に、コミュニケーションも滞り、

方向性が微妙にずれてしまい、修正が利かなくなってしまいました。ただ現地の言葉が話せるとか、

そのビジネスについての知識を持っているというだけでは、海外でのビジネスはうまくいかないこ

とを実感しました。 

そこで、シンガポールには、会社在籍 10 年の中間管理職を赴任させることにしました。彼は、

社内で営業、製造、管理を経験していましたので、様々な事柄に対応出来るであろうということで

選定しました。ただ、英語力に甚だ不安があったので、直前に駅前留学させたのですが、どうやら
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ほとんど授業には出なかったようです。また、物事をあまり深く考える性格の人間では無かったこ

とも、今から考えますと良かったのかも知れません。 

東南アジアで本格的な設計が始まるということで、当社もメーカーの設計者を追いかけるように

出て行ったのですが、現地の実態は大きく違っていました。現地に赴任している日本人設計者達は、

設計以外の種種雑多な業務（総務的な業務や日本からの出張者への対応など）に追われ、またロー

カルスタッフのジョブホッピング（転職）の多さにも苦慮していました。思うように現地設計が進

んでいなかったのです。そこで、現地進出している日系企業から試作品製作を受注するというビジ

ネスモデルを大きく転換させることにしました。ひとつは、日本でも行っていた CAD／CAM ソフ

トウェア（米国製）の販売です。CAD ベンダーも日本人顧客を相手にコミュニケーションの問題

や、日本企業独特の企業文化が壁となって、うまく営業展開が出来ていなかったので、タイミング

よく日系企業向けの販売権を獲得することが出来ました。このビジネスでしばらくの間、食べつな

いでいくことが出来ました。 

また、本業である試作ビジネスでは、日系企業ではなく、現地企業からの試作品受注を目指すこ

とにしました。会社設立後半年ほど経過していましたが、すでに日本からエンジニアを呼び寄せ、

工作機械も購入し、ローカルスタッフの採用も開始していました。現地では既に同業他社が何社か

ありましたが、彼らと差別化を計る為に、品質管理と納期厳守を徹底しました。それらが功を奏し、

次第に顧客の信頼を得ていくことが出来ました。 

苦労したことと言えば、やはり文化の違うローカルスタッフへの対応と、運転資金の確保です。

残業代込みで契約したスタッフが、ほとんど残業をしないので業務が滞ることがたびたび発生した

ため、変則的な給与体系を作りました。残業が一定時間以上、超えたところから、追加の残業手当

を支給するようにしました。しかしながら、月末に近くなると、その月の残業時間が予測出来てし

まうために、あまり成功しませんでした。また、会社でとっていたローカル新聞の求人欄を切り抜

いて転職活動をしているスタッフもいました。それを発見した時にはさすがに頭にきて、即刻、購

読契約を中止したこともありました。 

運転資金の確保には常に頭を悩ませていました。日本の本社からの買掛金を支払うことが出来ず

に、会計士（現地にいる日本人）の先生に相談したところ、買掛金を現地法人の資本金に組み込む

というウルトラＣの裏技を伝授され、その通りに実行しました。また、本社で開発したオリジナル

の機械をインドの展示会に出展した際に、本社へ送り返さずに、ちょうど引き合いがあったシンガ

ポールの学校に販売してしまったこともありました。このような綱渡りでも会社を存続することが

出来たのは、そのベースとして、本社と現地法人との間に『同じ釜の飯を食べてきた』という連帯

感と、『何でも言える関係』があったからこそと思っています。中国ビジネスでも、日本人スタッ

フは常駐していませんが、自動車ビジネスの総責任者が 1 年のうち、ほぼ半年は中国に出張して、

陣頭指揮を取っています。 

 

３．どのような機関からどのような支援を受けたか 

当時日本でお世話になっていた会計事務所から、シンガポール在住の日本人会計士の先生を紹介

してもらいました。その先生には、現地法人設立の手続から、事務所選び、赴任者の住まい探しま

でサポートして頂き、公私の別なく、本当に世話になりました。右も左もわからず、言葉もまとも

に通じないシンガポールでどうにかビジネスを始めることが出来たのは、先生のおかげだと思って

います。 
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４．今後の海外展開の考え方・展望 

ビジネスのあるところには、どこにでも行くというのが私どもの考え方です。つい先月は、当社

の自動車ビジネスの総責任者が、インドで現地自動車会社のスタッフに自動車モデル製作の教育を

行ってきました。今までの数々の苦い経験を踏まえて考えますと、海外ビジネスには時間が掛りま

す。何より人育てから始まるからです。じっくり時間を掛けて、でも果敢に挑戦するというのが私

どもの海外ビジネスに取り組む考え方です。 

 

以 上  
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「中国市場から日本人向け市場へ、そして再び中国市場へ挑戦」 

株式会社マスヤグループ本社 

 

◆ 会社プロフィール 

所在地：三重県伊勢市小俣町相合 1306 

資本金：1,000 万円 

設 立：2001 年（平成 13 年）8 月 1 日 

売上高：約 7,400 百万円（グループ全体） 

事業内容：マスヤグループ（国内 6 社、海外 2 社）の持ち株会社 

 

◆ 海外展開の経緯・現状 

現地法人名：万寿家（天津）食品有限公司 

所在地：中国天津市空港物流加工区環河南路 323 号 

投資金額：198 百万円 

資本金：388 百万円 

出資比率：日本側 51％、中国側 49％ 

設立年月日：1996 年 3 月 26 日 

売上高：約 200 百万円（2009 年） 

事業内容：食品（羊羹、チョコレート製品など）の製造販売 

従業員数：130 人（うち日本人 1 人） 

 

１．貿易取引・現地進出の理由 

 中国が経済成長を加速させた 1992 年に取引銀行の案内で訪中した際、中国の発展性を強く感じ

中国ビジネスを意識し始めました。その後、在日華僑の友人から中国政府関係者の紹介を受け、94

年 10 月に中国でのお菓子流通市場の調査を本格的に行いました。現在の合弁相手である天津市一

軽集団（当時天津市第一軽工業局）傘下の食品会社が羊羹を

製造しており、日本でも通用する品質であったので翌年から

輸入を開始しました。輸入商品規格の検討、契約の交渉や実

際の取引を通してお互いに信頼関係が生まれ、合弁に向けて

話し合いをはじめ、96 年 3 月に中国国内販売を目指し、合

弁契約を締結しました。当時は中国にどういうリスクがある

のか判断できず、問題があったときの日本本社への影響を最

小限にするため、香港法人からの出資としました。合弁当初

は出資比率34％でしたが、工場移転を機に51％としました。

工場を現在の天津市空港物流加工区に移転したのは2006年

10 月です。                          万寿家（天津）食品有限公司 

 

２．海外展開する中で苦労した事項 

 合弁を機に生産能力アップと生産環境を良くする為、一時期操業を止めて場内を整備した後に操
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業を再開しましたが、その間に他社に販路を奪われる格好となり売上げが極端に減尐しました。ま

た、進出当初の中国国内の販売は合弁相手の会社と取引のあった問屋経由で行っていましたが、暫

くして売掛金回収が思うように行かなくなり、一部を不良債権として処理せざるを得ませんでした。

さらに、中国では小売店に対して入店料・棚代を支払うのも商習慣となっており、資金のやりくり

に苦労しました。このため、中国国内の別チャネルの販路開拓と日本への輸出に重点を置くことに

しました。 

98 年に開発した「天津甘栗的栗羊羹」の空港免税店など

での販売を強化し、営業努力が功を奏して順調に拡大し、

北京、天津、上海、広州といった主要空港に導入できまし

た。日本人観光客やビジネスマンの「安心して買って帰れ

る中国土産が欲しい」というニーズをつかみ、定番商品と

して定着させることができました。 

一方、日本への羊羹輸出も 98 年から本格的に開始しま

した。商品の規格は、中国で生産するからこそ実現できる 

価格と商品規格を考えました。量販店にて販売されている日本製の他社の羊羹は 1 個 50～60ｇの

ものが主流であり、原料として小豆は高価なため、より安く購入できる他の豆類を混ぜて使用して

いました。当時の中国は小豆、人件費も安価であったため、他社品より価格を低く抑えつつ 100％

小豆を使用して小豆の風味を引き出し、さらに製造に手間は掛かりますが一口で食べられるような

20ｇの商品を作りました。それが日本市場に受け入れられ、輸出量も順調に増加し、中国土産商品

と合わせ収支が改善し経営が安定しました。好業績を背景にして、2004 年にはタイへの社員旅行

も実施し、合弁工場のモチベーションは大いに上がりました。 

その間も中国土産市場では栗をテーマに商品開発を進め、むき栗（2001 年）や栗チョコレート

（2008 年）の商品を開発し、中国土産としてのブランド化を進めてきました。しかしそういう流

れの中でも、2003 年のＳＡＲＳ流行時や 2005 年 4 月の北京や上海を始め各地で反日デモが発生し

た時は、中国を訪れる日本人が尐なくなり中国土産商品の売上げに影響が出ました。ＳＡＲＳ流行

時は売上げがほとんどゼロに近い月もありました（グラフ参照）。 

また、中国産食品の安全問題については、2008 年の冷凍餃子事件以前にも何度かマスコミで取

り上げられていましたが、冷凍餃子事件を契機に中国産食品に対する日本消費者の不信感が広がり、

わが社の商品も中国産ということで日本向け輸出が減尐しました。 

中国国内販売指数～2003年1月を100として～
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天津甘栗的栗羊羹と純栗チョコレート 
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３．今後の海外展開についての考え方・展望 

 羊羹の日本への輸出は、中国での原材料費、人件費の上昇や人民元高傾向を考えると、日本の高

い輸入関税（羊羹の場合 25％）が解消されない限り競争力が失われてゆくことは明白です。また、

日本消費者の中国産食品に対する不信感は、まだまだ根強いものがあります。 

一方、中国国内を見ますと消費が質と量の両面で成長していることは大きな魅力であり、当社も

再び中国国内での販売を強化することにしました。おかげさまで、国内販売は昨年比二ケタ増の水

準で順調に伸びています。ただし、一般量販店のチャネルは相変わらず高額な入店料の問題もあり、

当社のような規模ではあまり適切でないと判断しています。売掛金回収への不安もあるため、取引

先の経営者の考え方を確認しながら、本当に信頼関係を築ける先とだけ慎重に取引を進めています。

ただ、進出当初に比べると、中国企業も“正しい競争の仕方”を段々理解しつつあるように感じま

す。この傾向は、今後も続くのではないかと期待しています。 

中国でも消費者の食に対する安全・安心の意識は徐々に高くなってきています。当社の品質管理

レベルを日本の会社と同等レベルに保てるよう努力し、当社の強みを生かした商品開発を進め、こ

れからの時代に向けたより良い顧客価値を中国市場に提案していきたいと考えています。 

以 上  
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「中国進出の経験について」 

株式会社松岡カッター製作所 

 

◆会社プロフィール 

所在地：静岡市葵区古庄 2-18-46     

資本金：1,000 万円 

設 立：1935 年（昭和 10 年）4 月 10 日         

売上高：6 億円（2009 年度）              

従業員：63 名              

事業内容：木工用切削工具の製造（カッター、ドリル、平刃、チップソー等） 

 

◆海外展開の経緯・現状 

所在地：中国遼寧省大連市甘井子区南関岭街道嘉麗家具内 

投資額：3,000 万円 

資本金：2,080 万円 

設 立：2003 年 3 月 

売上高：1,500 万円 

事業内容：刃物の研磨、修理 

従業員数：13 名（うち日本人１名） 

 

中国現地では、もともと貿易取引を行っていた当社製品のサービス事業（再研磨、修理）を行っ

ていました。 

2003 年 3 月、中国大連地区に進出した木工場に販売した切削工具のサービス事業（再研磨・修

理）を行うために、販売代理店の依頼により進出し、2009 年 11 月、現地工場の生産減尐に伴う売

上高減尐のため、会社を清算しました。 

 

１．海外進出する事になった理由 

信頼の置けるパートナーに巡り合えることが、中国進出の成功への大きなカギを握るといわれて

います。当社の進出はあまりにも急すぎてしまったので、この点での判断が出来なかったのが最大

の失敗であると考えています。 

以下はその失敗談です。 

 1998 年頃、北海道の木材産業は大きな不況に見舞われ、当社の取引先の担当営業Ｋさんも退職

を余儀なくされた 1 人でした。時を同じくして中国大連近郊に大きな家具工場が建設される事にな

り、家具の製造技術、設備、レイアウト、これらの修理、刃物の研磨等の知識を持っているＫさん

は、工場の指導で大連に渡る事になりました。刃物の注文は全て当社に発注して頂く事になりまし

たので、当社の彼の担当営業Ｉが現地に行き、何度も打ち合わせをしながら、受注活動を行ってき

ました。 

 この頃になると、日本から大連に進出する木工場が多くなり、再研磨しなければ刃物の受注に支

障が出る状態になっていました。Ｋさんは、最初の工場を立ち上げる時、中国スタッフを 2 名雇っ

 

中国現地の様子 
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ておりましたので、研磨も出来る小さな商社を中国人名義で立ち上げる事となりました。当社はこ

こに研磨機等、機械類を貸し与える事として、あくまでも当社は刃物類だけを販売する事にして、

研磨工場はノータッチで話を進めました。Ｋさんは木工の技術があったので、大連の木工場では何

かあればＫさんに聞けば何とかしてくれるという程、大変に重宝がられました。新品、中古を含め

て機械類の注文も多く、一見利益が上がっているように見えたのですが、受注の打ち合わせの為に

客先の担当者を招待する食事の回数が多く、販売利益と経費が釣り合っていなかった様でした。 

 

２．海外展開する中で苦労した事頄 

刃物等の小物類は、Ｋさんの北海道の実家を拠点として、

貿易によって中国の商社に送っていましたので、当社とＫ

さんとの取引はあくまでも、国内取引で行っていました。

結局は納品しても、支払が行われず売掛金が増えていくば

かりでした。これを見ていた中国人のＴさんは突然Ｋさん

と仲たがいをしてしまいました。名義は全てＴさんのもの

となっていましたので、車から預金まで全てＴさんに持っ

て行かれ、後は一文無しになってしまい、事業の継続が出

来なくなってしまいました。当社営業Ｉの、責任を持つか

ら助けてやって欲しいとの言葉を信頼して独自での会社設

立を急遽決定する事になりました。 

 Ｋさんの小さな商社は女性事務員を 2 名雇っておりまし

た。RY さんと RI さんです。仕入、販売は RY さん名義と資金で販売会社を立ち上げました。一つ

の事務所に二つの会社が入っていて従業員は二つの会社の仕事を行っており、経費もごちゃまぜで、

どこで線を引くのも決まった状況でない所からのお互いのスタートでした。 

 とりあえず、最低資本金での 2 万ドルのスタートでした。1 ドル 104 円でしたので、日本円で

2,080 万円です。機械設備等に約 1,000 万円、運転資金に 1,080 万円となりました。 

 この辺のくぎりをキチンとする事が北海道のＫさん(新会社での総経理)の役目と思うのですが、

なにかと RY さんに任せっぱなしで経理内容がさっぱりつかめず、出て来る数字は意を得ないもの

ばかりでした。後で分かった事ですが、RY さんは自分の販売会社の利益を優先して経費はなるべ

く当社に押しつけていた様です。 

 K さんは、自分の得意先への機械販売を優先にしてしまって、社長（私)の指示を無視する態度

が何回となく見られるようになったので、弁護士立会いのもとで、無断欠勤を何度もするという理

由で解雇しました。事務所も RY さんの所から工場に移転し、総経理をとりあえずパートで日本人

を雇う事もでき、営業マンも 2 名入れて、やっと工場の体制を整える事が出来ました。しかし得意

先のほとんどが日系企業だというのに、相変わらず売掛金の回収が思わしくなく、家賃や電気代の

支払いが滞ってしまう状況が時々ありました。給料はそのような訳にはいかず、私のポケットマネ

ーで賄っていました。最後の処理に個人的なお金は便利でしたので、それを利用してしまった結果

1 円も戻ってきませんでした。 

 

 

 

 
製品の画像 
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３．現地法人の閉鎖を経験して 

 2007 年の建築基準法の改正で、日本では以前のように住宅を建てにくくなり、この部材を供給

していた日本の木工場は一段と経営が厳しくなり、我が社も営業マンが努力しても受注が伸びない

状況になってきました。その上、2008 年 1 月から中国の新労働法が執行された事により、中国の

弁護士が開いてくれたセミナーでこの法律の勉強をした結果、この時期に会社を閉鎖することも選

択肢の一つと学びました。たまたま全従業員の雇い入れ期限が 3 月末日でしたので、この日で閉鎖

すると決断して 2 月末日に閉鎖の決定を従業員に知らせました。技術がしっかりと身に付いた、一

生懸命に仕事を進めてくれた従業員でしたので、残念でもあったのですが、涙を飲んで退職をして

もらいました。 

 後処理はジェトロ大連より紹介を頂いた弁護

士さん（アシスタントに中国人の川上さんがお

られました）にお願いして、2009 年の 11 月に

中国政府から会社終了の書類を頂きました。残

金の清算、在庫品の日本への返送で全て終了し

たのが今年の 3 月でした。今考えますと、リー

マンショックの前に決断した事は今の中国の労

務管理の大変さを見る時、正解だったかなと自

分で自分を慰めています。しかし、まだまだ中

国進出の要請は後を絶ちませんが、良い物を作

り、お客様に喜んでもらう事に喜びを感じるの

が、技術屋かも知れません。 

 この次また海外の進出に挑戦できるチャンスが与えられたら、私でなく次の時代を支える若者が

計画を綿密に立て、慎重に行動して必ず成功させる事を願って結びとします。 

以 上  

 

 

大連市内の様子 

29



「得意先からの要請で海外進出を果たす」 

株式会社サイトウ製作所 

 

◆会社プロフィール 

所在地：東京都板橋区蓮沼町 8-6     

資本金：4,000 万円 

設 立：1934 年（昭和 9 年）4 月 1 日         

売上高：9 億円              

従業員：51 名              

事業内容：超硬精密切削工具 

 

◆海外展開の経緯・現状 

現地法人名：アトムプレシジョン・オブアメリカ 

所在地：アメリカ イリノイ州シカゴ（インディアナ州グリーンウッドより移転） 

資本金：＄18 万 

設 立：1989 年 12 月 

売上高：＄600,000 

従業員：1 名（最多時は 8 名） 

 

１．海外進出する事になった理由 

当社は、超硬の微小径切削工具を製造しており、当時自

動車がキャブレターから燃料噴射ポンプのエンジン

(CVCC)に変わり、その自動車の噴射ポンプのノズル穴

加工用として使用されていました。その会社が海外進出

するに当たり、海外で工具が調達出来ないと言う事で現

地に進出の要請を受けました。しかし、我々の様な中小

企業ではお金も、人材も無く、かなり迷っていたのです

が、現地進出会社の工場の 1 部を間借りする事で了承し

進出を決めました。 

 

２．海外進出を決定してからの動き 

まず、現地調査の為の情報収集は進出企業の総務の方、中小企業庁から現地進出企業の会社を紹

介してもらい、その会社の人から情報を貰いました。また、インディアナ州の日本で言う通産省の

役人に同行してもらい、現地の同業者を 5～6 社見学し、材料の調達、雇用についての話を聞く事

が出来ました（現地の同業者については JETRO から情報を収集）。現地の同業者見学については、

役人に同行してもらったため、かなりの所まで見学することが出来ました（これは、現地の事を知

るためには、役立ちました）。 

当社としては、海外進出は初めての事であり大企業で海外経験のある人を採用した結果、製造部

門担当の技術者、営業担当者の 3 名を派遣しました。 

 

製品のドリル 
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現地に派遣する従業員の住居の選定（これは、何しろ安全な地域に重点を置いた）は、非常に気

を使いました。比較的日本人が多く住む地域を選択しましたが、その後、日本人が纏まって住むの

は、現地の人にとって感情的に良くないと言われました。 

日本では、現地に必要と思われる備品、機械の選定＆整備を行いました。現地に赴任する人達の

ビザの申請（基本的に家族帯同）は専門家に依頼。アメリカには、基本的に健康保険が無いので、

日本で保険を掛けておくことが必要です。 

 

３．現地での問題点 

得意先企業の工場を間借りすることになった為に、機械の搬入、据付等については、特に問題も

なく済ますことが出来ました。 

その後、操業することになり問題が発生、それは、当社の給与ベース、就業規則等の違いから、

当社独自での社員の採用が出来なかったことです。従って工場は全部日本からの社員でまかなうこ

とになり、その為営業担当の者も現場に入る事態となりました。 

現地の会計士を紹介してもらい、工場の申請、その他諸々の事を、全て、遣ってもらいましたが、

結構色々の書類が多かったと思います。その後、毎年、行われる株主総会の書類も全部、ここで作

ってもらっています。 

 

アメリカでの生活は、車無しでは出来ない為、社用、家族用の車を調達しました。アメリカに来

たのでアメ車を購入しましたが、納車され、あくる日に窓が閉まらないと言うハプニングが起きま

した。やっぱり車は日本車と言う感を強く持ちました。 

又、赴任した者が、シカゴ空港でアタッシュケースの盗難に遭遇、幸いパスポートは身に付けて

いたので大丈夫でしたが、現金は全部やられてしまいました。最初の、1 ヶ月はホテル住まい、そ

の後家族が渡米しました。 

 

４．現地での生産開始 

先にも述べたように現地社員の採用が出来ない為に派遣した日本人により生産を開始、特別大き

な問題も無くスタート出来ました。しかし、使用側の不慣れから工具の使用量が増えることとなり

ました。その後、現地での原材料の品質問題が起き、急遽日本からの調達に切り替えることになり

ました。これは、想定していなかった事でした。 

 

５．その後の経過 

特に問題も無く推移していましたが、この為に採用し

て送った社員が体調不調で帰国し、結果、退職すること

になってしまいました。そこで、前回と同じく海外経験

者を募集し本社で三ヵ月間のトレーニングをして現地に

赴任しました。しかし、この赴任者が半年も経たない内

に 500 万円程の使い込みが発覚、即座に解雇しました。 

 

 

お得意様の工場に間借りして一年が経過した頃、先方より一年を経過したので何処か工場を探し

 

製品のエンドミル 
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て出て欲しいとの話があり、急遽工場探しを始め、30 分位の場所の工場団地に引っ越すこととな

りました。その際、起こったエピソードは、その時の不動産屋が当社の事情を察知して最初の 5 年

間は家賃を安くしてくれた事です。日本なら反対に家賃を高く取られたのではないかと思い、痛く

感じ入ったことを覚えています。機械の移転、据付、配線等の業者が全部違うため、連携がうまく

行かず時間が思いの他かかってしまいました。一部、自社の手で夜中に行いました。 

社員の採用については現地の人材派遣会社に依頼しました。これは、その方が辞めさせる場合も

全て人材派遣会社で遣ってくれるとの話を聞いたからです。 

何しろ、当社の製品は小さく、グローブのような手をした人に針のような製品を造らせる事には

非常に苦労しました。アメリカ人を日本に連れて来て本社で一ヶ月トレーニングをした事も有りま

したが、結果的には、その人間は高い給料で他社に移ってしまいました。 

工場が独立してからは、積極的にアメリカのマーケットの開発をし、GM、フォード、クライス

ラーからの受注が取れるようになりましたが、2005 年、受注先の会社が、インジェクションの加

工がアメリカで物にならず日本に引き上げることになりました。従って、受注が大幅にダウンし、

止むなくアメリカ企業、またアメリカへ進出している日系企業への受注活動を開始しました。その

間、シカゴの IMTS（International Machine Tool Show）に出展しましたが、アメリカのマーケ

ットが余りにも大きく、後のフォローが出来ないために一回で止める結果となります。その後、ア

メリカの自動車不況で受注が大幅にダウン、当社も工場を閉鎖しました。現在は、インターネット

による受注活動をしていますが、この方が当社にとってはプラスになっています。当社の製品は、

マーケットが非常にニッチで日本だけでは限界があるため、この窓口はどうしても残しておきたい

のです。現在は事務所をシカゴに移し全米を対象に受注活動を開始、利益を出せる様になりました。

今は、インフラが良くなりアメリカには 3 日で商品が届くので、現在加工は全部日本で行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．現在の結果の検証 

アメリカ進出の動機は、得意先による要請でしたが結果的に現在は非常に感謝しています。当社

製品はマーケットが非常にニッチであり、日本だけでは限界があるので世界に販売をして行く事が

使命です。現在は、アジア、ヨーロッパ、インド等への販売チャンネルを検討中です。 

中小企業の海外展開は、まず人材の確保が大事で難しい問題です。社内では、その積もりでの人

材教育が大事だと思います。 

海外進出については、あわてて進出するのではなく充分な計画を立てる必要が有ると思います

（中小企業に於いては、そんなに簡単なものではない）。 

 

アメリカでの集合写真 

 

特殊製品 
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中小企業と言えども、これからは絶対に海外進出を考えるべきであると思います。中小企業一社

での海外進出は負担が大きいので、中小企業を纏めた窓口を、会議所の中に作るようなことを考え

ても良いのではないでしょうか。 

社名 Atom Precision of America を略して APA(アパ)と呼んでいましたが、アメリカ人が発音

するとエイパになるので現在はエーピーエーと呼んでいます。 

 

以上、中小企業の海外進出は大変な事ですが、日本でのマーケットが小さくなる中で絶対に必要

なことであると思います。いかに、海外の必要性を理解させ、その気にさせることが大事であると

思います。 

以 上  
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「地方の地場産業から世界市場へマーケットィン」 

株式会社菊地保寿堂 

 

◆ 会社プロフィール 

所在地：山形県山形市    

資本金：1,000万円 

設 立：1948年（昭和23年）7月3日(創業1604年) 

売上高：- 

事業内容：工芸鋳物製造販売 

（茶の湯釜、鉄瓶、鋳物ティーポット、ブロンズ彫刻、エクステリア製品、街路灯） 

 

◆海外展開の経緯・現状 

１．貿易取引・現地進出の理由 

欧米において紅茶文化が拡がる中、品質の高い鋳物

急須(ティーポット)の潜在的需要があるとわかり、

25年前から欧米商社中心に輸出を行ってきました。

市場における価値適正価格を実現し、現在に至ってい

ます。 

また、地域産業が連携して世界のマーケットで受

け入れられる製品を生み出すというコンセプトの

もとで立ち上げた「山形カロッツェリア研究会」に

参画し、ジャパンブランド育成事業の採択を受け、

地域一体の事業でも一定の成果を上げました。 
 

 

 

２．海外展開する中で苦労した事項 

 マーケットインデザインとは何か。 

 価値適正価格とは何か。 

 マーケットで、評価を受ける品質とは何か。 

 サスティナブルなビジネス形態とは何か。 

以上の問題解決のため、多くの検証を行ってノウハウを積み上げました。 

 

３．どのような機関からどのような支援を受けたか 

当社では、海外進出にあたって、資金面で不安があったことから、山形県、商工中金、国金の低利融資

サポート制度を利用しました。 
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４．今後の海外展開についての考え方・展望 

当社の製品品質を理解でき、且つコピー製品が生まれにくい市場(特に欧米)で販売を継続していく考え

です。国内市場だけでは不安定でありますし、中国市場では当社のコピー商品が販売された事があること

から、マーケットとして考えておりません。 

当社の得意な技術を明確にして、人材育成と市場需要品質の開発をより加速していくことが、生き残れ

る重要な要素だと考えています。 

 

以 上  
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「産地企業が結集し、技術力を世界へ発信」 

一般社団法人ジョイント・尾州ブランド 

 

◆法人プロフィール 

所在地：愛知県一宮市大和町馬引字南正亀 4-1 

基 金：380 万円 

法人成立：2008 年（平成 20 年）4 月 1 日 

売上高：―― 

事業内容： 

１．ＪＢ（ジョイント・尾州）ブランドの管理全般に関する事業 

２．マーケットの調査及び最新のファッショントレンド情報の収集・提供に関する事業 

３．ＪＢブランドに係る製品の企画開発、技術開発、試験、検査、普及・販売戦略に関する事業 

４．前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業 

 

◆海外展開の経緯・現状 

１．海外展開の経緯 

 

＜平成 16 年度＞ 

 ＪＢブランドの定義、コンセプトとロゴマークを設定しました。コンセプトは「触発保証」です。

これは、伝統に培われた意匠力、企画力、技術力に裏付けされた尾州産地の素材が、ファッション

に関わる人々の創造力を触発するというものです。 

 平成 17 年 3 月にパリのルーヴル美術館ギャラリーで尾州産地単独展示会を開催し、368 名が来

場しました。「ブランドのお披露目」的な第 1 回ＪＢパリ展示会でした。 

 

  
第１回 JBパリ展示会の様子 

 

ロゴマーク 

 ＜平成 17 年度＞ 

 平成 17 年 9 月に第 2 回ＪＢパリ展示商談会をパリ市内のホテル「ルーヴル」で開催、278 名が

来場し、サンプルリクエストは 56 社から 640 点、原反成約 4 件でパリのアパレルから 29 反の第 1

号受注を獲得。産地企業 11 社選定。 
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＜平成 18 年度＞ 

 平成 18 年 9 月に第 3 回ＪＢ展示商談会をパリのエスパ

ス・シャトレ・ヴィクトリアで開催、247 名が来場、サンプ

ルリクエストは 47 社から 715 点、見本反請求も 6 社から 30

点の依頼がありました。ＪＢ紹介のため日本語、英語のホー

ムページを立ち上げました。 

 

＜平成 19 年度＞ 

 平成 19 年 9 月に第 4 回ＪＢパリ展示商談会を前年同様エ

スパス・シャトレ・ヴィクトリアで開催、196 名の来場、サ

ンプルリクエストは 31 社から 867 点、見本反 2 社から 2 点

の依頼、同 9 月に第 1 回ＪＢミラノ展示商談会もプラゾ・ア

フリカにて初めて開催、70 名の来場、サンプルリクエストは

12 社から 327 点。 

 

＜平成 20 年度＞ 

 平成 20 年 9 月も第 5 回ＪＢパリ展示商談会と第 2 回ＪＢ

ミラノ展示商談会をジョリィーホテル・ミラノプレジデントで開催、展示会用に 11 社が合わせて

112 点の新素材を開発しました。パリ展の来場者 73 名サンプルリクエスト 596 点、見本反 4 点、

ミラノ展は 30 名の来場者、サンプルリクエスト 80 点でした。また 10 月には香港でのインタース

トッフ・アジア展に初出展し 104 名の来場者でサンプルリクエスト 466 点がありました。 

 また 4 月には「有限責任中間法人 ジョイント・尾州ブランド」を設立しました。 

 

＜平成 21 年度＞ 

 平成 21 年 9 月は第 6 回ＪＢパリ展示商談会、12 月に第 3

回ＪＢミラノ展をそれぞれ同じ場所で開催しパリは来場者50

名、サンプルリクエスト 147 点、ミラノは来場者 10 社、サ

ンプルリクエスト 78 点でありました。 

 10月には中国市場向けにインターテキスタイル上海展示会

に初出展し来場者が 230 名、サンプルリクエスト 182 点、平

成 22 年 3 月はインターストッフ香港展にも参加出展し 21 社

からサンプルリクエスト 168 点でありました。 

以上のほかにミラノ、パリの顧客訪問商談を秋冬、春夏用に年に 2

回ＪＢとしてメーカーの担当者を派遣しています。欧州に関してはア

ルマーニ、ルイ・ヴィトン、ディオールなどパリ、ミラノの主要メゾ

ンが展示会には来場があり、ＪＢの知名度は各社に知れ渡ってきたも

のと考えています。 

平成 22 年度は単独展ではなく、テックスワールドパリ展、インテ

キ上海、インターストッフ香港展などへの参加展示を図っています。 

 

 

 

（上・下）パリ展示商談会の様子 

 

 

（上・下）ミラノ展示商談会の様子 
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２．海外展開する中で苦労した事項 

尾州産地は戦後すぐの時期を除いて、かなりの長い間テキスタイルの輸出から離れており、それ

らの企画はもとよりサンプルハンガーの輸出用作成方法、見本反の準備状況など種々の輸出対応が

まったくといっていいほど参加メーカー各社が理解出来ていないということです。やはり商売の基

本である相手を知り、おのれの力を知り対策を立てられない、ということ。理由として外国語、遠

方、経費の問題など色々ありますが、現在も続いている基本的問題に一番苦労をしています。 

 

３．どのような機関からどのような支援をうけたか 

平成 16 年度 JAPAN ブランド育成支援事業 

平成 17 年度 地場産業等活力強化事業費等補助金 

平成 18 年度及び 19 年度 JAPAN ブランド育成支援事業 

平成 20 年度 地域資源活用新事業展開支援事業費補助金、あいち中小企業応援ファンド 

平成 22 年度 新事業活動促進支援補助金、あいち中小企業応援ファンド 

 

４．今後の海外展開についての考え方・展望 

2010 年度現在までの海外展開のＪＢ輸出事業としては、今までにミラノ、パリを始め欧州、香

港、上海など北米市場を除く各世界市場へ展示会や、顧客訪問商談などで販売を図ってきました。 

 しかしながら、現実の世界市場はサブプライム問題、リーマンショックを経て最近のユーロのギ

リシャ問題など世界経済の失速、コストパフォーマンスの最大要因である為替関係、各国通貨に対

する「円高」により比較的、順調に輸出実績を伸ばせるかと思われたテキスタイルの輸出環境に大

きなインパクトを与えてしまったことです。 

 当、尾州産地ばかりではなく、日本の各テキスタイル産地、日本の繊維輸出各社へ多大なるアゲ

インスト要因として立ちはだかっています。 

 個々の輸出環境の問題点を以下に列挙することにより今後の展望、考え方と、したいと思います。 

 

１）円高の為替問題 

２）今まで尾州のテキスタイルメーカーは国内市場のみを相手に大手アパレルやコンバーターの企

画を作っていれば、企業として成り立ってきました。 

  イ）国内市場が大きく、輸出する必要がなかったこと。 

  ロ）特に東京、大阪中心の大手アパレルや問屋の企画を生産していれば、良かったこと。 

３）イタリアの毛織物業者のような、コレクション企画能力、輸出対応の商談に必要なサンプル、                  

ハンガー、見本反などの整備、対応力の不足。 

４）中国毛織物にはコストでは勝ち目がない課題をどのように克服するか。 

 

以上のような諸問題や課題をクリアーすることは、一朝一夕に出来ることではありません、現実の

尾州産地は紡績、織屋、染色業者の各業種段階でサバイバルのさなかにあります。 

 今後、中国の素材も含め、日本の企画、商品開発力を生かし、ベーシックな定番品は中国メーカ

ーで生産し、高額日本商品とともに日本や世界のマーケットに進出したり、イタリアのメーカーと

組んで彼らの世界販売ルートにのせて、日本商品も販売するような大胆な発想の転換が必要かもし

れません。 
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＜パリ展示商談会の様子＞ 

  

 

＜ミラノ展示商談会の様子＞ 

  

  

 

＜インターストッフ・アジア香港展の様子＞ 

                      以 上 
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「中国市場の現状と進出の在り方」 

パベルジャパン リサーチ アンド コンサルティング株式会社 

 

◆会社プロフィール 

所在地：東京都千代田区神田小川町 2-8-20 光輪ビル 4 階 

資本金：- 

設 立：1998 年（平成 10 年）9 月 19 日 

売上高：- 

事業内容：日本企業の中国進出支援等コンサルティング 

 

1998 年にパベルジャパン リサーチ アンド コンサルティング株式会社を日本企業の中国進出

支援を目的として設立いたしました。その後、2000 年に中国市場研究・調査を目的として設立さ

れた富士通株式会社のベンチャー企業、株式会社アジアインフォネットへ経営参加し、現在に至っ

ております。現在は、中国市場を中心としたアジア市場の調査・研究を日本企業に向けてご提供す

ることを主な業務としております。 

以前勤務していた会社で中国事業に携わってから、通算してすでに 25 年にわたり中国を中心と

したアジア市場にかかわってきたことになります。本稿では中国市場に進出を計画する日本企業に

向けて、私の経験から中国市場の現状と進出の在り方を要約する内容を記載させていただきます。

本稿は上海日本商工クラブ会報 Vol.23 に投稿した内容に加筆する内容とさせていただきます。 

 

◆中国市場の現状と、進出の在り方 

１．中国進出の失敗事例に学ぶ 

現在までに 4 万社を超える日系企業が中国への進出を果たしました。中国進出は 1980 年後半か

ら始まり 1990 年半ばには第一次進出のピーク時期を迎え、上場企業のほとんどは中国へ橋頭堡を

構えました。しかし、中国市場進出に当たっては多くの企業が問題に直面してきました。中国側の対応

が問題を引起すケースも多く見受けられましが、尐なからず我々日本人の考え方や態度にも注意すべ

き点があることも事実です。私の経験から日本企業の経営者が陥りやすい失敗の要因をまとめてみ

ます。 

 市場研究の不足 

 経営トップ自らが動かない（部下任せ） 

 偏った情報で経営判断 

 通訳の言いなりになる（通訳は機能の一部） 

 パートナーの情報を鵜呑みにする 

 おごりと偏見 

 本音は進出したくないという思い 

また、日本人としての歴史的な反省を進出動機にする経営者も失敗の危険性が高いようです。ビ

ジネスと感情を明確に区別できる姿勢が重要です。 
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２．中国の国有企業の民営化と巨大化がすすむ 

中国政府は中国全土に存在する 120 社の国有資本企業を、整理統合により 80 社に縮小するとしてお

り、その代表例として現在は全国に 2,000 社あると言われる自動車会社を、将来的には 5 社程度に集約

したい考えです。産業ごとの整理統合により、国際市場での競争に勝つ産業集積を築き上げるのがその

目的です。社会主義経済理論に裏打ちされたこの政策は、産業ごとの巨大なサプライチェーンの構築を

後押しする効果があり、国の指導で地域ごとに特化された産業の集積が進行中です。 

 

３．中国物流インフラ整備が産業集積を加速 

中国は物流インフラの整備を急いでいます。物流近代化を国家方針のひとつに掲げる中国は、12兆円

の国家予算で9,000キロの高速鉄道インフラを整備する計画であり、上海港は近くコンテナ取り扱いで首位のシ

ンガポールを逆転する見通です。また上海の地下鉄の総延長距離はすでに東京を抜き、物流インフラの整備

は消費市場を拡大させるばかりではなく、地域別に形成される産業集積を一層強固なものにします。 

 

４．アセアンにも産業集積 

一方アセアン各国とインドの FTA 貿易協定が調印され、2010 年 1 月 1 日から 6 年間で関税が撤廃さ

れる計画です。人口 17 億の新しい経済圏が出来上がり、このことは日本の近隣に、また一つ中国をし

のぐ市場が形成されることを意味しています。ここでも巨大な消費市場を背景に製造業を中心とする産

業集積が進みますが、日本の製造企業にとって追い風とはなりにくいというのが一般的な見方です。原

料や部品の現地調達が進むためで、日本製品はこの市場価格にフィットしないのが原因です。このこと

は日産がアセアンで組み立てる部品は同地域で調達するとしていることからも明らかであり、「この消

費市場へ供給する製品価格から見て、日本からの輸入部品は高くて使えない」と語っています。 

 

５．日本企業にとって市場開拓のチャンス 

中国とアセアン市場の変化は、技術力を誇る日本の中小企業にとって、またとないビジネスチャンス

でもあります。いま企業にとって重要なことは、日本企業同士の取引の系列化を見直し、現地の産業集

積に参入するスキームを構築することにあります。ポイントはコスト競争力を高めることであり、その

ためにはどうしても企業の現地化が必要条件となります。日本企業の現地への進出に当たっては、産業

別に企業グループを編成することが重要となり、経営リスクと投資資金の軽減、ならびに相互に支援し

合える体制を構築する必要があるからです。グループはできるだけ多くの企業が参加することが望まし

く、40 から 50 社単位での参入が必要と考えています。地場企業を新たな顧客として取り込む経営判断

が迫られているといえます。 

 

日本の製造企業にとって、中国はすでに消費市場に変貌しました。すなわち生産の現地化を推進する

以外に、成長の方策は見出せないようです。これからの経営範囲を中国へ拡大しようと計画する企業に

とって参考になれば幸甚です。 

以 上  
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