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資料２ 



○海外市場・流通網等を視察するミッションを海外へ派遣、 

  国内にて海外市場ビジネスセミナーを開催 

 

○海外とのビジネス、輸出入手続き等貿易相談への対応 

  窓口：ジェトロビジネス情報サービス部 03-3582-5651 

 

○ジェトロHPによる海外市場情報発信 http://www.jetro.go.jp/indexj.html 

  ・ 「通商弘報」 http://www.jetro.go.jp/biznews/ 

     ジェトロ海外事務所が入手した最新のビジネス情報を紹介 

  ・「J-File」 http://www.jetro.go.jp/world/ 

     地域・国別の包括的な経済情報を紹介 

  ・ 「世界は今－JETRO Global Eye」  http://www.jetro.go.jp/tv/internet/ 

     各国市場動向、最新ビジネスの動きをインターネット動画で紹介  

  ・「ジェトロ・オンラインセミナー」 http://www.jetro.go.jp/world/seminar/ 

     ジェトロ海外駐在員による講演（各国ビジネス情報）模様をインターネット動画で紹介 

  ・ 「海外ライフスタイル調査」  http//www.jetro.go.jp/industry/service/style/ 

     海外消費者の衣・食・住等を広く画像で紹介 

   

 

1. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの取り組み 
 （1）情報収集・発信、貿易相談 
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ライフスタイル調査（スタイルシリーズ） 
ジャカルタ、バンコク、クアラルンプール、マニラ、デリー・
ムンバイ、ホーチミン等 

ベトナム・ホーチミン市大手デパート視察 
（2012年3月、ベトナム流通・外食産業等海外市
場視察ミッション） 

「世界は今―JETRO Global Eye」 
“タイで人気！日本のサービス産業” 
（2012年4月21日） 

海外市場セミナー 
「ベトナム経済最新事情について」 
（2011年9月13日） 



1. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの取り組み 
 （2）個別ビジネス支援 その１  

○中小企業の海外販路開拓・拡大案件につき、国内業種別アドバイザーが個別に支援 

  支援対象企業とビジネス戦略を策定、海外市場情報や 

  バイヤー情報の提供、海外展示会への随行等を通じ、 

  最終的な契約締結まで支援（支援期間：2年間）。 

   ＜国内業種別専門家＞  

    ・「農林水産・食品」 

    ・「デザイン製品・伝統産品」、 

    ・「アパレル・テキスタイル」 

    ・「機械・部品」  

    ・「日用品」 

    ・「環境・エネルギー」 
   ※支援対象は、優れた技術力やオンリーワン商品など有し、これまで輸出経験がない、または新規市場への販路開拓を計画する中小企業。支援を受けるため

の一定の要件を満たす（審査）ことが必要。 

 

○海外業種別コーデイネーターが個別ビジネス案件を側面支援 

  海外市場情報の収集、有望バイヤー選定、海外での商談アレンジ等を通じた支援を展開 

 （具体的な配置箇所は次頁参照）。 
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国内業種別アドバイザーが中小企業の海外販路
開拓を支援(2010年1月、於パリ・メゾンオブジェ国
際見本市） 

 



1. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの取り組み 
 （2）個別ビジネス支援 その１  
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＜海外業種別コーデイネーター＞ 



1. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの取り組み支援 
 （3）個別ビジネス支援 その２ 

5 

○海外国際見本市に出展する日本企業を支援。出展ブースのデザイン・施工、出品物 

  の通関・輸送、現地での広報、通訳手配等の各種支援をパッケージで提供 

  

 

Manufacturing Indonesia  
（2011年11月30日－12月3日） 

 
FOOD TAIPEI （2011年6月22－26日） 

 



2. 海外での拠点設立に向けたジェトロの取り組み 

○海外への拠点設立を検討している日本企業をサポートするため、現地でのビジネス立ち上げに必要 

  な投資制度情報・ノウハウとオフィス機能を提供。 

 ＜ビジネスサポートセンター：ソフトとハードが融合した投資支援のワンストップセンター＞ 

   ・タイ・バンコク（10室、入居可能期間：3ヶ月）                             

   ・フィリピン・マニラ（2室、入居可能期間：2ヶ月） 

   ・ベトナム・ハノイ（3室、入居可能期間：2ヶ月） 

   ・インド・デリー（ 5室、入居可能期間：2ヶ月） 

   ・インド・ムンバイ（3室、入居可能期間：2ヶ月） 

   ・インド・チェンナイ（ 5室、入居可能期間：2ヶ月） 

   ・ミャンマー・ヤンゴンに今夏開設予定 

 

○拠点設立手続き・外資規制等投資相談への対応 

      窓口：ジェトロビジネス情報サービス部 03-3582-5651 

○海外投資環境を視察するミッションを海外へ派遣、各国の投資環境 

  セミナーを在京外国大使館等と共催 

○ジェトロHPによる海外投資情報発信 http://www.jetro.go.jp/indexj.html 
 ・「投資コスト比較」  http://www.jetro.go.jp/world/search/cost/ 

   海外投資コストをWeb上にて紹介、コスト比較が可能  

 ・ 「各国の投資制度情報」 http://www.jetro.go.jp/theme/fdi/info/ 

   世界各国の投資制度情報をWebにて紹介 
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アドバイザーによるコンサルテーション

（バンコク）   

テイワラ港・テイワラ工業団地造成予定地視察 
（2012年3月、ミャンマー投資環境視察ミッション） 

充実したオフィス（ハノイ）   



3. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの“新たな取り組み” 
  (1) アジアキャラバン（中国） 
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○中国において拡大する中間層を対象に、日本の中小企業100社超の雑貨、日用品、化粧品等
の市場開拓を支援 
     ・上海の「常設ショールーム」をプラットフォームに、上海、天津、成都、武漢にて展示会出展、商談会を開催 
     ・天津および武漢の高級百貨店では、アンテナショップを通じた試験販売・モニタリングを実施 
     ・インターネットを活用した試験販売を実施 
   以上の事業ツールを用い、日本の中小企業のＢｔｏＢからＢｔｏＣまでの売込みを支援 

アンテナショップで 
試験販売・モニタリング 

 

  ○天津伊勢丹（2011年8月11-17日） 
  ○武漢国際広場（2011年11月21-27日）  

展示会・商談会 
 

○上海商談会 
  （2011年7月12-16日、8月4-7日）               
○天津商談会（2011年8月11-12日） 
○成都商談会（2011年10月18-22日） 
○武漢商談会（2011年11月23-25日）   

インターネット試験販売・ 
モニタリング 

 
○Good Goods Japanモール設置 
（2011年7月31日ｰ2012年1月末） 
○モニタリング調査 

中国市場開拓のプラットフォーム：「上海常設ショールーム」 
（2011年7月～2012年1月末） 

中小企業100社超 約500点の商品を展示、ブランディング育成支援 
  上海常設ショールームの様子 

（2011年度アジア・キャラバン事業） 

 天津伊勢丹でのアンテナショップの様子 
（2011年度アジア・キャラバン事業） 

 上海商談会の様子 
（2011年度アジア・キャラバン事業） 

 淘宝商城（タオバオ）ウェブページ 
（2011年度アジア・キャラバン事業） 



3. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの“新たな取り組み”  
  (2) アセアン・キャラバン 

○昨年度から実施した中国に加え、中間層の増加とともにライフスタイルが変化し、消費市場の 

 更なる拡大が期待されるASEAN （マレーシア、タイ）にて、中小企業を中心とした日本製品の海外 

 販路を開拓 

  

 
＜実施予定＞ 
マレーシア 
 - 富裕層・中間層が人口の8割以上 
 - アジアにおけるイスラム市場のゲートウェイ 
・時期：7月23日（月）～29日（日）    
・会場：Pavilion Kuala Lumpur 
●高級ショッピングモール”Pavilion Kuala Lumpur”で日本製品の魅力を訴求する展示を実施 
●試験販売を同時に実施し、消費者に対するモニタリング調査を実施 
●個別商談会を併催、参加企業と現地有力バイヤーとのマッチングを実施 
●インターネットによるモニタリング販売を通じ、売れ筋商品・価格帯を検証 

タイ 
 - 日系企業も多く親日的なASEAN市場の重要拠点 
 - 高感度な日本製品へのニーズが高い一大消費市場 
・時期：10月16日（火）～21日（日）  
・会場：BITEC 
●日本デザイン振興会と連携し、「バンコク国際ギフトフェア」内にFair in fairの形で 
  デザイン性・機能性に優れた日本の生活雑貨、日用品を展示 
  ASEAN各国のバイヤーに向けたブランド発信を実施 
●個別商談会を併催し、タイを中心とした海外バイヤーとのマッチングを実施 
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会場となるPavilion Kuala 
Lumpur 

会場となるバンコク国際ギフトフェア 



3. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの“新たな取り組み”  
  (3) 「アジア売れ筋調査」 

9 

○「アジア売れ筋調査」の概要  http://www.jetro.go.jp/world/asia/hot-selling/ 

  ・実施時期：2010年9～11月  

  ・実施都市：北京、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ホーチミン、デリー 

  ・対象品目：衣食住に密着し、各国の消費特性が表れやすく、市場傾向をみる上でベンチマークと考えられる 

         以下9品目。  

         食（スナック菓子、カップ麺）、衣（ブラジャー、ジーンズ）、住（ＵＶクリーム、おむつ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）  

  ・調査方法：売り場店員への聞き取り、現地小売業者・消費財メーカーへのインタビューなど主に供給側から 

          情報収集を実施（一部消費者インタビューも実施） 

＜調査結果のポイント＞ 

1. 多様な嗜好を持つアジア-現地仕様の製品開発が必要-  

  味覚、色の好みなど消費者の嗜好や傾向は同じアジア諸国であっても、各国ごとで大きく異なる。各市場のニーズ・嗜好に 

  合った現地仕様の製品を開発する必要がある。  

 

2. 低価格志向の強いボリュームゾーン-価格抑制が課題-  

   同一国内でも所得水準によって、消費傾向に違いがみられる。今後拡大が見込まれるボリュームゾーンの中間層、特に 

   下位中間層（ローワーミドル層）は低価格志向が強い。  

 

3. 日本品質をセールスポイントに-高品質を求める消費者層が増加-  

   アジアでは日本製品＝高品質のイメージが定着。消費者もワンランク上の品質を求める傾向がみられ、日本品質は消費者  

   への訴求ポイントとなる。ただし、価格の抑制は不可欠。  



3. 海外販路開拓・拡大に向けたジェトロの“新たな取り組み”  
  (3) 「アジア売れ筋調査」 
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「アジア売れ筋調査」 ～食～HPから一部抜粋 



＜参考＞BOPビジネスの促進に向けたジェトロの取り組み 

○ジェトロ本部内に「BOP／ボリュームゾーン・ビジネス相談窓口」開設 

BOPビジネス案件のワン・ストップ・センターとして、日本企業の個別BOPビジネス案件を、ビジネス化に向け一貫 

して支援 

○ジェトロ海外9ヵ所にBOP海外コーデイネーターを配置 

  アジア：ニューデリー、チェンナイ、ホーチミン、ジャカルタ、プノンペン、ダッカ 

  アフリカ：ナイロビ、ダルエルサラーム、アクラ 

○BOPビジネス・モデルの構築に資する潜在ニーズ調査 

○BOP層のライフスタイルを把握、ニーズを的確につかむBOPビジネス視察ミッション派遣 

  2011年（実績）：インド（ニューデリー、ムンバイ、プネ）、ケニア＆タンザニア 

  2012年（予定）：インドネシア、カンボジア＆ミャンマー、バングラデシュ＆インド、ガーナ＆ナイジェリア 

○インドにおけるBOPビジネスモデルの評価、パートナー候補の選定・面談アレンジ等支援（計20件） 
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＜潜在ニーズ調査実施国・対象分野：2010年度および2011年度＞ 

 

インド： 情報・通信技術、農業資機材、 教育・職業訓練  
バングラデシュ： エネルギー、 保健・医療 

ミャンマー： 農業資機材 
インドネシア： 教育・職業訓練、衛生・栄養 
フィリピン： 住宅  
ベトナム： 教育・職業訓練  
エチオピア： 栄養 
ケニア： 農漁業資機材、 エネルギー 
タンザニア： 保健・医療・衛生、 農漁業資機材 
ナイジェリア： エネルギー、 衛生・栄養 

インドネシア潜在ニーズ調査 

（衛生・栄養分野／2010年3月）   
インドBOPビジネス・ミッション 
（2011年4月）   
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