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海外展開の成功事例
(「我に続け、海外展開！」応援隊)
平成２８年２月
中小企業庁

「我に続け、海外展開！」応援隊
「我に続け、海外展開！」応援隊 とは、
中小企業庁のサイト、「ミラサポ」において、
林経産大臣のメッセージとともにTPPを契機に海
外展開に挑戦する際のヒントとして、既に海外展
開に成功している中小企業の事例をご紹介して
いる取組みです。
掲載されている事例は、物流・商流のフロー、経
営者からオススメの支援施策を記載するなど、中
小企業の海外展開における生の声を掲載してお
ります。
今後も当該サイトを通じて、全国の成功事例を
随時更新していく予定です。
（https://www.mirasapo.jp/features/p
olicy/vol39/index.html）
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株式会社ニッコー（食品加工機械製造業）北海道釧路市
＜海外展開のきっかけ＞国内水産加工市場の成熟期、一方、海外での自動化ニーズの顕在化
＜成功のポイント＞
 信頼できる海外ビジネスパートナーとの出会い
 アフターサービス充実を目指し、海外メンテナス技術者を受入れ養成するなど信頼関係を構築
【事業者概要】
売上高13億円、従業員85人、資本金3000万円
主力商品：鮭加工機械、ホタテ貝自動生剥き機などの水産
加工機械、食品加工でのロボットシステム等
進出先国：ロシア、中国、タイ、ベトナム
高い技術力を武器に企画から設計・製造までトータルで行う
機械メーカー。手作業が当たり前の水産加工現場を一変させ
た数々の水産加工機械は国内外から高い評価を得ている。
【経歴】
平成8年～
平成21年
平成21年
平成24年
平成25年
平成26年～

物流・商流のフロー
日本
商社

ニッコー
軒先渡

漁協からの依頼により製作したホタテ貝加工機のヒットを皮切
りに鮭やいくらなどの水産加工機械を開発
水産加工業が盛んなロシア極東と輸出入を実施している企
業と出会い、数年かけて販売代理店契約を締結
ロシア極東企業へ試供品を提供、現場ニーズによる装置改
良等により販売を実現、継続した注文と信頼関係を構築
中国の国営系水産加工企業から大規模受注に成功
大連に現地法人を設立。中小機構のF/S事業を利用し、東
南アジアへの現地調査を実施。
顧客のニーズを踏まえた営業戦略と、海外特許取得により
自社技術の保護に努めて海外展開実施中

現地
委託業者
海運

販売先
工場

現地輸送業者

【経営者から】
 オススメの支援施策
① ＪＥＴＲＯの相談窓口
② 中小機構のF/S事業
③ 中小機構のＷｅｂ構築支援
 ひと言
独自の海外営業は、なかなか商談に繋がりにく
いですが、中小機構のＦ/Ｓ事業により、東南ア
ジアへ足がかりができ、既に進出している日本企
業等の連携によりネットワークが拡がってきていま
す。小さな一歩の積み重ねが重要と思っています。
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コアックス株式会社池田工場（北海道池田町
（電子部品・デバイス・電子回路製造業）

本社：神奈川県横浜市)

＜海外展開のきっかけ＞主要ユーザーである研究者間の繋がりにより、海外から注目を集める
＜成功のポイント＞
 宇宙、素粒子、プロテオミクスなどの分野からの高度な要求に応える技術開発を実施。
 海外の学術会議での研究論文発表、併設展示会への出展により販路を開拓。
【事業者概要】
売上高2.5億円、従業員18人、資本金1000万円
主力商品：セミリジッドケーブル
進出先国：アメリカ、カナダ、オーストラリアほか
創業以来培ってきたノウハウを活かし、海外をはじめとする研
究機関の高度な要求に応える製品を、高品質、短納期、小
ロットで提供。30カ国以上の顧客と取引を展開。

物流・商流のフロー

メーカー
大学等研究機関

コアックス㈱

【経歴】
平成18年5月 英語版Webサイト開設。
平成18年10月 アメリカCCR(Central Contractor Registration)取得。
平成19年7月 フランスで開催された国際学会に出展、 超伝導材料を使用
したセミリジットケーブルを発表。
→欧州をはじめとする各国の研究機関からの引き合い増加。
平成19年1月 国際的なプロジェクトにセミリジットケーブルを納入。
平成21年3月 アメリカ物理学会併設展示会に初めて出展。
→その後、継続して出展し、各国の研究機関から注目。
平成24年3月 「新連携事業」により製品群の付加価値向上に成功。
平成25年7月 米国で開催された物理学系専門学会に出展。
平成28年9月 米国で開催される超電導系学会に出展予定。

航空便
【経営者から】
 オススメの支援施策
① 展示会等出展支援
② 研究開発支援
 ひと言
専門分野への展示会出展は、継続して行うこ
とにより、技術のアピールが図られるとともにユー
ザーとの信頼感が醸成され、顧客獲得に繋がりま
す。また、英語版ＨＰは、ユーザーのアクセシビリ
ティを向上させ、スピーディな取引実現のための重
要なツールになると考えます。
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日東建設株式会社（土木建設業）北海道雄武町
＜海外展開のきっかけ＞公共事業の激減
＜成功のポイント＞
 世界各地の展示会・商談会に参加や、トップセールスを実施。
 英語版ウェブサイト開設とともに米国の検索エンジンでヒットする対策などで販売増加。
【事業者概要】
売上高8億円、従業員56人、資本金2000万円
営業品目：土木建設業、非破壊検査装置の製造・販売
進出先国：アメリカ、韓国、台湾、ナイジェリア、シンガポール等
各国でインフラ老朽化が進展する中、コンクリート強度の非破壊
検査装置を開発。強度を測定・解析出来るうえ、小型で取扱いが
簡単なため、コンクリート施設の老朽化を懸念する国内外から引き
合いがある。

物流・商流のフロー
代理店経由
又は
直接販売先へ

日東建設

宅急便

【経営者から】
研究開発により製造したコンクリート検査機（クボ・ハンマー）の ●オススメの支援施策
①JETROの支援
国内販売開始。
平成23年 JETRO専門家のアドバイスを受けて海外展開へ後押しとなったほ ②海外展開支援等各種補助金
か、英語版ウェブサイトを立ち上げたところ、海外から問合せが急増。 ③JICA事業
平成23年～ アメリカ、韓国、台湾、イギリスの展示会・商談会参加や、トルコ、 ●ひと言
実際に相手国を訪問し、自分の
フランスでもトップセールスを実施。
販売実績が増加し、現在、韓国、米国、台湾をはじめ、中国、ナ 肌で感じること。誠心誠意の姿勢
は、相手に伝わる。スピード感を持って商談を進める
イジェリア、シンガポールなど6カ国に販売店を設置。
平成26年
JICA事業に採択され、ナイジェリアに社員を派遣して自社検査 こと。
機を使用した点検技術を指導。

【経歴】
平成17年
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末永海産株式会社（水産加工業）
＜海外展開のきっかけ＞国内市場の縮小
＜成功のポイント＞
 被災企業グループで統一ブランドを創設。公的支援を活用し、展示会・商談会へ出展。
 バイヤーとの繋がりを強化し、アジア市場を中心に海外展開に成功。
【事業者概要】
売上高 ５億円、従業員46人、資本金3000万円
主力商品：牡蠣、ホタテ、わかめ等の加工食品
進出先国：香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール等

物流・商流のフロー

現地飲食店
グループ

末永海産(株)

世界三大漁場である三陸の水産資源を材料に、優れた加工技
術とノウハウを活かした加工食品を生産。同業他社との連携による
海外展開が進展し、国内外の注目度も高い。
【経歴】
平成24年
東日本大震災後に国内販路が大幅に縮小したことから、海外展
開を決意し、FOOD EXPO2012（香港）に出展。
平成25年
JETRO専門家のアドバイス等を受け、被災水産加工業５社が連
携し、統一ブランド「日高見の国」を創設。JAPANブランド育成支
援事業(中企庁)に採択され、 海外販路開拓に本格的に着手。
香港、タイ、シンガポールの商談会に参加。
→香港、シンガポール、マレーシア等に輸出を開始。
平成26年
参画企業を６社に増やし、台湾、香港、タイ、マレーシア、シンガ
ポールで商談会を実施。海外バイヤーを対象とした日本食レストラ
ンでの試食会等を通じて、商品の魅力を発信。
→バイヤーからの知名度が向上し、輸出が拡大。グループ全体の
輸出額は４６００万円を達成。

国内海運業者トラック、海運

現地飲食店
等

飲食店グループ

【経営者から】
 オススメの支援施策
① ＪＥＴＲＯの相談窓口
② 展示会出展支援
③ ＪＡＰＡＮブランド育成
支援事業
 ひと言
震災の後、日本の市場でなかなか売り上げが回
復しない所に、海外市場へのチャンスをいただき、チャ
レンジしました。
三年目でやっと実績もついてきたので、売上の定
着化を図り、売り先を絞って、商品開発をし、長くお
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取引ができる先を開拓していきたいと思います。

長田電機工業株式会社（医療機器製造業）東京都品川区
＜海外展開のきっかけ＞販路拡大、情報収集、世界の人々の健康つくりと幸せつくりのため。
＜成功のポイント＞
 迅速かつ手厚いメンテナンス体制の構築により、顧客信頼獲得。
 最終ユーザーを自社に招き工場見学会実施。
【事業者概要】
売上高76億円、従業員210人、 資本金1.8億円
主力商品：歯科治療関連機器を中心に製造・販売
進出先国：アメリカ、オーストラリア、カナダ、マレーシア、メキシコ、
ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、
その他アジア、ヨーロッパの70か国

物流・商流のフロー

長田電機
工業㈱

各国代理店
(※アメリカは
現地子会社
が販売)

最終ユーザー
(歯科医院)

当社製品は宮内庁への納品実績もあるほどの高い品質を誇る。
船便、航空便
現地輸送業者
海外においても代理店を教育し、迅速かつ手厚いメンテナンス体制
を構築することにより、市場開拓及び顧客信頼を獲得。イスラエルで
はシェア3割超を達成。
【経緯】
【経営者から】
昭和48年2月
アメリカに販売及びメンテナンスのための子会社を設立。
 オススメの支援施策
→依頼を受けて3日以内にメンテナンスを実施。現地で
① 展示会出展支援
絶大なる信頼と、メンテナンス体制構築のノウハウを得る。 ② 研究開発支援
そのノウハウを背景に、その他海外にも代理店を通じ事業  ひと言
展開。
当社は世界中の人々の健康づくりと幸せ作りに貢献しよ
平成24年11月 イスラエルの歯科医50人が当社生産ライン視察のため来
うとの思いから、海外展開を進めてまいりました。展示会・商
日。
談会への出展は、最初はチャンスに繋がらないものの、粘り
→ライン生産ではなく、歯科医の細かな要望に応えるため
強く出展を繰り返すことで、商品の魅力に気づいていただける
の屋台生産が好評を呼ぶ
バイヤーとの繋がりが構築できます。そして、きめ細やかなアフ
平成26年10月 イスラエルで開催される歯科系学会に出展。
ターフォローは好評を呼び、必ずシェア拡大につながります。
→これらの活動を通じ、イスラエルでシェア3割超を達成。
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合名会社渡辺酒造店（酒類製造業）新潟県糸魚川市
＜海外展開のきっかけ＞国内市場の縮小
＜成功のポイント＞
 原料米の自社栽培によるドメーヌ・スタイルの確立
 IWC(International Wine Challenge)でSake部門チャンピオン受賞(2010年)
【事業者概要】
売上高1億円、従業員9人、資本金500万円
主力商品：清酒（Nechi 根知男山）
進出先国：アメリカ、オーストラリア、シンガポール
イギリス、ドイツ等
糸魚川市に位置する根知地域で、自社栽培・契約栽培し
ている米のみを使用して、テロワールを語れる日本酒を生産。
【経緯】
平成15年4月
平成22年7月
平成23年7月
平成25年9月

物流・商流のフロー
合名会社
渡辺酒造店

B社

地域商社

国内輸送業者

自社栽培を始める。
IWCチャンピオン受賞を機に、海外への輸出を決断。
イギリス、ケンブリッジ大学でのサケ・レクチャーに招請される。
IWC・Sake部門ゴールドメダル受賞。ロンドン日本大使館で
のサケ・プレゼンテーションに参加。
平成25年11月 日本語・英語併記版HPを開設。
平成26年10月 地域産業資源活用事業計画の認定を受け、より高度な栽培
管理による高品質・高付加価値清酒の製造に取り組む。
平成27年10月 大橋健一MW（マスター・オブ・ワイン）と海外戦略コンサル
ティング契約。積極的な展開に取り組む。
平成28年2月 経営革新計画について新潟県知事の承認を取得。

C社

現地卸業者

海運

レストラン
ホテル
専門店

現地輸送業者

【経営者から】
 オススメの支援施策
① 地域産業資源活用事業
計画の認定取得
写真
② 中小機構の支援
③ 商工会議所の企業相談
 ひと言
各種支援機関を活用し、幅広く情報収集す
ることが重要です。海外展開は専門家の助言が
有効です。国際的に評価されるポイントを押さえ、
生産体制を再構築しなければ通用しません。
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有限会社モメンタムファクトリー・Orii
（銅板・真鍮板/銅合金を用いた製品の製造及び着色加工）富山県高岡市
＜海外展開のきっかけ＞数年先を見据え、早い段階から海外に目を向けようと決意
＜成功のポイント＞
 世界中のバイヤーが集う展示会への継続的な出展により、バイヤーとの繋がりを強化。
 英語版HP開設を契機に、世界中のバイヤーから問い合わせが増加。
【事業者概要】
従業員8人、資本金300万円
主力商品：インテリア用品、建築部材
進出先国：台湾、アメリカ、中国
高岡銅器の現代的着色仕上げ技術を活かしたインテリア用
品及び建築部材を生産しており、国内外からの注目度も高い。
【経緯】
平成23年2月
平成23年3月
平成23年5月
平成23年5月
平成24年9月

平成26年8月

物流・商流のフロー
国際スピード郵便
日本の
地域商社

(有)モメンタム
ファクトリー・Orii

宅急便等

数年先を見据え、早い段階から海外に目を向けようと決意。
JETROの専門家からのアドバイスで、アメリカを輸出先に。
英語版HPの開設。
ニューヨーク国際現代家具見本市（ICFF）に出展。
→海外バイヤーや設計事務所などからの問い合わせが増加。
素材の図書館と言われるマテリアルコネクション社（アメリカ）
を介して、世界10カ所で着色素材を展示。
→世界中のバイヤーや建築業界から問い合わせが増加。
台湾デザインエキスポに出展。
→海外のバイヤーから引き合いが増加。

現地の
委託業者

海運

・セレクト
ショップ
・建築会社

現地輸送業者

【経営者から】
 オススメの支援施策
① JETROの相談窓口
② 中小機構のハンズオン支援
③ 地域資源活用事業
 ひと言
世界中のバイヤーが集う展示会への出展は、
海外展開を行う上で非常に重要な足がかりとなり
ます。また、英語版HPは、自社の魅力を海外に
伝える上で強力なツールになると思います。
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中央葡萄酒株式会社（酒類製造業）山梨県甲州市
＜海外展開のきっかけ＞輸入ワイン人気に押され日本ワインの見通しに不安感を持ったこと。
＜成功のポイント＞
 「甲州ワイン輸出プロジェクト」（KOJ）を立ち上げ、行政、地域の関係者が一体となり海外展開を実施。
 官民一体プロモーションにより、国際的なワイン認証機関（OIV）により「甲州種」の登録に成功し、その結果、ＥＵ向け
輸出の基盤が確立。
 高級日本ワインの開発も継続。この結果、同社の「キュヴェ三澤 明野甲州2013」 が2014年のロンドンでのワインコン
クールで金賞を獲得し、ＥＵのほかアジア圏等への輸出が拡大。
【事業者概要】
売上高５億円、従業員26人、資本金2,000万円
主力商品：ワイン
進出先国：イギリス、スウェーデン、ベルギー、 ロシア、中国、香港、
台湾、アメリカ、オーストラリア、シンガポール、ニュージーランド等
日本のワイン産業のメッカである勝沼町で創業した地域を代表する
ワイン製造、販売業者。特に甲州ワインの海外展開に力を入れて
おり、積極的な海外市場拡大に向けた取組を実施。

物流・商流のフロー
中央葡萄酒
株式会社

B社

C社

海運会社

国内輸送業者

現地卸業者
海運

レストラン
ホテル
百貨店(Selfridges）

現地輸送業者

※輸送に関してはＦＯＢにて対応
【経営者から】
 オススメの支援施策
①海外公的機関（大使館、JETRO等）や
日本商工会議所との連携
【経歴】
②現地の状況に精通し、尚且つ信頼出来る
平成21年7月
「甲州ワイン輸出プロジェクト（KOJ）」を発足。
現地コンサルタント兼プロデューサーの起用
→世界のワインの情報の70％が発信されるロンドンを
③地方行政が地域の信頼を象徴とした海外
ターゲットにプロモーションを実施。
向け情報発信（知事トップセールスを含む）
平成2２年6月 ワイン認証機関（OIV）により「甲州種」の登録。
④海外ツール（パンフレット、プロモーションビデオ等）
→ＥＵワイン法に対する法的クリアも達成し、「甲州」、
 ひと言
「ＫＯＳＨＵ」等の品質表示をした上での輸出も可
展示会・商談会への出展は、海外マーケットとの取引の足掛かり
能となり、消費者への訴求力向上。
となる。総花的な見本市への出展もその一つの選択であろうが、業
平成2６年6月 その後の高級日本ワインの開発の結果、同社の
界がまとまって一つの顔を持ち個が結集した独自の展示会を開催し
「キュヴェ三澤 明野甲州2013」がロンドンワインコンテスト金賞を獲得
粘り強く出展を繰り返すことが必要。また、英語版ＨＰやパンフレッ
→2014年度は当ワインを含め約2万本の輸出に成功。
トは、自社の魅力を伝える上で重要なツールになると思います。12

八幡化成株式会社（プラスチック製品）岐阜県郡上市
＜海外展開のきっかけ＞国内市場の縮小
＜成功のポイント＞
 欧米を中心とした展示会・商談会への出展により、バイヤーとの繋がりを強化。
 展示会出展の回を重ねる度に、バイヤーからの問い合わせが増加。
【事業者概要】
従業員21人、資本金1200万円
主力商品：プラスチック製家庭用品、雑貨品
輸出先国：欧州、米国、アジア各国含む約25カ国
最先端の加工技術と、自社独特のデザインが各国から注目
され、ミュージアムショップやコンセプトショップ、百貨店などの有名
チェーンストアと成約。
【経歴】
平成22年10月
平成23年1月
平成24年1月
平成24年8月

平成27年2月

物流・商流のフロー
コンセプトショップ
インテリアショップ
百貨店
専門店など

C社

八幡化成

現地卸業者
海運

現地輸送業者

【経営者から】
国内市場が縮小傾向にあったため、海外への輸出を決断。
 オススメの支援施策
英語版HPを開設
① ジェトロの展示会出展サポート
メゾン・エ・オブジェ(フランス)に初めて出展（共同出展）
② 中小機構のハンズオン支援
メゾン・エ・オブジェに単独出展 →その後、25年、26年出展
③ 地域資源活用事業
欧州の卸業者との成約
 ひと言
ニューヨークギフトショーに出展
海外市場への進出は、自己認識を深める機
→その後、25年、26年にも出展し、バイヤーからの知名度が
会となりました。不足しているヒト・モノ・カネ・情報
向上。
を少しずつ解消した結果、当社の今があります。
アンビエンテ(ドイツ)展示会への出展を始める。
業種・業態により方法は様々ですが、目指す市
→南米、中東の現地卸業者から引き合い。
場の商慣習の把握から、長期的な視座をもって
取り組む必要があると感じています。
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株式会社ソトー（繊維製品の染色加工業）愛知県一宮市
＜海外展開のきっかけ＞ 中国にシフトした仕事を海外で取り戻し、世界市場を狙うため
＜成功のポイント＞
 ベトナム国営企業と業務提携し、TPPを見込んだグローバル生産体制を構築。
【事業者概要】
物流・商流のフロー
売上高 67億2,200万円
従業員 ２６５人
資本金 31億2,419万円 業種：各種繊維製品の染色加工
企画
進出先国：ベトナム（現地企業との業務提携、生産拠点確立）
●国内有数の毛織物産地である「尾州」における、染色加工業の
中心的企業。自社の加工技術を最終製品に最大限に活かすため、
生地製造や製品企画も手掛け、自社をコアとするサプライチェーンを
形成。国内で展開する高付加価値製品の製造に加え、世界市場
TPPを活用した供給網
におけるボリュームゾーンを狙うため、繊維製品製造が増加するベトナ
ムにおいて、国営企業と業務提携し、スーツ向けウール生地の生産
拠点を確立。ＴＰＰを活用し、ベトナムから米国への輸出を視野に
入れるなど、原産地規則を満たすグローバル供給網の実現を目指す。
【経緯】
平成19年 テキスタイルの製造・販売事業を新設
→染色加工に加え、生地製造を開始し、事業拡大
平成21年 尾州産地のテキスタイルメーカーから事業譲渡
平成23年 アパレル企業とテキスタイル企画・販売に関する合弁会社を設立
→自社をコアとするサプライチェーンの形成を図る
平成24年 海外生産のための連携先を模索しはじめる
平成25年 ベトナム国営企業と業務提携
平成27年 ベトナムにおいてテキスタイル生産を開始
→開始1年で約１億円を売上げ、５年後年間１０億円の売上を目指す

日本
生地生産

市場
縫製

ベトナム
生地生産

アメリカ
オーストラリア
日本
など

縫製

【経営者から】
 オススメの支援施策
ＪＥＴＲＯの相談窓口
● ひと言
当社は成長戦略として水平・垂直・グ
ローバル展開を掲げており、チャイナプラス
ワンの業界動向とTPPを活用する将来展
望から、ベトナムでの海外進出を決断した。
当社が長年培った「感性技術」を活用し、
官民の連携・サポート体制のもと人々の期
待に応えたい。
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太陽刷子株式会社（ほうき・ブラシ製造業）兵庫県神戸市
＜海外展開のきっかけ＞海外市場の開拓
＜成功のポイント＞
 ベトナムへの進出により、新市場を開拓。
 中・高所得層の増加を見込み、日本品質の高付加価値オーラルケア商品を展開。
【事業者概要】
売上高13億円、従業員109人、資本金1000万円
主力商品：歯ブラシ、歯間ブラシ
進出先国：ベトナム
最先端の加工技術と、創業以来培ってきたノウハウを活かし、
高付加価値のオーラルケア商品を開発。今後もASEAN市場
で日本品質を強みに、他社との差別化を図った高付加価値商
品を展開していく。
【経歴】
平成22年
平成23年
平成25年
平成26年11月

平成27年1月

物流・商流のフロー
太陽刷子
ベトナム

太陽刷子

設立

国内市場が成熟傾向にあった為、海外への進出を決断。
進出済み企業の支援によりベトナムを進出先に決める。
ベトナム（南部ドンナイ省）での生産を開始。
自社ブランド品である『SunPearl』がAEON VIETNAMモー
ル2号店のオープンと同時に、1号店、2号店に納入。
→AEON VIETNAMとの合弁先ホーチミンのCITIMART、ハ
ノイのFIVIMARTの店舗にも納入。
クールジャパンワールドトライアル2014 in ベトナムに出展。
→その後、バイヤーからの問い合わせが増加。

現地
卸業者

現地
スーパー等

現地輸送業者

【経営者から】
 オススメの支援施策
① 展示会出展支援
② 中小機構のWeb構築支援
③ 専門家派遣事業(HIDA)
 ひと言
先進国が培った技術を途上国へ伝えるのは、
先進国の義務である(技術が人を幸せにする）。
企業経営のモットーは、「経営は実行、理論では
ない」。
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室町酒造株式会社（清酒、焼酎、リキュール製造・販売）岡山県赤磐市
＜海外展開のきっかけ＞国内市場の縮小に不安感をいだいたこと。
＜成功のポイント＞
 雄町米という原料米に特化した酒造りと、2005年B.T.I(アメリカ/北米で最大の酒類コンテスト）にて第一位に
輝いたことによるオファーがきっかけで、商品が持つ歴史と品質を評価する欧州やアジア圏等においても広がった。
 日本酒だけでなくリキュールを開発し、英語版HP開設を契機に、バイヤーからの問い合わせが増加。
【事業者概要】
売上高約1.9億円、従業員10人、資本金4000万円
主力商品：清酒、焼酎、リキュール
輸出先国：米国、イギリス、スペイン、シンガポール、香港等
岡山県産の酒造好適米「雄町米」、日本の名水百選に選ば
れた「雄町の冷泉」を使い、300年以上前の創業時より伝わる製
法で、伝統と物語を有するおいしいお酒を製造している。
【経緯】
平成17年5月
平成18年7月
平成21年2月
平成22年3月
平成23年11月

平成26年8月

物流・商流のフロー
室町酒造
株式会社

B社

地域商社

国内輸送業者

国内市場が縮小傾向にあったため、海外への輸出を決断。
アメリカやイタリア向け輸出業者からのオファーも有り本格的輸
出開始。
地域資源活用新事業展開支援事業(H21～H25年度)の
認定を受け、リキュール酒等の国内外への販路開拓を実施。
イギリス・ロシアへリキュールの輸出開始。
英語版HPを開設。
→バイヤーからの問い合わせがさらに増加。加えて、香港・シン
ガポールやフランスのバイヤーから引き合い。
スペインやフランスなどの展示会への出展を始める。
→欧州から販路を持つ輸出商社から引き合い。

C社

現地卸業者

海運

レストラン
ホテル
スーパー

現地輸送業者

【経営者から】
 オススメの支援施策
① JETROの相談窓口
② 展示会出展支援
 ひと言
展示会・商談会への出展は、最初はチャンス
に繋がらないものの、粘り強く出展や訪問を繰り
返すことでバイヤーとの繋がりもできてきます。また、
英語版HPは、自社の魅力を伝える上で重要な
ツールになると思います。
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有限会社 瑞穂（筆製造業）広島県安芸郡熊野町
＜海外展開のきっかけ＞自社ブランドの確立と販売強化
＜成功のポイント＞東南アジアを中心とした展示会・商談会への出展により、バイヤーとの繋がりを
強化。 直接輸出ノウハウを社内で蓄積し顧客提供。
 英語版HP、SNSを通じ、バイヤー、個人からの問い合わせが増加。
【事業者概要】
売上高 3.4億円、従業員32人、資本金1000万円
主力商品：化粧筆・洗顔筆・ネイルデザイン用筆・画筆
進出先国：ロシア、香港、タイ、フランス 他

物流・商流のフロー

(有)瑞穂

現地小売り
・卸

伝統に裏打ちされた熊野筆の技法で造られた化粧筆は、欧
米のメークアップアーティストなどに愛用されており、国内外からの
注目度も高い。直接輸出のノウハウを獲得することにより、顧客
宅配便等
からの様々な要望にも応えている。
【経歴】
平成19年10月 国内市場が縮小傾向にあったため、海外への直接輸出を決 【経営者から】
 オススメの支援施策
断。 地域資源活用支援事業（中企庁・～5カ年）認定。
① ＪＥＴＲＯの相談窓口
平成20年4月
自社ブランド「Mizuho Brush」設立。
② JETRO輸出有望案件事業
平成20年11月 香港美容展示会へ初出展。成果０。見直しを迫られる。
や、中小機構F/S支援事業などの
平成21年4月
JETRO有望案件発掘事業 認定。 専門家からのアドバイ
補助事業支援
スから、展示会出展対応と輸出体制を整備。
③ JETRO貿易実務オンライン講座受講
平成21年11月 香港美容展示会へ再出展。OEM初受注。
→その後、27年まで7回連続出展し、バイヤーからの知名度  ひと言
①は契約実務（ひな形、輸出条件ネゴ）に関
と受注実績が向上。
する相談。②は展示会ハンズオン支援 ③は直接
平成27年11月 新ブランド「SHAQUDA」設立。英語版HP、SNSを開設。
輸出ノウハウ受講に役立ちます。また、当局のかた
→バイヤーからの問い合わせ増。海外向けネット直販を開始。
と情報交換を活発におこなうことも大事と思います。
平成28年3月
イタリア美容展示会へ初出展。
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渦潮電機株式会社（船舶等配電盤製造業）愛媛県今治市
＜海外展開のきっかけ＞造船好調なアジアを目指して
＜成功のポイント＞
 第１期～第４期工事に分けて少しずつ増築。
 国内工場と同じ工具・生産設備で、現地と共有しての不具合解決。
【事業者概要】
売上高224億円、従業員974人、資本金6000万円
主力商品：発電・受配電盤、電気工事
進出先国：ベトナム、中国、シンガポール、フィリピン
優秀な社員による確かな技術力で、取引先からの信頼を勝ち
取り、毎年、世界中で200隻以上の船舶に製品を納入し、国
内シェアNo.1。（5000総トン以上の建造隻数ベースで艦船を除く）
【経緯】
平成15年
平成16年
平成17年4月
平成18年
平成27年

物流・商流のフロー
図面・材料の供給

渦潮
電機

現地
法人

B社
材料の
供給

造船業

現地輸送業者

初の海外生産拠点を検討。現社長のベトナムミッション参加を 【経営者から】
契機にベトナム進出の調査を開始。
 オススメの支援施策
現地進出調査後、投資ライセンスを取得し、工場棟などの工
① JETRO相談窓口
事着工。
② 既に進出している企業
ベトナムでの操業開始。当初は従業員35名でスタート。
からの情報
第2期工事着工。
 ひと言
小田雅人社長
→現地従業員の技術力向上により製品の品質が安定。アジア
きめ細かい作業手順書により現地法人におい
の造船業との取引拡大。
ても技術の伝承を図ることに成功。
ベトナムでの創業10周年を迎える。従業員数200名まで増員。
企画・提案から、設置、アフターサービスまで一
→ベトナムでのパネル製造、中国での船舶電装設計・船舶電
貫した対応により、納入先から強い信頼を得て、
機修繕、シンガポールでの日本に次ぐ統括機能さらにフィリピ
さらなる受注につながっている。
ンでのE-トライシクル事業という分業体制を確立。
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株式会社土佐電子（電子部品製造業）高知県土佐市
＜海外展開のきっかけ＞従業員にベトナム留学経験者がいたことから興味を抱き、現地見学を実施。
＜成功のポイント＞
 日本的家族経営の実践により現地従業員の高い定着率を実現。
 日本からベトナムに帰国した技能実習生の雇用によるコミュニケーションの活性化。
【事業者概要】
売上高16億円、従業員275人、資本金5000万円
主力商品：電子部品の加工・組立・検査業務
進出先国：ベトナム
ベトナムの若く豊富な労働力と日本の技術のドッキングを常
駐の日本人スタッフが実現し、安心できる製品をリーズナブルな
コストで提供している。
【経緯】
平成15年11月
平成18年4月

平成21年10月

平成23年12月

物流・商流のフロー

(株)土佐電子
設立

現地
法人

メーカー
日本の輸送業者を通して
メーカーに直送

【経営者から】
 オススメの支援施策
① JETROの相談支援
② 商談会支援

地域の先達企業として、同社初の海外進出となる、ベトナム
のホーチミンに駐在事務所を開設。
同ホーチミン事務所を統合して、タンビン工業団地に
TOSADENSHI VIETNAM,LTD.を設立し、新工場を開設。
→日本での主力受注先の一部工程を移管・生産。
 ひと言
辻 韶得社長
同工業団地に第2工場を開設。
日本と同じ義理と人情を大切にするベトナムで、
→ベトナムでの生産に対し大手メーカーからの新規取引の引
従業員の家族とも接しながら、幹部社員の冠婚
き合いが増加。
葬祭には、必ず社長や幹部らが出席するなど、
日本のソフト開発と共同で現地ソフト会社を立上げ。
預かる従業員の親御さんとは、実家がどんなに遠
→日本語での発注が可能で、コスト削減を目指す。
方であっても、挨拶に伺うよう努めています。
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有限会社佐賀ダンボール商会（製造業）佐賀県有田町
＜海外展開のきっかけ＞ 世界万華鏡大会で「有田焼万華鏡」が高評価を得たことで決意
＜成功のポイント＞
 ブランド力と海外販路を持つ大手万年筆メーカー等との事業連携を確立
 洞爺湖サミット等の政府記念品に採用されたことで知名度向上
 異業種とのコラボで、世界初でオンリーワンの高品質な商品を提供
【事業者概要】
売上高1.3億円、従業員22人、資本金1000万円
主力商品：有田焼の万華鏡、万年筆、腕時計、ミュゼグラス
進出先国：アメリカ、シンガポール、中国、台湾、ロシア、ドバイ
有田焼の窯元や、万年筆メーカー、大手文具店等と連携し、
有田焼万華鏡の製作技術をもとに、世界初となる陶磁器製の
万年筆など、有田焼と異業種のコラボ商品を開発・販売促進。
万年筆の海外販売実績は、400本を達成。
【経緯】
平成16年

物流・商流のフロー

有田焼納品

窯元
㈱セーラー
万年筆

佐賀
ダンボール
商会
万年筆納品

有田焼メーカーや万華鏡作家と連携して、世界初「有田焼万華
鏡」を開発し、販売開始。
平成17年 世界万華鏡大会で高い評価を得て、海外市場への挑戦を決意。
平成19年
セーラー万年筆㈱や丸善等と連携し、「有田焼万年筆」を開発。
地域産業資源活用事業第1号認定を取得。
平成20年 洞爺湖サミットで政府記念品として、各国首脳へ贈呈され絶賛。
平成21年 第3回ものづくり日本大賞優秀賞受賞により知名度向上。
平成23年～ セーラー万年筆㈱の販路を活用し、中国の高級百貨店での本格
販売を機に、アメリカ・シンガポール・台湾・ロシア・ドバイの高級百
貨店と代理店契約し展開。

海外
百貨店等

セーラー
万年筆㈱

有田焼万年筆納品

海外代理店等

【経営者から】
 オススメの支援施策
① 地域産業資源活用事業
② 各種コンテスト・表彰制度
 ひと言
松下幸之助氏の教え「ピンチはチャンス！道は
無限にある。」に基づき、日本・世界の衆知を集め、
①私が素人だったこと、②お金がなかったこと、③有
田が大不況だったことの3つピンチを素直な心で全
てプラスに変えられたことで事業を発展させることが
できた。「世界に羽ばたけ！有田焼！」が私の夢・
志です。
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株式会社コムテック（通信機器製造・販売、畜産飼料製造・販売）宮崎県高原町
＜海外展開のきっかけ＞㈱富士通との技術連携でシステムが高度化、海外利用が可能となった
＜成功のポイント＞
 牛の1年1産が実現され、畜産農家の生産性向上に直結するシステムが大きく注目された
 ㈱富士通、マイクロソフト社との連携により、ブランド力向上と新たな販路開拓が可能となった
【事業者概要】
売上高8.8億円、従業員31人、資本金1000万円
主力商品：牛歩（牛の発情発見装置）
進出先国：韓国、ルーマニア、ポーランド、トルコ
牛の行動特性を解析して得た結果に基づく発情期を見逃さ
ない検知機器と、IT技術による24時間リアルタイムで検知デー
タを送信可能なシステムを開発。牛の1年1産が実現され畜産
農家の生産性が向上。海外導入実績は韓国3牧場。
【経緯】
平成20年

平成23年
平成24年
平成25年
平成25年
平成26年
平成28年

物流・商流のフロー
コムテック

㈱富士通

牛歩納品

現地牧場

㈱富士通の
現地法人が
保守管理

㈱富士通現地法人が導入支援

【経営者から】
農商工等連携促進法に基づく事業計画の認定を取得。
 オススメの支援施策
農商工等連携対策支援事業（補助金）を活用し、牛の発情を
① 農商工等連携事業
検知しインターネットを通じて畜産農家へ自動通知するシステム「牛
② 中小機構専門家の支援
歩システム」を開発。→現在国内1515牧場で導入
 ひと言
㈱富士通の提案により、海外への輸出を決断。
「人の真似しない」「お客に儲けていただく」を経
海外向けに、㈱富士通と連携し、牛歩システムをSaaS化したクラウ
営理念に、顧客に寄り添いながら事業を展開して
ドサービス「牛歩SaaS」を開発、国内運用開始。
きました。海外に販路を持つ大手企業と連携する
㈱富士通が韓国の大手乳業メーカーへ営業。→導入決定
ことで海外へ容易にアプローチできますので、パート
ポーランド、トルコの政府研究機関で実証実験を開始。
ナーを見つけることが成功への1歩と考えます。
ルーマニアの政府研究機関で実証実験を開始。
ポーランド、トルコ、ルーマニアへ導入決定。
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沖縄ハム総合食品株式会社（食品等製造販売）沖縄県読谷村
＜海外展開のきっかけ＞国内市場の縮小
＜成功のポイント＞
 香港を中心とした展示会・商談会への積極的な参加
 自社輸出の開始による取引品目の増加
【事業者概要】
売上高75億円、従業員500人、資本金2.7億円
主力商品：ハム・ソーセージ、レトルト、惣菜、飲料製品
輸出国：香港 台湾 シンガポール、マレーシア
畜肉加工品を中心に自社製造を実施。得意先の要望
に応じた商品作りも手掛ける。また、子会社の飲料工場も
稼働し新たな分野へ挑戦している。
【経歴】
平成16年
海外の物産展への参加。
平成18年
海外での営業活動を本格化。
平成20年
香港への定期流通開始。
平成21年
台湾・シンガポールへの商談会、展示会参加。
平成22年
香港へ保税商品の展開。
平成24年
香港へ飲料製品展開。
平成26年
香港への直接輸出開始。
平成27年
シンガポール・マレーシアへの展開開始。
→これまでに140品目（定番品 催事品含む）を輸出。

物流・商流のフロー（2通り）
沖縄
ハム

県内商社

海外市場
現地商社

デパート
スーパー
飲食関係

【経営者から】
 オススメの支援施策
① 沖縄県との取組
② 渡航支援やプロモーション支援
③ JETROへ相談、アドバイザー
④ 県内海外展開業者との情報交換
 ひと言
自社ですべてを行う事は難しく、様々な支援を活用し、
地道に活動を行って参りました。海外の協力者との信頼
関係も時間をかける事で増し、現地情報や商品の展開
方法のアドバイスも頂ける様になりました。
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株式会社新垣通商（貿易卸売業）沖縄県那覇市
＜海外展開のきっかけ＞沖縄県特産品 モズクの可能性を感じて食品分野に参入。
＜成功のポイント＞
 海外にあった現地子会社を通して、現地での細やかな営業活動を推進。
 やる気のある、小さなレストランの小口の注文に対応。裾野から広げる商品のブランド力。
【事業者概要】
売上高26億円、従業員13人、資本金4000万円
主力商品：日本ブランド化粧品、雑貨、沖縄もずく
進出先国：台湾、香港、米国、ニュージーランド
台湾、香港に長年の取引先を有しており、顧客の要望に応
じた日本ブランドの化粧品や雑貨を輸出。一部日本メーカーの
アジア地区代理店も行う。
【経緯】
昭和55年１月
平成22年４月
平成25年１月
平成25年４月
平成25年10月
平成26年10月

物流・商流のフロー
台湾

新垣通商

新垣通商

航空便、船便

創業。 免税店からはじまり、地域商社として発展。
香港に現地法人を設立し、日本メーカーの海外代理店ビジ
ネスを開始。
沖縄もずくの海外販売を開始するとともに、海外の食品展示
会（FOOD 台北、FOOD EXPO香港）に出展を開始。
台湾に現地法人を設立。
沖縄県伊是名漁業協同組合ともずくの海外輸出について事
業連携。
台湾の中小レストランへの小口の受注、宅配開始。

現地

ロジスティック会社
冷凍保管、発送管理

レストラン
ホテル
スーパー

宅配

【経営者から】
 オススメの支援施策
① JETROの展示会出展支援
② 現地商談会参加
③ 中小機構のWeb構築支援
 ひと言
地域ブランドの商品は知名度が低く、ナショナ
ルブランドの商品のように、商品名だけでは商売に
なりませんが、展示会や商談会で少しづづ裾野を
広げることができ、他商社との差別化できるOnly
One 商材となることができます。
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株式会社マブイストーン（キャラクターコンテンツ事業）沖縄県豊見城市
＜海外展開のきっかけ＞新たな市場を求めて、ブルーオーシャンへ
＜成功のポイント＞
 見本市への継続的な出展により知名度をアップ。
 施策の活用による着実な展開を実施。
【事業者概要】
売上高5600万円、従業員５人、資本金1400万円
主力商品：キャラクター（琉神マブヤー）コンテンツ・付随商品
進出先国：マレーシア、シンガポールほか
沖縄発ご当地ヒーローの「琉神マブヤー」を、
各国の風土・文化に対応したヒーローとして
改訂、現地企業と共同でTV放映や関連
ビジネス（グッズ・DVDの販売）に繋げる。
【経緯】
平成21年

平成24年

平成26年

ビジネスモデル
琉神
マブヤー

コンテンツを現地に
合わせてカスタマイズ

現地スタッフ・キャスト
による新たなコンテンツ
「琉神ジュワラー」

放映、
ビジネス拡大

エージェント等を介さず、
全て自力で交渉、成約

【経営者から】
アジア最大のフィルム見本市、香港フィルマートに初出展。
 オススメの支援施策
→以降、継続して出展することで知名度を高めつつ、足掛かりを
中小機構のF/S支援
構築。
 ひと言
ターゲットをマレーシアに決め、中小機構のF/S事業に採択される。
現地との交渉、契約をほぼ単独で行なったた
→現地調査により、市場の有益性や現地パートナーを確認すると
め、スキームが出来上がるまでは非常に苦労しま
ともに、現地向けにカスタマイズしたストーリーを作製。
したが、国際弁護士をはじめとする専門家の協力
マレーシアスタッフ、キャストによる「琉神ジュワラー」放映開始。
も得ながら、自社だけでも海外展開を成功するこ
関連商品を現地販売するとともに、周辺諸国へのビジネスモデル
とができました。
を横展開。
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