CEO商談会と同会場にて、進出の相談もできます。

SWBS
インドネシア進出相談会

物流

SＷ07 株式会社JAPASIAN

インドネシア専業支援会社！
市場調査は価格も質も負けません！
支援概要

SＷ08

現地法人があればこそ！
インドネシア物流をお任せください！

Fortice
Serviced Oﬃce

インドネシアのビジネス一等地にある
スモールオフィスをご紹介！
支援概要

①物流サポート 『貨物の旅行代理店』
この商品をインドネシアまで運びたい…国内物流・国際物流
をDoor to doorで一貫サポート！サンプル品、
ビジネス制約後
の製品、
プラント設備の輸送まで、
全てアレンジ可能です。
②商社機能 『商流チャレンジ』
物流コストを抑えることで、
魅力ある日本製品を、
競争力ある価
格で海外へ提案しています。
ローリスク、
ハイス
ピードでの海外展開にチャレンジしませんか？

インドネシア国内８拠点
（ジャカルタ、
スラバヤ）
にレンタルオ
フィスを展開しています。全拠点で法人登記が取得できま
すので、
インドネシア進出を検討されている企業様に是非お
越しいただきたいと思います。
また、
ジャカルタにて不定期的
にセミナーや交流会を主催しており、現地での貴社のパー
トナー・顧客開拓にも貢献致します。
その他、
ブースでは、
イ
ンドネシア事情
（ビジネスに限らず生活習慣
等）
についてもご相談承ります。
対象

インドネシア

レンタル
オフィス
SＷ09

対象

インドネシア進出の悩みを一挙に解決するチャンスです。

矢吹海運株式会社

支援概要

インドネシア専業で市場調査・進出支援を展開しています。
特に強いのは消費者調査です。独自のコネクションを使
い、現地のプロリサーチャーと直接連携して実行します。
現地拠点を活かした柔軟な対応も可能です。提携・買収
先開拓も実績があり、過去には買収先のロングリスト構築
からヒアリング、
また買収時の不動産価値算定などの経
験もあります。
まずは情報交換からでもお
気軽にお声掛けください！
対象

今回はインドネシア進出の支援を得意とする16社・団体が皆様の相談に応じます。

市場調査

インドネシア 中国 （全世界）

インドネシア

当日の相談は無料となっておりますので、是非積極的に相談をお申し込みください。
また出展者の中にはインドネシア以外の進出もサポートできる企業もございます。

通訳・翻訳
・現地調査

人材

初めての参加で勝手が分からない方はお気軽にSWBS事務局へお問い合わせください。

SＷ10 株式会社アイコニックジャパン

ジャカルタ、チカランにオフィス。
拠点連携が良い人材紹介会社。
支援概要

SWBSとは？

SＷ11 PASIA株式会社

独自のビジネスマッチングとネットワークで
スピード感ある進出支援

経験豊富なインドネシア人コンサルタントが
ご相談に乗ります！
支援概要

SＷ02

日系企業が出資する
工業団地の中で一番ジャカルタに近い！！
支援概要

これまでの支援経験の中で、
インドネシア企業とのミスコ
ミュニケーションや、全く異なる商慣習・制度等によって日本
企業が円滑にインドネシアでビジネス展開できていない例を
目の当たりにしてきました。我々はそれら課題に対して、
イン
ドネシア人コンサルタントによるハンズオン支援や、現地の
政府機関・協会団体・企業へのネットワークを活かして包括
的なご支援を行っております。
まずは、
お気軽
にブースにてご相談ください！

SＷ04 PT. A&A Indonesia Business Consulting
（株式会社銀座セントラル総研）

日本国税理士が税務・会計を中心に
現地経営をトータルサポート！
支援概要
インドネシアにおける現地経営の悩みを日本・インドネシ
ア双方の税務に通じた日本国税理士かサポート。日本
語での報告・相談が可能です。日本本社への報告等も
当社日本支社を通じてシームレスに行う事が可能です。

インドネシア ベトナム

日本企業が、
インドネシア企業との合弁契約をはじめ、輸
入、輸出、製造受託、代理店契約等について、想定される
法的課題をあらかじめ理解し、準備をして交渉に臨むことが
できれば、
インドネシア企業と日本企業との協業のチャンス
は拡大し、
リスクも減少するはずです。
インドネシアの弁護士と共同で日本企業のリーガルサポー
トを行ってきた実績がございますので、必ず
お役に立てる自信があります！

タイ

海外展開に必要な資金のご相談は、
政府系金融機関の日本公庫へ！

エキスパート
人材

サイエスト
株式会社

SＷ05

コンサル
ティング

合同会社
アセアンプラス
コンサルティング

SＷ06

支援概要

支援概要
J-GoodTechは、中小機構が運営する、
日本の中小企
業と海外企業・国内大手企業をつなぐマッチングサイトで
す。自社製品や技術情報のPR、
ニーズに合わせた企業
情報の検索ができるだけでなく、各企業と直接の情報交
換や技術提案も可能です。

インドネシア 中国

タイ

貴社にぴったりのパートナーがきっと見つかります。

支援概要
海外企業との交渉や契約時の留意点、情報収集など
様々な課題に対し、豊富な実務知識・経験・ノウハウを持
つ中小機構の専門家がアドバイスを無料で行います。

タイ

ミャンマー

SWBSでパートナーを見つけて効率よく海外展開しましょう
！
中小機構

SWBS

検索

もしくは、http://swbs.smrj.go.jp
お問い合わせ先

つげの

くさか

中小機構 販路支援部 SWBS 運営事務局
担当：柘野／日下
TEL:03-6402-4679 FAX:03-5470-1527 MAIL:swbs@smrj.go.jp

対象

対象

9

インドネシア ベトナム

SWBSウェブサイトには、
今回出展する企業のほか約600社の支援者情報が掲載されております。

支援概要

ミャンマー

インドネシア（全世界）

SＷ16 国際化支援アドバイス

支援概要

タイ

インドネシア（全世界〈途上国〉）

アドバイス

中小機構専門家が
無料でアドバイスを行います！

インドネシア ベトナム

中小企業と世界をつなぐ
ビジネスマッチングサイト

JICAは長年の政府開発援助（ODA）の実施で得た強
み
（途上国政府とのネットワークや信頼関係、途上国事
業のノウハウ）
を最大限に活かし、企業の方々の海外展
開を支援します。

日本唯一のアセアン自動車
アフタービジネスのコンサルティング！

現地でのネットワークがなく、誰に頼めばよいかわからない。
商習慣がわからない。
そんなアセアンの自動車アフタービジ
ネスになぜ参入を実現できているのか？その秘密は担当者
が持つ3つの価値の提供にあったのです！アセアンビジネス
20年の経験から、アセアン展開を志す中小企業の経営
者、
及び海外担当者に対して、
どのような案件でもご相談を
いただければ最適なアイデアとソリューショ
ンをご提案。

SＷ15 J-GoodTech（ジェグテック）

支援概要

253名のインドネシアの専門家が
様々な課題を解決します！

海外事業における最大の課題は、海外事業を推進できる
人材がいるかどうかです。3,000名から選定された、
インドネ
シアでのビジネス経験・ネットワークが豊富なエキスパート人
材が、企業の海外担当者として、即戦力・実行支援で海外
事業を推進するサービスです。様々な業界・業種の企業が
抱える課題に合わせ、最適な手法で解決いたします。支援
企業数は300社を超え、様々なインドネシア
進出における支援事例があります。

インドネシアをはじめとした
アジア各国への進出支援多数！

マッチング

日本政策金融公庫では、国際化に対応する皆さまを積
極的に支援しています。
特にASEANおよび中国においては、バンコク駐在員事
務所、上海駐在員事務所を拠点に、当該地域で事業展
開する中小企業・小規模事業者および農林水産業・食
品産業者のみなさまへの支援を行っています。

インドネシア アメリカ フィリピン ベトナム

対象

対象
インドネシア

SＷ14

独立行政法人
国際協力機構

対象

税務会計

SＷ13 株式会社日本政策金融公庫

インドネシア（ASEAN）

対象

メキシコ

SＷ03 ユアサハラ法律特許事務所

対象

インド

ODA

対象

対象

対象
インドネシア ベトナム

金融

支援概要

インドネシアにおいて建築事業・工業団地開発事業・レ
ンタル工場事業・物流倉庫事業に取り組んでおります。
インドネシアに工場や物流拠点を検討している企業のご
相談を受け賜ります。

インドネシア ベトナム シンガポール

法務

日本企業とインドネシア企業の契約を
支援してきた実績あり！

IIPCは2003年、東京に開設し、
インドネシアにおける国内
外からの直接投資の促進を目的とした政府機関であり、
日
本企業のインドネシア進出支援を行っております。
日本アセアンセンターは、
ASEAN加盟国政府と日本国政府
の協定によって1981年に設立された国際機関であり、
日本と
ASEAN諸国間の
「貿易」
「投資」
「観光」
という分野における
経済促進と、
「人物交流」
の促進を主な目的
として、
活動しています。
対象

SＷ01 株式会社事業革新パートナーズ

大和ハウス工業
株式会社

支援概要

対象

対象

工業団地

御社のインドネシア進出を
インドネシア政府も支援いたします。

PAsia はPassion For Asia！
日本とASEAN諸国をつなげる会社です。
インドネシアを中
心に日本企業の海外進出・事業展開を情熱とともに全面
的に支援いたします！通訳、翻訳、
コンサルティング、現地調
査等、企業のニーズをとことん話し合い、当社の経験、知
識、人脈を活かし、丁寧にサポート。2億5千万人を超えた
世界4位のインドネシア巨大マーケット進出
にPASIAをご活用ください。

インドネシア ベトナム シンガポール マレーシア

ネイティブ
ハンズオン

SＷ12 インドネシア共和国投資調整庁日本事務所（IIPC）
国際機関日本アセアンセンター（AJC）

支援概要

海外発人材紹介会社です。海外文化やビジネスの違いを
理解し、
きめ細やかに人材採用支援を致します。現地採
用、
日本からのソーシング、現地の方の日本へのソーシン
グなど幅広く対応。採用上重要な現地、
日本との連携も
弊社の強みです。
また、人事コンサルティングサービスもあ
り、進出時、設立後の拠点運営の支援も対応しています。
事業進出フェーズに合わせた適切なアド
バイスを心がけております。

海外展開に意欲的な中小企業と海外
展開をサポートする企業・団体（SWBS
登録企業）
との出会いの場をWEBとリ
アルイベントで提供する事業です。

投資

インドネシア（ASEAN、東アジア）
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