活 用 事 例 レ ポ ート

中小機構の海外販路開拓支援
https://jgoodtech.jp

●J-GoodTech（ジェグテック）
J-GoodTech（ジェグテック）は、優れた技術・製品・サービスを有
する日本の中小企業と海外企業や国内大手企業をつなぐBtoBマッ

●お問合せ先：販路支援部
TEL：03-5470-1824

チングサイトです。ウェブ上で、自社情報を掲載し発信する、パート
ナー候補企業を検索する、またビジネスコミュニケーションを行う
など、海外企業とのビジネスマッチングの機会を提供します。
［マッチングシステムの全体像］

ニーズ情報発信

情報掲載

提案発信

ワールドワイドの
ビジネスコミュニケーションサイト

参加

展示会・商談会

ニーズ情報発信
提案発信
参加

優れた日本の中小企業

海外企業・大手企業

出 会 いをチャンス に 変 えるには？

情報掲載

商談・契約

中小機構による情報提供・サポート

● eコマース活用支援
拡大する海外市場を目指すeコマース（EC）を活用した取り組み
に、民間EC 事業者と連携した課題別支援メニューを提供します。

● 国際化支援アドバイス
中小企業の海外展開、国際取引等、豊富な実務知識・経験・ノウハ
ウを持つ海外ビジネスの専門家が、経営課題に対応したアドバイス

https://ec.smrj.go.jp
●お問合せ先：販路支援部
TEL：03-5470-1681

https://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai
●お問合せ先：販路支援部
TEL：03-5470-1522

を実施しています。

●中小企業ワールドビジネスサポート（SWBS）
海外展開に意欲的な中小企業のための海外ビジネス総合情報サイ
トです。海外展開をサポートする公的機関・企業の情報や実務ノウ

https://swbs.smrj.go.jp
●お問合せ先：販路支援部
TEL：03-6402-4679

ハウなど、海外展開に必要な情報を提供します。

中小機構では、販路開拓・海外展開支援以外にも、さまざまな支援メニューを提供しています。https://www.smrj.go.jp
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中 小 機 構 とは

海 外 C E O 商 談 会
CEO Net work Enhancing Projec t

日本企業との連携を希望する海外企業経営者（CEO）と

中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、

海外展開を目指す日本の中小企業者との商談会。
国内にいながら信頼のおける海外ローカルパートナー企業と出会えるチャンス！

起業・創業期から成長期、成熟期に至るまで、
企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供しています。

海外のCEOと
商談ができる！

地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府機関と

全席に
通訳を配置！

参加費は無料！

連携しながら中小企業の成長をサポートしています。
数 字 で見るC E O 商 談 会
2018年度開催実績

海外企業の属性（231社）

0％

成熟期
成長期

10％

23％
10％

起業・創業期

従業員数

1％

22％

19％

24％

5人未満
5～20人未満
20～50人未満
50～100人未満
100～200人未満
200～300人未満
300人以上

10％

14％

35％

売上

19％

20％

日本企業の属性（692社）
16％

従業員数

16％

17％

26％

17％

1億円未満
1～3億円未満
3～10億円未満
10～100億円未満
100億円以上

5人未満
5～20人未満
20～50人未満
50～100人未満
100～300人未満
300人以上

参加目的
ステージにあった主な支援事業

インキュベーション事業
TIP*S
BusiNest
地域資源活用
農商工連携

販路開拓
（展示会・eコマース）

事業承継・引継ぎ

オンライン・マッチング

中心市街地活性化

海外展開

30％

資本金

事業再生
設備投資支援

33％

24％

13％

5千万円未満
5千万～1億円未満
1～3億円未満
3億円以上

製造委託

158

製品販売

153

合併会社設立

152

製品輸入

149

共同研究・技術連携

149

ディスト
リビューター契約

その他

40％

海外展開 60％
の有無

141
92

あり

なし

新連携

開催日程や開催レポート、メールマガジン登録は、中小機構のホームページで
ステージ共通

経営相談・専門家派遣・人材育成・情報提供・資金提供

https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/index.html
CEO商談会
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
お問合せ先

検索

販路支援部 販路支援課

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル
電話：03-5470-2375 ／ Fax：03-5470-2376 ／ Email：ceo-network@smrj.go.jp
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成功事例

専門家のアドバイスで
初の海外ビジネスでも好条件で交渉成立！
安心できる商談会です

企業概要

1

高美精機株式会社

高美精機株式会社
本
電
U

社： 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台1-103-19

R

企業をメルマガやJ-GoodTech登録企

事業内容

設

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

そうなのですね。それで2018年7月の

アでの都度販売とし、案件ごとに個別

す。これまで 輸 出は商 社 任 せ でした

「ベトナムCEO商談会」に参加したの

契約とする」「決済は全額前金T/T（電

家の具体的なアドバイスが非常に参考にな

が、数年前から弊社サイトを通じて海

ですが、面談したMTS Joint Stock社

信送金）払いとする」ことで合意しまし

外から「製品を買いたい」という問い合

は確かに油圧バルブに詳しく、我々の

た。これはなかなか好条件のようです。

わせが相次いでいました。

技術について話すと目の色を変えて身

専門家のアドバイスがなければ交渉の

を乗り出してきました。同社はドイツ社

目安もわかりませんでしたから、非常に

期的なデ・コ・バルブの開発に成功し、

から量産品の油圧バルブを輸入してい

助かりました。

日・米・英・独の特許を取得。相手先企

ましたが、動作が不安定で困っていた

業のニーズにあわせたオーダーメイド

のです。そして、
「バルブで悩んでいる

的な共同開発で油圧バルブメーカーと

ベトナムのメーカーは多い。わが 社の

してのブランドを確立しました。父から

技術者を指導すればメンテナンス体制

事業を引き継ぐため、証券会社を辞し

がとれます」と積極的に販売代理店契

て私が入社したのは2012年。オンリー

約を希望してこられました。

直接貿易の可能性を確認するためで

弊社は1964年に油圧機器業界で画

に会ってみることで、漠然と感じていた
「海外ビジネスは怖い」という思

番にお申し込みをいただきました。

手応えがあって、これはいいと思いま

したから。このとき面談したA n Hu y

2018年7月18日
「ベトナムCEO商談会」に参加（東京会場）
MTS Joint Stock社（MJS社）と面談し、高美精機製品の販売や
合弁会社設立、代理店契約、技術連携・共同研究、製造委託等の
可能性について話し合う。先方から販売代理店契約の希望がある
など好感触。

庫を持ちたい理由がわかりません。機

びたい。ハノイの工科大学と連携して専

2018年８月下旬

の思いがありました。そんな折、中小機

能を理解して適切に使わないと安全面

門的なスキル向上と納品のリードタイム

構のアドバイザーから「ベトナムから油

の心配もあります。戸惑っていたら、同

短縮に注力する」と積極的でしたが、前

メールのやりとりが停滞

圧メーカーが来日するので商談会に参

席していたアドバイザーから「まずは

回同様アドバイザーのチェックを受けな

加しませんか？」と連 絡があったので

EMSでやりとりできる小口のトライア

がら交渉を重ね、
「An Huy Automation

す。驚きました。

ルから始めては？」と助言がありまし

社の個別販売はOK」「販売実績を重ね

た。販売代理店契約ではブランド力が

た時点で販売代 理 店契約契約へ進め

高い日本製品を看板的に取り扱ってお

る」ことで合意しています。

「急 が ない」
「エクスクルー
シブ（専 売 ）に

TDCV形(分集流弁) デ・コ・バルブ

－ CEO商談会に参加して良かったこと
は何ですか？

ベトナムでのニーズが 確認でき、弊

しない」「相 手

社製品に世界的な需要があることに自

企 業の意 欲を

信を持つことができました。4月にはベ

様 子見する」こ

トナムを訪問し、営業活動を行なう予

とが大事なのだ

定です。これまで受け身の商売で国内

そうです。

でも営業活動をしたことがなかったの

その後、メー

で画期的な変化です。なかなか海外に

ルによる継続的

踏み切れない企業は、まずはCEO商談

な交 渉 により、

会に参加してみるのがいいと思います

「M T S J o i n t

よ。わからないことは教えてもらえます

Stock社が高美

し、とにかく安心ですから。

商談会後すぐにMJS社から資料請求のメールがあり、高美精機か
ら関連資料を送信するが、
その後の返信がない状態が続く。海外
ビジネス経験のない高美精機は対応策がわからず、やむなく放
置。フォローメールで状況把握した中小機構アドバイザーが、打開
策としてベトナム展示会視察に絡めた「現地訪問」をすすめる。

2018年９月下旬
アドバイザーから相手先企業にフォローメール
２度のフォローメール後も交渉が停滞していたため、9月半ばに中
小機構アドバイザーからMJS社グエン社長にメールで感触を打診
したところ、長期入院していたことが判明。その後、再びグエン社
長と吉野社長との間でメールのやり取りが復活し、数回の交渉の
末に好条件で個別販売の合意に至った。

2018年10月中旬
「守秘義務契約」
と
「取引基本契約書」
の準備
個別販売の合意を受けて、アドバイザーから守秘義務契約を交わ
すよう提案。守秘義務契約、取引基本契約書のひな型を吉野社長
に送付した。

2019年4月
現地訪問を予定
MTS社、An Huy社を訪問し、
守秘義務契約、取引基本契約につ
いて検討。また、
今後の取引量拡大に備えてマーケットリサーチを
行い、現地ニーズを確認する予定。

「はじめの一歩」として、フェイスtoフェイスの
面談と継続的なメールで両社の「本気度」を
確かめることが大切です。

徹底した情報収集により
求めていた日本企業・
製品と出会うことが
できました。

手
相 ント
メ
コ
業

売のやり方に「このままでいいのか」と

るため、まずは個別取引をお勧めしました。

談

満をもっており、
「販売代理店契約を結

社内体制に海外向けを加えるのはリスクがあ

企

メイドですから、先方が弊社製品の在

！

商

込めましたが、50年前から変わらぬ商

イザ ー は 見 た

につながった理由

－お役に立てて嬉しいです。同年11月
の「新価値展内CEO商談会」では、一

ドバ

商 談 成 功

商談から現在までの流れ

Automation社は、やはり欧米製品に不

きたいだけというケースがあるため、

ア

いもなくなりました。

しかし、うちのバルブはほぼオーダー

に、来日海外企業と商談成立しそうな

吉野孝文さん

りました。また、海外企業の人たちと実際

ワンの技 術のため安定的な需要は見

－ 有意義なマッチングを実現するため

代表取締役社長

「まずは小ロットからスタート」
「貿易実

精機社製品を販売するためのウェブサ

務を覚えるのは後からでいい」など、専門

業から探してお声掛けしています。

立：1959年9月1日

特殊油圧バルブ製造・販売

イトを立ち上げる」「ベトナム北部エリ

えてください。

3

従 業員数：29名

L： http://www.takami-seiki.com/index.html

1959年の創業以来、オンリーワンの技術を駆使した特殊油圧バルブ製造で国内外の需要に応え
てきた高美精機株式会社。輸出は商社任せでしたが、時代の変化をとらえ、直接貿易の可能性を
確認するため「CEO商談会」に参加しました。
－「CEO商談会」に参加した理由を教

資 本 金：2300万円

話： 049-224-4030

MTS Joint Stock Co. (エムティーエス ジョイント ストック カンパニー)
グエン・ヴァン・チユウさん

CEO商談会のメリットは、なんと言っても実際に日本企業と
直接会って商談ができるということです。疑問点はその場で
すぐ質問ができ、より明確に話が進んでいきます。メールの
やり取りだけでは汲み取れない日本企業の皆さんの熱い思
いを実際に感じることで、私たちも刺激を受け、双方にとっ
てプラスになる貴重な商談会でした。高美精機社とは、商談
会当日、今後の販売代理契約や、製造委託、技術提携など
について前向きに話し合うことができ、商談会終了後もメー
ルでのやり取りを重ねた結果、合意を積み重ねていくことが
できました。

4

成功事例

「海外CEO商談会」初参加
専門家のサポートを得て
マレーシア企業とのODMを視野に試作中

企業概要

2

株式会社バイオネット研究所

からなかったりするのです。

ンジニアを最大限に活かして、企業の

応を得たもののPTD社とNDA（秘密保

アジア諸国ではいま製品の国産化が
大命題なので、私たちがコア技術を提
供し、相手先のブランドで展開できる
仕組みは国策にも合っています。また、
アジアでは欧米 製の医療機器は信頼
性が高いが高価、かといって安価な製
品は品質に難があるという問題に直面

るシンガポールの医療機器展示会に誘

イスをお願いします。

このように公的な商談会や支援制度

弊社デモ機の実演とアンケート調査を

は当たり前のこともわからないわけで

実施。我々が思う以上に機能面や価格

すから、実際に行動しながらいつでも

面の要望が高かったのですが、海外テ

アドバイスが得られる場所と繋がって

ストマーケティングを行なったことで、

おくと非常に安心です。

－ 初の「海外CEO商談会」で、どのよ

することができて非常に有益だったと

いすることで、そのときはビジネスに繋

思います。

がらなくても、後から「御社の技術でこ

外展開するパートナーを見出すため、
2018年3月に「アセアン医療機器CEO
商談会」に参加し、10社と面談を行い
ました。その中で、マレーシアで医療機
器を製造・販売しているProfessional
Tools & Dies社（PTD社）から意欲的
なアプローチを受けました。
同社は規模的には大企業ですが自
社製品は少なく、そのため弊社と組ん
で自社ブランドのヘルスモニターを開
発し、
マレーシアだけでなく欧米にも輸
出したいという意向を持っていました。
商談会後、6月にPTD社の社長が来日
して再び面談し、8月には同社が出展す

につながった理由

開発製品の「答え」はお客様が持っており、両
社共同で実施した現地テストマーケティング
に意義があります。商談会でのNDA締結合意

商談から現在までの流れ

で、両社の「本気 度」を確かめられたことが
「はじめの一歩」でした。

2018年3月15日～16日
「アセアン医療機器CEO商談会」に参加
（東京会場）

2日間で10社と面談し、
マレーシアで医療機器を製造・

販売しているProfessional Tools & Dies社(PTD社)か
ら意欲的なアプローチを受ける。現地でリサーチしたい
との意向を受け、
サンプルを渡す。

J-GoodTechで企業を見つけ、
CEO商談会で繋がっています

手
相 ント
メ
コ
業

をどんどん活用していくことです。最初

！

談

われて、同社ブースを間借りする形で

イザ ー は 見 た

商 談 成 功

じます。

－これから海外展開する企業にアドバ

また、商談会で数多くの企業にお会

ターの基 板とアンドロイドソフトを海

5

シンガポールで開催された「MEDICAL FAIR
ASIA 2018」PTD社のブース。左からバイオネッ
ト社の小日向さん、Maxx Leeさん、新川社長

よりニーズに即した情報と課題を手に

B l u e t o o t hを活 用したヘルスモニ

レクトに得られるので有益だと感

できました。

すれば市場は大きいと考えられます。

うな成果がありましたか？

ア

してもらえますし、必要な情報がダイ

ドバ

企

高品質で適正価格の製品づくりを実現

新川隆朗さん

商

しているため、弊社の技術を生かした

システム開発とバイオビジネス

理解しながら無事にサインすることが

格で実現できる医療機器のソフトウエ
アを輸出したいと考えてきました。

立：2010年2月

と直接話したほうがその場で可否を判断

ドバイザーを頼って一つひとつ内容を

おらず、成長著しいアジアに手頃な価

設

ことです。担当者と商談をするより経営者

NDA契約も初めてでしたが、それもア

ともと国内は主要ターゲットと捉えて

従 業員数：10名

重な機会です。他の商談会では、ほぼない

書 を 送ってもらいました 。英 文 で の

手企業との業務提携が中心ですが、も

電
話： 042-512-9021
U R L： http://www.bio-net.co.jp/

資 本 金：8250万円

海外のCEOや幹部と直接話せるのは貴

ザーに指摘され、すぐに先方から契約

器のODMメーカーです。現在は国内大

東京都立川市錦町2-3-28 アルブ立川ビル2F

代表取締役社長

持契約）を結ばなかった点をアドバイ

研究や製品開発をサポートする医療機

社： 〒190-0022

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

たとえば今回も、初回商談会で好反

弊社は、特殊な専門知識を有するエ

本

事業内容

医療機器のODMメーカーとしてシステム開発や計測、データ解析、コンサルテーションを得意と
する株式会社バイオネット研究所。2010年の設立当初より海外展開を視野に入れ、2018年に初
めて「海外CEO商談会」に参加しました。
－海外展開の動機をお聞かせください。

株式会社バイオネット研究所

Professional Tools & Dies Sdn. Bhd.

その後、PTD社との取引基本契約を

ういうことはできますか？」「こうした悩

2018年5月7日

視野に入れ、これらの課題を改良した

みを解決できませんか？」というような

NDA（秘密保持契約）締結

NEWモデルを2019年1月の「CEO商談

問い合わせがきています。一度、顔を見

会」の場で 先方にお見せしました。ま

て話をしていることで信頼が高まり、問

「海外CEO商談会」は、face to faceで信頼関係がつくりやすく、自

だ道半ばではありますが、スピーディー

い合 わ せのハードルが 下がるのです

本来サンプルを渡す前にNDAを結ぶのが望ましいが、
初の海外取引だったため気づかず、アドバイザーの指摘
を受け、急ぎPTD社とNDAを結んだ。

な展開に驚いています。

ね。今後も「海外CEO商談会」を活用

2018年8月29日～31日

で、ビジネスも進めやすいですね。有望な企業を見つけるために、

－「海外 CEO商談 会」で有望な海外

して多くの企業に会い、海外に人脈を
広げていきたいと考えています。

パートナーに出会い、次の商談会の場を

信を持って日本企業と繋がることができます。中小機構のアドバイ
ザーが動くタイミングを推し量って日本企業の背中を押してくれるの
J-GoodTechのサイトも活用し

シンガポールの
「MEDICAL FAIR ASIA 2018」に出展

ています。
バイオネット社は、製品のク
オリティはもちろん、開発のス

アンケート調査を共同で実施。

ですね。ご活用いただけて嬉しいです。

中小機構の「海外CEO商談会」は、

ピード感が魅力。シンガポール

2018年5月7日

経験豊富なアドバイザーが同席してくれ

「医療機器CEO商談会」
（ 東京会場）
で商談

るのが頼もしいですね。私たちは2018
年に初めて海外向けの商談会に参加し
取引実績もないため、ささいなことがわ

Maxx Leeさん

PTD社ブースに「間借り」する形でシンガポールの医療
機器展示会に出展。バイオネット社のデモ機の実演と

活用して具体的に商談を進めているの

たばかりですし、これまで海外企業との

Executive Director

課題を改良したNEWモデル

海外テストマーケティングで得た課題を改良したNEW
モデルをPTD社に提示。取引基本契約締結に向けて
調整中。2019年度中にマレーシア国内の認可取得、
2020年に発売を目指す。翌日、Maxx Lee氏が弊社を訪
問し、
今後のスケジュールについて合意。

展示会に参加する行動力や、
マーケティングをすぐ改善に
右からバイオネット社の江口取 締役営業
部長、新川社長、Maxx Leeさん。2019年1
月「医療機器CEO商談会」にて

繋げる力がすばらしいと感じ
ています。
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成功事例

CEO商談会で
信頼できるパートナー企業に出会い、
互いのリソースを活用してビジネスを拡大しました

企業概要

3

株式会社半谷製作所

半谷製作所は、1936年に自転車部

なプレス機械設備もあるとのことで製
造委託の話が進んだのです。

とにかく現地でパートナー企業を探

しかし、これまでの経験から海外ビ

すのは至難の技ですから、
「CEO商談

た。厚 板のプレス加工を得意とし、開

ジネスのリスクも承知していたため、ま

会」のような場は助かります。絶対に安

発設計から、プレス、溶接、機械加工、

ず11月に私がインドネシアへ出張して

心かどうかはわかりませんが、それなり

塗装、組立てまでの一貫生産体制で、

アンディ社長と再度面談する機会を持

に実績がある意欲的な企 業が多い印

さまざまな部品から構成される自動車

ち、食事から親睦を深めて、フィーリン

象です。そういえば、商談会と同時開催

足廻り部品を製造しています。

グが合うかどうか、信頼できる人柄かど

されていた「海 外展開セミナー」も良

初めて海外進出したのは2011年。お

うかを確かめました。その後、同社から

かったですね。他企業の海外展開のプ

客様から「一緒に中国に出よう」とお声

農業機械用プレス部品を購入し、当社

ロセスや海 外企 業の本音が非常に参

かけいただいたことがきっかけです。悩

で加工・組立をして客先に納入するとい

考になりました。

みましたが、グローバル化が加速する

う流れでビジネスを進めています。お

なかで、お客様が海外展開するのであ

客様である日系企業も、ローカル企業

れば我々もすぐそばで寄り添って支える

と直に取引をするより我々が間に入っ

ことができなければならない。我々の

たほうがやりやすいようで、2018年か

業種は工場がなければ仕事ができませ

らは他の部品も我々が加工してから納入

なんてやめたらよかった」と毎日葛藤し

んから、最初はレンタル工場から始め、

することになり、PT. INTI POLYMETAL

ていますよ（笑）。正直そのくらい厄介

現在は現地企業と合弁で中国とインド

社共々、取引が拡大しました。

ですが、将来を考えたらやらねばなら

ネシアに自社工場を置いています。

ない。経験から思うのは、現地に貢献
かしいということです。セミナーでも現
地公的機関の担当者が「金儲けで来る

相手が信頼できる企業かどうかがわ

ならやめてください。骨を埋めるつもり

は、当初、溶接と組立設備のみでした

かりにくい怖さがあります。国内のよう

で来てください」と言っていました。自

が、将来的にプレス加工も行ないたい

に信用調査が容易ではないので、まず

分たちの利 益 だけを考えるのではな

と考え、製造における現地パートナー

発注側になって相手先の対応を慎重に

く、現地とWin-Winの関係を築き、ポ

企業を探していました。しかし、インド

確かめ、その後に受注したほうがいい

リシーを持って海外事業の永続性を考

ネシアのビジネスに関する情報がほと

ですね。また、日本とは国民性や文化、

えていかなければ成功にはつながらな

んどなく困っていたところ、J- Good-

商取引の慣習が違うことを理解してお

いと思います。

2017年に設立したインドネシア工場

Tech経由で中小機構のアドバイザーか
という気持ちで参加しました。
数社と面談しましたが、なかでも自動
車部品メーカーのPT. INTI POLYMETAL
社は、たまたま当社インドネシア工場の
近くに工場を構えており、同じインドネ
シア国内の日系企業と取引をしていまし
た。まずは情報収集だけのつもりが同
社アンディ社長の熱意に動かされ、大き
7

（写真左）PT. INTI POLYMETAL社のアンディ社長（中央）
と奥様（右）
（写真右）現地法人の主要製品は自動車部品ですが、新規に開拓した農業機械の燃料タンクやマフラー
等の部品も。PT. INTI POLYMETAL社とのビジネスにも関わるものです

立：1936年3月

代表取締役社長

半谷眞一郎さん

CEOとの商談であるため、話がはやい。
スピーディーに具体的な取引につながりま
した。アドバイザーから頻繁に商談後の進
捗確認（フォローメール）が入ることも驚
きました。だからこそ意識して相手企
業に働きかけ、話が進んだところ
があります。

ドバ

ア

イザ ー は 見 た

！

商 談 成 功
につながった理由

取締役 海外事業 統括
竹中英明さん

同業者のマッチングは通常難しいのが、今回は
うまく補完関係成立。日本びいきで人懐こいア
ンディ社長の人格と熱意、即時対応された半

商談から現在までの流れ

谷社長の海外経験、両社工場が近いことがポ
イントでした。

2017年10月３日
「インドネシアCEO商談会」に参加（東京会場）
情報収集のつもりで参加したが、
インドネシア国内で同じ
客先を持つPT. INTI POLYMETAL社から熱意あるアプ
ローチを受け、プレス加工の製造委託の話が進む。

2017年11月
現地訪問
海 外 担当者と共に半 谷 社長自らインドネシアを訪問
し、PT. INTI POLYMETAL社のアンディ社長と親睦を
深める。互いのリソースを活用して協力体制を組むこと
を確認。

2018年7月

らお誘いがあり、
「情報収集になれば」

設

商談相手企業について
事前調査ができ、
当日はスムーズに
商談が進展しました

手
相 ント
メ
コ
業

する意識がないと海外ビジネスはむず

従 業員数：171名

自動車・冷熱の部品製造

僕はいまだに、「やっぱり海 外進出

とは、どのようなものですか？

された理由は？

L： http://www.hanya-net.co.jp/

談

けたのですね。海外ビジネスのリスク

R

資 本 金：4500万円

企

－互いにメリットのあるビジネスが描

バイスをお願いします。

U

社： 〒474-0001 愛知県大府市北崎町大島13-3

話： 0562-46-5121

商

－「インドネシアCEO商談会」に参加

－これから海外に挑戦する企業にアド

電

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

かないとトラブルになります。

品の 製 造 販 売 会 社として創 業しまし

本

事業内容

独自のプレス加工に定評がある自動車部品製造メーカー・株式会社半谷製作所は、中国とインド
ネシアに工場を持ち、タイへの技術支援も行なっています。
「CEO商談会」で現地パートナー企
業に出会いました。
－海外進出のきっかけを教えてください。

株式会社半谷製作所

PT. INTI POLYMETAL アンディさん

日本企業との技術提携や合弁会社の設立を通じて、更なる
事業拡大を目指すべく、CEO商談会に参加しました。事前に
商談相手となる日本企業を知らせていただけるので、準備を
して商談に臨める点が良かったです。そして、通訳の質の高

初回トライアル

さにはとても驚いています。CEO商談会では、製造業特有の

PT. INTI POLYMETAL社から農業機械用プレス部品を
購入し、自社現地法人であるPT HKB社で溶接組立後、
インドネシア日系企業に納品。

用語などにも理解のある通訳の方が同席してくれたので、安

2018年

コマ30分という限られた時間ではありましたが、効率的な商

順調なパートナーシップを確立

談が行えました。

心して商談することができました。また、半谷製作所社も弊
社のことを事前に調べた上で商談に臨んでくださったので、1

インドネシア日系企業から好評を得て、他部品も同様の
流れで納品することに。ビジネスの拡大につながった。
8

成功事例

海外ビジネスが当たり前の時代、
「CEO商談会」は中小企業にとって役立つうえに
費用対効果が高く、海外への最適な足がかりです

企業概要

4

株式会社コスモテクノロジー

株式会社コスモテクノロジー
本
電
U

社： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-2

R

話： 03-6304-9618

L： http://www.glasseco.jp

事業内容

資 本 金：767万3800円
従 業員数：5名
設

立：2000年9月4日

コーティング剤の販売など

高温処理を必要としない無機ガラス質コーティングというオンリーワンの技術を軸に土木・建築
構造物の長寿命化を提案し、注目を集めている株式会社コスモテクノロジー。海外展開でより幅
広い分野への応用を推進します。
－ 国内では貴社の働きかけでトンネル

いという問題が起きています。そのた

鋼のテストピースをご送付いただくこと

壁 面 にヒートレス・グラス・システム

め、一度施せば半永久的にOKという技

が決定。その後、こちらで防錆コーティ

（HLG）が施されるなど、公共インフ

術を拡げ ていく必 要があると考え 、

ングを施して台湾に返送し、塩害にお

ラに技術活用されています。

2000年に起業しました。製品化まで7

いてもっとも過酷な環境である台湾南

弊社が施工指導を行うHLGシステム

年を要しましたが、
「この事業には社会

部の無人島で約8ヶ月間の実証テスト

は、常温環境下で基材の表面に塗るだ

的意義がある。小さな会社にも魂はあ

を実施しました。結果、
「ポジティブ」

けでガラス質の保護膜を形成できると

る」という思いで活用分野を拡げる努

の評価を得て、現在ミニマムロットの確

いうもの。シリコン100％の塗料でコー

力を続けています。

認中です。

－ 国内で大きな需要が見 込めるなか

－スムーズな展開ですね！

しょうか？

が滞ったり、台風でテストピースが回収

ほんの10年ほど前に比べ、世の中は

できないといったトラブルにも見舞わ

じつは、この技術そのものは数十年

大きく変わりました。海外展開に関して

れました。しかし、最初の面談から同じ

前からありましたが、研究分野に留まっ

も、いまは肩肘張って海 外市場を狙う

アドバイザーによる息の長いフォローを

ていました。半永久的に劣化しない（＝

というより、国 内 外をとくに分け ずに

受け、適宜相談しながら対策をとれた

メンテナンスや交換が必要ない）こと

「海外にもタッチしていたい」という時

ので安心感がありました。

にビジネス上のメリットがなかったので

代ではないでしょうか。少なくともアジ

1年後の商談会で、再びMeng Sin

すね。しかし、少子高齢化が進むいま、

ア企業とはいつでも商談ができるとい

Material社と面談ができたのも良かっ

あらゆる工事現場において人手不足が

う状況が当たり前になっているのでは

た で す ね 。同 社 の 顧 客（ 最 終 ユ ー

深刻で、メンテナンスが十分にできな

ないか。そうした思いから、「J-Good

ザー）からの質問にきめ細やかにお答

ティングを施すと表面に薄いガラス質
の膜が張り、黒カビや錆、塩害、泥はね
による汚れを強力に防ぐため、メンテ
ナンスが容易になり、長寿命化を図る
ことができます。

で、海外展開に着手された理由は何で

Tech in 新価値創造展2017」
に参加しました。
そこで出会ったMeng Sin
M a t e r ia l 社は金 属ラミネー
ションや金属コーティングを
行うメーカーで、従来はフィル
ムを使って太陽パネルフレー

HLGシステムによる防錆サンプル

9

代表取締役社長

小池義行さん

2018年11月14日「CEO商談会 in 新価値創造展2018」での商談風景。
Meng Sin Material社Yu-Hsun Lin社長（左奥）、コスモテクノロジー稲葉
さん（右奥）、同社加藤技術部長（右手前）

「CEO商談会」は、経営幹部と商談で

いや、1年の間にはメールのやり取り

えでき、信頼関係が深まりました。
－「CEO商談会」を、その後の「商談」
にも活用したケースですね。他のアジ
ア諸国のCEO商談会にも興味をお持
ちですか？

はい。中 小 機 構 の「C E O 商 談 会 」

ムの 防 錆コー ティング を行

は、最少の費用と労力で海外向けの準

なっていましたが、コスト面で

備ができるすばらしい仕組みだと感じ

悩みを持っており、弊社のガ

ます。たとえば、ベトナムやミャンマーに

ラス質コーティング技術に関

自分たちで渡航して３～４社に営業活

心をお持ちでした。同席した

動をしたら、100万円を超えるコストが

中 小 機 構 のアドバイザーか

かかるでしょう。それを思うと、専門知

ら、「コーティング 加工分 野

識豊富なアドバイザー同席のもとで意

で 新 規 採 用に至るには実証

欲 的な海 外企 業と無料で面談できる

テストが有効」とのアドバイス

機会は本当にありがたい。中小企業に

を受け、先方に働きかけたと

とって費用対効果が高く、海外への最

ころ、その場で同社からC形

適な足がかりではないでしょうか。

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

き、話がダイレクトにつながるのが魅力で

商談から現在までの流れ

す。アプローチ次第では国内の優れた技術
を持つ中小企業とも接点が持てるため、
タッグを組んでビジネスにつながった

2017年11月15日～17日

ケースも。意欲的な企業や人々が

「J-GoodTech in 新価値創造展2017」に
参加（東京会場）

集まる場だと思います。

金属ラミネーション加工等のメーカー、Meng Sin Material
社と面談。無機ガラス質コーティングの有用性とコストメ
リットを伝え、
「実証テスト」を提案。その場でテスト実施
が決定。

2018年3月
実証テスト開始

海外取引担当
稲葉貴久さん

Meng Sin Material社からEMSでテストピースを受け

取り、日本側で防錆コーティングを施して台湾に返送。
Meng Sin Material社の手配で塩害においてもっとも
過酷な環境である台湾南部の無人島で約半年間の実
証テストをスタート。

2018年11月14日～16日
「CEO商談会 in 新価値創造展2018」
に
参加（東京会場）

ア

ドバ

イザ ー は 見 た

！

商 談 成 功
につながった理由

事前にメールで打ち合わせて再度CEO商談会に参加し、面
談の機会を持つ。
予定では実証テストの結果がわかるはず
だったが、台風によりテストピースの回収ができなかったた
め、回答は持ち越しに。OKの場合を想定して、次のステップ
であるトライアルベースでの打ち合わせを行なった。

テストピースに最適なコーティングを

2018年11月26日

す。製品のカスタマイズとスピード感

実証テストの結果が判明

施し実証テストをするのは、自社技
術の優位性をアピールでき、かつ海
外企業の納得を得やすい良い方法で
は天下一品です。

なかなか先方から連絡がなく心配したが、アドバイザーの
すすめで問い合わせたところ、評価は「Positive」。現在、
ミニマムロットの確認中。
10
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ワールド産業株式会社

企業概要

成功事例

「100年企業」
を目指してミャンマーで事業を展開。
今後の需要を先読みして
ものづくりにも挑戦しています

ワールド産業株式会社
本
電
U

社： 〒212-0053 神奈川県川崎市幸区下平間187-10 資 本 金：3000万円

R

話： 044-544-7825

L： http://world-sangyou.net/

事業内容

従 業員数：9名
設

立：1982年9月1日

食品工場消耗品・サニタリー販売、建築業、クリーンルーム商品、内装・イ
ンテリア設計施工工事、海外繊維工場生産委託、営繕・改修工事、衛生商
品輸出入業務、塗装工事、繊維商品・繊維資材販売、大工工事、理化学
機器・環境機器販売、エクステリア工事、環境設備工事

食品工場の衛生管理やユニフォームの製造販売等を専門に実績を重ねてきたワールド産業株式
会社。2016年にミャンマーに法人を設立し、清掃、ケータリングなど、現地進出企業のサポート
事業を展開しています。
代表取締役会長

－国内で順調な貴社が、積極的に海外
私は、
「100年企業を目指さなければ

中小企業じゃない」と思ってるんです。

2018年11月14日～16日

弊社は創業37年目。2020年東京オリ

「CEO商談会 in 新価値創造展2018」に参加

ンピック後の不透明な日本市場を見据

（東京会場）

えて、10 0年企業を目指して海 外展開

Galon Minn社と面談。ベッドシーツの製造とリネンに適
した混紡生地の調達が可能であることを確認し、その場
でサンプル提供を依頼。

を進めています。
ミャンマー進出のきっかけは、2014
年にジェトロの海外展開セミナーに参
加した際、ある日本企 業から「ミャン
マー工場で 働く800名のワーカーのた

Galon Minn社のMa Nilar社長と「CEO商談会 in 新価値創造展2018」にて

ツやリネン類の需要が高まることが見

ことばかり。なんでも相談できる経 験

相談を受けたことからです。現 地には

えていました。ところがミャンマーの繊

豊富なアドバイザーさんの存在が非常

まだそれだけの数の食事を安定供給で

維産業は衰退しており、ほぼ輸入品に

にありがたいんです。

きるローカル企業や食堂がないのです

頼っている状況です。ですから、ミャン

ね。今後さらに多くの日本企業がミャン

マー国内でリネン類を生産・供給でき

マーに進出し、同様の問題に直面しま

る体制を整えれば差別化につながり、

す。これは可能性があると感じて、ヤン

現 地産 業の再生や雇用促 進にも寄与

ゴン郊外のティラワ工業団地が立ち上

できると考えました。

－ 海 外企 業とのビジネスのむずかし
さは？

品質において、こちらが求めている

レベルが伝わりにくい点です。Galon

がると同時にミャンマーワールド産業コ

ミャンマー企業とのマッチングを図る

Minn社の最初のサンプルも縫製が甘

ンサルティング株式会社を設 立し、サ

「CEO商談会 in 新価値創造展2018」

く肌触りに難があり、そのままでは一流

ポート事業を開始しました。

で出会ったGalon Minn社は、当初、

ホテルのベッドリネンとして売り込むこ

事業の柱は、
（1）お弁当販売・キャ

民族衣装の生地を売り込んで来られま

とはできませんでした。でも、教育とい

ンティーン運営（2）清掃（3）飲料水の

した。海 外企 業との商談ではこうした

うとおこがましいのですが、一つひとつ

確保（4）ガーデニングの４つです。現

ミスマッチはよく起こりますから、はっ

問題点をクリアしながら根気強く育て

在、工業団地内の約80％の企業と取引

きりこちらの要望を伝えることが大切

ていくことで、他社には真似できない

があります。

です。幸いリネンに適した混紡生地の

品質と価格のバランスがとれた製品を

調達もできるとの回答だったため、その

生み出すことができます。日本で培って

場でサンプル提供をお願いしました。

きた経 験の集大成という感覚もあり、

たミャンマー企業と「シーツ、リネン類」
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2018年12月初旬

めの昼食を提 供してもらえないか」と

－ 現在、貴社は「CEO商談会」で出会っ

鈴木文代さん

商談から現在までの流れ

展開を図る理由を教えてください。

その４ヶ月後、中小 機構の担当アド

初回サンプル受け取り
中小機構の担当アドバイザーがGalon Minn社と面談し
てサンプルを受け取り、ヤンゴンに滞在していた鈴木会
長に届ける。

2019年1月下旬
サンプルの評価

バイザーの西さんがネピドーの工業省

ティラワ工業団地では、お弁当販売

ンマー進出を果たしている企業が現地

で Galon Minn 社と面談する機 会 が

から発展して従業員の健康を守る「食

で製品を購入して日本で販売するので

あったことから、ベッドシーツのサンプ

育」のアドバイスも始めています。国の

はなく、ミャンマー国内で調達・販売を

ルを受け取り、ヤンゴンに滞在していた

発展と共にローカル企業も競合化して

目指すというめずらしいケースです。

私のところまで届けてくれました。中小

くると思いますが、価格競争に巻き込

ミャンマーでは2020年以降、外資系

機構さんとお付き合いしていると安心

まれないためにも、長い目で見て役立

や日系の一流ホテルや病院が次々開業

ですよ。海外に出ると法律も税制面も

つことを提 供して価値を高め、利益に

することが決まっており、高品質なシー

従業員の教育も、日本とは勝手が違う

つなげていくことが大事ですね。

4年間ミャンマーで事業を行なっていま
すが、未だに現地でローカル企業の取引先
を探すのは不安を感じます。
「CEO商談会」
に参加する企業は相手国から推薦を受け
ているだけに意欲的で実績があり、信
頼度が高いところが安心です。

ヤンゴンにて鈴木会長とGalon Minn社が面談。初回サ
ンプルの問題点を伝え、改善のための具体的なアドバイ
スを行う。

2019年1月中旬
現地訪問・視察
ヤンゴンにて Galon Minn社と商談。2021年の製品化を
目指し、順調に取り組みが進んでいる。

ア

ドバ

イザ ー は 見 た

！

商 談 成 功
につながった理由

やりがいは大きいですよ。

の製造に取り組んでいます。すでにミャ

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

すでに現地に進出済みの企業が「現
地 で 購 入→日本 で 販 売 」で は なく
「現 地で調達→日系ホテル等へ販
売」というめずらしいケース。決め手
は、鈴木会長の現地に入り込むバイ
タリティと行動力です。
Galon Minn社からの第1回目のサンプル
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成功事例

「アイデア」
と
「開発力」
で
現地企業と共同開発に着手
インドネシアに足がかりをつくることができました

アイ・フィールド有限会社

企業概要

6

アイ・フィールド有限会社

本
電
U

社： 〒370-2455 群馬県富岡市神農原686-2

R

話： 0274-62-1015

L： https://www.i-ﬁeld.jp

事業内容

資 本 金：300万円
従 業員数：9名
設

立：2002年4月1日

流体継手・ツルグレン装置の開発・製造

2002年に創業し、オンリーワンの技術で360度回転する流体継ぎ手の製造・販売を手がけるア
イ・フィールド有限会社。
「CEO商談会」で出会った海外企業と信頼関係を築き、現地で営業活
動を続けています。
－ 海 外 展 開 のきっかけを 教 えてくだ

カリア社長自ら参加しており、彼が我々

企業が多数進出しており、日本の中小

さい。

のアイデアと開発力に将来的な可能性

企業が入り込むチャンスは多いと思い

2015年頃、環太平洋パートナーシッ

を見出したことから共同開発の話が進

ます。しかし、現地は労働組織が強く、

プ（TPP）協定を見据えて、群馬県で企

んだのです。商談会では6社と面談し、

ローカル同士のつながりが根強い。海

業の海外展開を支援する動きがあり、

3社と継続してメールのやり取りを行な

外資本の企業であってもローカルの責

取引銀 行から富岡地区の推 薦企 業に

いましたが、同社にもっとも熱意を感じ

任 者 がさまざまな判 断をする時 代に

選ばれたことがきっかけです。我々は伊

ました。

なっているので、PT. DHARMA PRE-

原電子工業 株式会社から独 立事業化
した会社という背景があり、生産力の

しかし、受け身でいては形にならな

ニーズをもとに弊 社（日本）で図面を

かったと思います。我々も9月にタイ、ベ

作成し、メールでインドネシアに送って

しかし、うちの 製 品は 流 体 継ぎ 手

トナム、インドネシアをまわる営業活動

客先に提示します。そのスピード感とク

マーケットの中でもニッチであるため、

を行ない、その際にザカリア社長との

オリティが喜ばれており、今年1月には

海外代理店はなかなか見つかりません

懇談会を実施。11月にはインドネシア

初の製造・納品を果たしました。

でした。オーダーメイドで設計から行う

で開催された2つの展示会に参加し、

ため価格競争に強く、リピート率も高

同 社とミー ティングの 機 会 を持 って

いのですが、最初にユーザー開拓する

MOU（戦略的パートナーシップに関す

のがむずかしいのです。そこで、以前カ

る基本合意書）を交わしました。

持っていました。

要です。ローカル 企 業とのパートナー

担当者に迎え、2017年10月に「インド

ネシア政 府が進めている現 地調達率

シップが重要なので、積極的に現地を

ネシアCEO商談会」に参加しました。イ

アップに対応するため、現地での製造

訪ねてローカルの文化を理解すること

ンドネシアはTPP対象国ではありませ

に関するライセンス供与契約の検討を

が大 切 。時 間もお 金もかかりますか

んが、それまでの海外調査から、工業

始めました。2018年7月からは弊社島

ら、公的支援は積極的に活用したいで

製品はインドネシアをおさえれば世界

田が月に2～3週間の長期出張ベースで

すね。

に販路が開けることがわかっていたか

同 社に 赴き、共 同 で

らです。

営業 活動を続けてい

自 動 車 部 品 大 手 の P T. D H A R M A
PRECISION PARTS社も、自分たちの
ブランドをつくりたいという思いから日
本の 最 新 技 術に興 味を持っていまし
た。同社は従業員3万人規模の大企業
ですが、商談会には切れ者と評判のザ

のものに信頼感があるため、意欲次第で
有意義な出会いがあり、企業規模に関
わらず対等に話をすることが可能
です。

海外展開には、やってみる勇気が必

ティングリサーチを開始。また、インド

してきましたが、それでは利幅が薄い。

がマッチングのきっかけ。
「CEO商談会」そ

スをお願いします。

海 外ビジネス経 験 豊富な島田を海 外

インドネシアの製造業はOEMで発展

でコーヒーを飲みながら立ち話をしたこと

から海外展開する中小企業にアドバイ

その後、インドネシアの共同マーケ

の海外ビジネスにつなげています。

じつは、ザカリア社長とは会場の休憩所

－ 今後の発展が楽しみですね！ これ

ナダに留学していた際に意気投合した

－ その商談会でチャンスをつかみ、初

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

緒に回ることで商談がスムーズに進む
のです。こうして客先でヒアリングした

南アジア市場への販 路 拡大に興味を

（写真左）PT. DHARMA PRECISION PARTS社の社長と
（写真右）
オーダーメイドで設計・開発・生産まで一貫して製造を手がける流体継手

PARTS社の営業担当者と一

商談会だからこその出会いですね。

高い社内設備を有効活用するために東

13

－ 社長（CEO）や経営幹部が参加する

CISION

代表取締役

伊原康雄さん

けてもらっているので

ア

ドバ

イザ ー は 見

た！

すよ。

ニーズの 一 致と商 談に取り組む 熱

－ 先方企 業に入り込

伊原社長との強い信頼関係。これら

意、海外営業の経験豊富な島田様と

んでインドネシア国内

が成果の秘訣です。また海外展開で

で 営業 活 動を行なっ

は、いかに信頼できるパートナーに出

ているのですね。

そうです。インドネ

シアにはす でに日系

会えるかが重要です。
PT. DHARMA PRECISION PARTS社でのミーティングの様子

「インドネシアCEO商談会」に参加（東京会場）
海外担当の島田氏が商談会に参加し、PT. DHARMA PRECISION PARTS社と出会う。

2017年10月
インドネシアを訪問し、懇親会を開催
海外営業活動にからめてDHARMA社と懇親会を開催。伊原氏
とザカリア氏の初対面。

2017年11月
インドネシアの展示会に参加し、MOU契約を交わす
金型加工技術の展示会「INTERMOLD 2017」と「Plastics &
Rubber Indonesia 2017」に参加。多くの現地企業と商談を行
なった結果、
やはりDHARMA社とMOU契約を交わすことに。

インドネシアでのマーケティングをスタート

につながった理由

き、専 属 S Eも一名つ

2017年10月3日

2018年７月15日

海外担当
島田延幸さん

商 談 成 功

ます。同社内に机を置

商談から現在までの流れ

DHARMA社内に島田氏が入り込み、現地で合同マーケティン
グリサーチを開始。

2018年11月16日
合同での営業も開始
リサーチ結果が概ね良かったことから、合同でのインドネシア
国内での販路開拓もスタート。

2019年1月
契約検討を開始
合同営業活動の結果、現地生産が必ず必要になるという結論
を得たため、製造技術や製品設計技術等に関するライセンス
供与の検討を開始。

2019年1月下旬
初の海外納品
初の海外顧客を獲得し、オーダーメイドで受注・納品。
DHARMA 社との共同開発事業も進行中。
14

成功事例

海外には、我々の技術を求めている企業がある！
公的支援をフル活用して海外展開に
挑戦しています

企業概要

7

木田バルブ・ボール株式会社

木田バルブ･ボール株式会社
本
電
U

社： 〒578-0932 東大阪市玉串町東3丁目1番36号

R

話： 072-963-2441

L： http://www.kvb.jp

事業内容

資 本 金：4500万円
従 業員数：80名
設

立：1964年6月

ボールバルブ用弁体ボールの製造販売、熱間型打鍛造品の製造販売

1964年の創業以来、ミクロンの精度を誇る真円加工技術で工業用バルブ用弁体ボールの製造
販売を行ってきた木田バルブ・ボール株式会社。その技術力を活かし、世界最高レベルの人工股
関節部品で海外展開を図ります。
－工 業 バルブ 業 界で高い国内シェア

政府主導のEEC（東部経済回廊）プロ

情報提 供をしてくれているからだと思

を持 ちな がら、社 長自ら強い意 志を

ジェクトに沿ってチョンブリに新工場を

います。

持って、医療機器分野での海外展開に

建設しており、人工股関節を主要品目

アプローチをされているのはな ぜで

においています。サンプルを見せたとこ

しょうか。

ろ感 触が良かったため、9月にシンガ

世界にはもっと我々の技術を求めて

ポールの展示会に出展する予定がある

いる企業があり、新たなビジネスが生

ので来訪したいと打診したところ、その

まれていくことが非常に嬉しい。それが

時期、先方はすでに多数の企業との商

フットワークの軽さです。とにかく、行

まず醍醐味ですね。

ます。

中小企業が大企業に負けない点は、

動力とスピード感。トップが自ら動くこ

れてしまったのです。そこで１ヶ月前倒し

とが大事だと思います。

器の整形インプラント商材に活かす可

て、8月に同社のためだけに訪タイした

あとは、公的支援をとことん活用す

能性を見出したのは、弊社のサイトで事

ところ歓迎してくれ、スムーズに工場視

ること。海外展示会は単独でブースを

業内容を見た商社から「人工股関節に

察と商談を行うことができました。その

出すと数 百 万円の 費 用がかかります

使用するボールの切削研磨はできない

後、10月にOrthopeasia社が来日し、

が、公的機関の合同ブースに参加すれ

か」と打診があったことからでした。人

弊工場を視察。相互の生産設備、技術

ば数十万円で済みます。海外向けのサ

工関節をスムーズに動かすには、工業

力を確認して、具体的に人工股関節プ

イトも必要ですが、僕は月イチで中小

用ボール以上のサブミクロンの精度が

ロジェクトが動き出しました。

機構のセミナーに通って学びながら運

国内で順調に取引が始まりました。
しかし、日本の人口関節市場におけ
る日本メーカーのシェアは、わずか1割

－2019年1月に開催された「医療機器

CEO商談会」では、貴社に会いたいと
熱望して来日されたフィリピン企業が
ありました。

営しています。タイに行ったときは、中
小機構の駐在員がいるジェトロバンコ
クを訪ねて、現 地の状況をかなり詳し
く教えてもらいました。他にもドイツの
国際医療機器展「MEDICA」に出展す

木田社長の右が京都銀行バンコク事務所の馬場さん、左隣はOrthopeasia社ウィット
ニー社長、その隣が息子さんで営業部長のワシンさん

商談から現在までの流れ
2018年4月19日
「タイビジネス商談会
＠MEDTEC Japan2018」
（東京会場）に参加
タイのインプラント専門メーカー・Orthopeasia 社と出会い、同社社長
と面談。サンプルを見せたところ、手応えを感じる。

をよくご 存 知で、サンプルを見せると

金をもらったりなど、かなり複合的に支

2018年10月下旬

バイスを受け、製造から10年を機に、

「このクオリティを求めていた！」と喜

援サービスを活用していますよ。

先方社長含むミッションが来日

海 外向けパーツサプライヤーを目指し

んで 設 計 図 を

て取り組みを始めました。

広 げ、「さっそ

Orthopeasia 社社長、副社長、役員の３名が来日し、木田バルブ・ボー
ル本社工場、三重鍛造工場を視察。相互の生産設備と技術力を確認
後、Orthopeasia 社がタイの病院と進めている人工股関節50ユニット
の製造について、真円加工レベルの高さが求められる骨頭、キャップ、
ライナーの3部品の供給を打診される。先方の帰国後、部品図面の送
付をフォロー事項とする。

というほ ど ス

かけは？

ムーズに展開し

当初、海外企業にアプローチする手

ています。この

がかりがなく、取引銀行から中小機構

ように 弊 社 の

の「 海 外 C EO 商 談 会」をす すめられ

価 値 を 認 めて

て、2018年4月に「タイビジネス商談会

求められる出会

＠MEDTEC Japan2018」に参加しま

いは 、すごく嬉

した。

しいですね。こ

4社ほどお会いしたなかで、タイのイ

れも 中 小 機 構

ンプラント専門メーカー・Orthopeasia

が間に立ち、双

社に手応えを感じました。同社は現在、

方向に適切な

2018年11月下旬
現地訪問・視察
3部品の図面ポジションをチェックしたところ、タイのプロジェクト提携
病院にてオリジナル図面の修正作業に入っているとの情報を入手。

2019年１月29日
「医療機器CEO商談会」
（ 東京会場）
で商談
2019年1月の「医療機器CEO商談会」に持参したサンプル

ザーが担当者としてついてくれるのが非常
にありがたいですね 。定 期的にメールで
フォローアップがあり、その都度わからな
いことが聞けるのも助かっています。通
訳も専門用語に詳しく、抜群にい
いですね。

一度は日程が合わなかったが、再度日時を調整して訪問。Orthopeasia社の社長と面談し、工場視察、ミーティングを行う。

うから「国内は伸び代がないよ」とアド

－「海外CEO商談会」に参加したきっ

国ごとの規制等にも知識豊富なアドバイ

現地訪問

るためにレンタルオフィスを借りる助成

く見 積もりを」

CEO商談会で
Q 感じた“メリッ
ト”は？

2018年8月上旬

はい、先方は最初から弊社の技術力

しかありません。そのため、お客様のほ

15

展開する企業にアドバイスをお願いし

談が入っており、時間が取れないと断ら

果、非常に良いものができて喜ばれ、

木田浩史さん

－ありがとうございます。これから海外

弊社の球体精密加工技術を医療機

求められます。苦心して試作を重ねた結

代表取締役社長

ア

ドバ

イザ ー は 見 た

！

商 談 成 功
につながった理由

まずはフットワーク軽く信頼関係を
構築。商談後は関心が冷めないうち
に現地企業を訪問。そして、おもてな
しの心で自社 工場 への受け入れ対
応。技術だけでなく、この行動力が
木田社長の成功の秘訣です。

コンタクトを取るのは4回目。商談会の場を活用して先方副社長と商
談を進め、タイ病院側修正作業の状況をヒアリングしたところ、修正
が終わり次第、骨頭部品から図面提出してもらうことを確認する。
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