
【日時】 平成２４年７月６日（金） セミナー  時～時分 
交流懇親会 時～時分

【会場】 横浜市 産業貿易センター地下階会議室
横浜市中区山下町番地      ６７１－７１１１

１．基調講演： 「我が社の事業戦略、海外を主戦場に、町工場からの挑戦」
講師： 大坪正人氏  株式会社由紀精密 常務取締役

講演：「我が社の海外戦略、なぜインド市場を狙うか」
講師：石井正一氏   株式会社アイスリー代表取締役社長

講演：「ハノーバメッセに見る欧州のロボット及び制御機器の技術動向」
                －中小製造業の輸入の勧めー

講師：大谷圭三氏   株式会社大谷技研代表取締役社長

２．パネルデスカッション
モデレーター：猪狩惇夫

各講師をパネリストに会場を交えての質疑
３．交流懇親会  

パネリストを囲んで交流懇親会を行います。

加速する海外進出
企業の海外展開戦略の事例を検証する

海外事業展開事例研究会

第５回研究会セミナー 第五弾



猪狩です。

昨年平成２３年７月にキックオフを行い、その時に５０人位の方々からご賛同いただきました。 研究会

セミナーを開催してきまして１年がたちました。 企業様の個別相談会も実施し今回で５回目の研究会
になり、その間にグローバル化がますます進展の度合いを増しております。 

中小企業様にお伺いしますと、海外進出を考えた場合、色々と不安な点があることが分かりました。 
企業様の海外展開の進め方は各社異なっているようです。 今回は海外に展開した企業の方々で、そ
れぞれ独自の展開をされている企業様をお招きして海外戦略お聞きすることで企画をいたしました。 

この会は話を聞くだけでなく参加者と意見交換や議論をして情報を共有化することを特徴としておりま
す。 企業様の説明が終わりましたら、皆様方から質問票を記入いただきパネル・ディスカッションを行
いますので宜しくお願いいたします。 

本日、嬉しいニュースがありますので報告させていただきます。 この会に当初からご参加下さってい
るダイヤ工芸様が色々とご研究されベトナムに進出され、第一号受注品の生産を開始されたそうです。 
この研究会から第一号が出たことなどが、昨日７月５日付の日刊工業新聞に取り上げられました。 ダ

イヤ工芸様おめでとうございます。 社長様もお見えになられていますので、ご意見を伺いたいと思っ
ております。

海事研では個別のご相談案件をお受けし、専門家チームを編成して対応を初めております。
今後とものご協力をお願いいたします。

猪狩惇夫
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私は年生まれの歳です。 祖母が始めた町工場で、父が社長で私が常務です。
今年の月日にの首都圏ネットワークで当社が紹介されています。 このビデオは弊社の状況を上手く
まとめられていますので、これを見てから説明させていただきます。

の首都圏ネットワーク

震災、円高が中小企業の雇用を圧迫しています。 厳しい状況から活路も見出す中小企業に焦点
をあてます。 一回目は神奈川県茅ケ崎市の町工場を紹介します。 緻密で正確な金属を削る技
術をいかして航空分野に進出を果たした会社の取り組みを取材しました。 

一本のステンレスの棒から削りだされたこの品は指先ほどの駒です。 中心点にほんのわずかな
歪みがあれば駒は上手く回りません。 ３分間駒が回るのは作った工場の技術のあかしです。 
小さなネジ屋からスタートしたこの会社は開業から６０年経っていて、最新の機械を駆使して精密
部品を作っています。

大坪正人さんは父親の会社の常務を務めております。 １００年企業にするため、どんなことが起
ころうとも後４０年間は生き延びます。 東京大学大学院で機械工学を専攻した大坪さんは技術の

ベンチャー企業に６年務め、会社の経営や製品技術を学んだあと父親の会社を手伝うために茅ケ
崎に戻ってきました。 会社は以前は公衆電話の金属部品を製作していました。 しかし、通信機
器の軽量化後、金属部品から別の部品に変更されてきましたので、売上は全盛期の半分以下に
落ち込んでいました。 
大坪さんは企業で学んだことを活かして会社を立ち直したいと考えました。 大坪さんは取引先へ
のアンケート調査を行い、品質に対し高い評価であることに自信を深めました。 
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会社が得意としてきたのは耐熱のニッケル合金やチタンなどの削るのが難しい物の繊細な加工で
す。 この技術をいかに新規事業の開拓に結び付けていくかを考えた結果、適切な分野は先進技
術を必要とする航空宇宙業界でした。

世界各地の展示会に乗り込み町工場の技術を売り込みました。 展示ブースで大坪さんが使用し
たのはあの駒です。 回り続けるのは回転の制度が重要です。 また、これはインコネル耐熱合金

といってジェットエンジンにも使われる固く加工の難しい金属を使用したサンプルです。 中心部分
を特殊な金属で網の目状に削り落としています。 残された部分の厚みは僅か０．２ミリ、独創的
は形状と金属を削る特殊な技術で展示会に訪れた関係者をうならせました。 

２年に一度パリで開かれる世界最大規模の航空宇宙関連の展示会で、海外のメーカーの担当者
が次々に訪れたとのことです。 宇宙航空の担当者が興味を持ちました。 が進めている人工衛

星用のエンジンノズルの新金型部分の注文を取りました。 ノズルは姿勢制御のためにガスを噴
出する部分です。 １１０００ミリ単位の正確さが求められます。 技術力が認められてこの５年間
に旅客機の部品やイタリヤの人工衛星の部品など大きな商談を次々にまとめてきました。 

大坪さんは町工場の新しい可能性を示そうと中小企業の経営者や若手の工業デザイナーなどで
若者向けの生活雑貨の新たなブランドを立ち上げました。 一つの形になったのはこのカメラです。 
シャッターなどは板金加工会社、レンガのような表面加工はメッキ会社が担当しました。 今回の
新製品の開発会議の話題は高級感あふれる画鋲です。

大坪さんは失敗を恐れず変化することが中小企業の発展につながると考えています。明るい話題
を発信していただいて中小企業に元気になってもらいたい。 

以上ビデオ
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由紀精密は１９５０年に私の祖母が創業した会社です。 昔は自動版で長い棒からネジを作っていまし
た。 当時から通信機器の下請け会社として部品を１００％作っていました。 機械部品は作れば売れ
た時代がありましたが、バブルの崩壊後苦戦し、更に機械部品が減ってきました。

バブル時代は緑の公衆電話のカードリーダのシャフトが主力製品で、売上の７０％位を占めていました。 
その部品が必要と無くなり、また海外からの供給のためだんだん減ってきました。 ２００１年のバブル

崩壊後、１社からの受注が無くなり借金が売り上げの２倍くらいになり苦慮している時に会社に戻って
きました。 

大手からの売り上げに依存していると自分では何も出来なく受け身になっていました。 そこを改善す
るためお客様を増やすことを考えました。 ロゴを作りブランドを作っていきたいと考えました。 切削加
工とトレッドをブランドとしてホーム・ページを作成し、営業戦略として航空宇宙、ロボット、医療展示会
などで技術を紹介することです。 

技術を向上しないと商売にならないので、色々なサンプルを作成し技術力をアピールしています。品質
のアピールが難しいです。 品質とはお客様に電話で確実に回答できる能力、納期通りに物を出荷す
る対応、何回も出しているロットの間にバラツキが無い事、３年後に同じ製品注文があった時に３年前
と同じ製品を出荷出来る能力などが問われてきます。このため１と航空宇宙の品質規格を取得しまし
た。 

また、提案力を活かせる会社にしています。 与えられた設計図面を作るだけではなく、設計段階まで
踏み込んで入れるようにしています。 このため、色々な分野に入ることが出来始めました。 旅客機
の部品は１０種類弱を製造しています。 ２年間で不良を一度も出していません。 今は内視鏡の部品
に力を入れていますし、今後人体の中に入れる部品にも進もうと考えています。    
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人工衛星の部品業界では、問い合わせが来てからすぐに部品を作れる中小企業が少なく、現在３機の
衛星の部品を作っています。  人工衛星のノズルの試験装置の設計開発を最初に手掛けました。 
ロケットエンジンはジェットエンジンと比べて仕組みが簡単なので試験装置などの開発を行ってきました。 
インコネル耐熱合金を航空ショウに出した時にの仕事を取ることが出来ました。 

これらのことを実施しながら経営危機から脱却しようと頑張り２００６年から少しずつ売り上げを上げて
きましたが、２００８年のリーマンショックで売り上げが下がりました。 その後新しいお客様を開拓して
最小限の減収で済み、今年の売上は以前の公衆電話で儲かった時以上になる予定です。 

日本の中で特殊な技術で上昇していることは、海外でも同じ評価を得られると確信しています。 周り
を見ますと円高でチョット昔の部品は海外で出来てしまします。 今製造業は、全体でみると暗いです
が、暗くなる必要は無いのではと思っています。 それは、世界はどんどん広がり新しい製品が必要と
なってきています。 日本には他の誰も出来ない技術力があり価値が高いです。 価値の高い製品に
は国境が無いとの信念のもと昨年２０１１年は医療機器の展示会に出展しました。  
  

２００６年はパリの航空ショウでは２０００社の出展企業があり、日本の中小企業は２社だけでした。 日
本の作っている繊細なものに興味を持ってくれる企業が多いです。 駒は客寄せの為に見せ、２６か国
の企業と名刺交換を行い、コンタクトも１０カ国以上とつながりました。 その後お客様が来日し、弊社
に来訪されております。 このような活動で海外とつながり出来てきました。 

最初なぜフランスか？ 我が社のビジネスは量産が出来ず、試作や開発向けの製品で発展途上国よ
り先進国向けで、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、スイスと限られてきます。 
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日本と同じものを求めている国は海外を見るとあります。 ヨーロッパは北米より難しい色々な言語で
商売するため、難しいヨーロッパを先に選びました。 フランスは航空宇宙産業のの占める割合が世界

一ですので、そこを選びました。 ちなみに２位はカナダです。 カナダには地味ですが技術の高い会
社があります。 思想や文化でフランス人は日本人が好きです。 日本は天皇家が１６００年もつながっ
ていて、それだけ歴史のある国は世界には無く評価しているとのことです。 

昨年はドイツ企業との売り上げが３０％になりました。 これは開発の大きな仕事が取れたことです。 
後はイタリアの人工衛星のメーカーから受注しています。 今はフランスの航空宇宙の会社エアバスの
製造会社の下請け会社とパートナーシップを結びまして商談が進む段階です。

アメリカの会社とも見積もりを行っております。 昨年一年で海外からは２０社位役１００名近くいらして
おります。 のプログラムに入っているのも一つの要因ですが、展示会で興味を持った企業様がいらし

ております。  海外から日本の色々な技術を買いに来る行列が出来ることが夢です。 日本から持っ
ていくのではなく海外から来てくれるといいと思っています。 
売り上げは国境を意識しないで世界のお客様と取引をしたいです。 

２０人の会社でこのようなことが出来るので、我が社よりも技術のある会社が日本には何千社とありま
すので、勇気を持って海外に出られるのではないかと思っております。
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出展：株式会社由紀精密ホームページより： 



今回のタイトルの『なぜインド市場を狙うのか』につきましては、海外戦略の一環でインドも狙えたらよ
いとのことです。 
我が社の事業内容が国内で認められ、その後海外に展開した経緯を説明します。

電気を使わないセミオートドアーを開発しています。 電気を使わないので完全なオートドアーではあり
ませんが、ちょっとした力だけで開閉が出来るドアーを開発しています。 動力は電気の代わりにゼン
マイを使用しています。

当社は相模原市で事業をおこなっており従業員３名で試作を含めて全部外注です。 社内では開発、
設計、テスト位までです。 どんな小さな部品も外注です。 電気の代わりにゼンマイ装置を使用した製
品を開発しています。 

ゼンマイはバネで出来ています。 バネの原理は力を溜めた反対方向に力を出します。 すなわち、バ
ネを伸ばすと縮む方向に力を出します。 通常のゼンマイは後ろにグート引いた時にゼンマイを巻き、
離すと巻き戻る力で前へ進みます。 ドアーの場合は、工夫して、前に動かすことによりゼンマイを巻い
て、ゼンマイを切り替えることにより、離すと前に進むようにしました。 

最初にドアーを動かす装置を開発しました。 約２ｍ位の細長いレール状のものです。  引き戸にこの
２ｍの装置を付けると半自動ドアーになる装置です。 閉まっているドアーを約１５ｃｍ動かしますとゼン
マイが巻かれ、そのゼンマイを巻き戻す力を利用してドアーの残りを開きます。 

半自動ドアーを展示会に展示した時にある大手車両メーカの設計部門の方が何度も試していました。 
この方は車両同士のつなぎ目のドアーが重いのに困っていました。 この電車のドアーを軽く開閉する
のが希望でしたので、一緒に開発をしました。
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１年位かけて試作ドアーが完成しましたので見に来てもらい、実車両に搭載してテストをすることになり
ました。 土曜の夜に試作ドアーを付けて日曜日に計測器を積み込んで、技術者２０名位と電車を走ら
せ、駅間のカーブなどで止まって動作確認をしました。 その後お客様の運用にも使用しました。 それ
と並行して一か月間の耐久テストを通過しましたので、製品として新型車両に搭載しました。 

現在、５社の鉄道会社に採用されております。 この内容が新聞に掲載されたところ、海外韓国の鉄道

メーカから問い合わせがきました。 韓国の鉄道メーカの関係でウクライナ用の車両に搭載したいとの
希望があり、韓国から何度か見に来られました。 話がまとまり、試験をしてウクライナの車両に搭載
するために出荷しました。 耐寒テストとしてマイナス５０度の試験を依頼されましたんので、行政の力
を借りて実施しました。  

大坪様の説明でも、よい製品に国境は無いと語られましたが、アイデアと気力があれば小さなベン
チャーでも外国に販売することができます。 これからもチャンスがありましたらどんどん外国に出てい
きます。  

インドには、病院用と鉄道用のドアーのサンプルを送っています。 先日送ったサンプルの調整はスカ
イプを使用して付けている状況を実際に見ながら調整方法を指導しました。 説明書を見てもなかなか
分からないのでその場をビデオでとりながらリアルタイムで修正できるのは便利です。 現在設置後の
検証中です。 
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また、日本の病院のカーテンレールを開発した経緯は、病院の医者が既存のカーテンで困っていまし
たので、その内容を聞き設計しました。 病院のベットは一室に４～６あり、カーテンで仕切られていて、
通路や隣のベットと大きさがギリギリです。 医師と看護師さんが往診する時にカーテンを閉めるとワゴ
ンにのってしまし、薬や機器が落ちたりすることがあります。 そのため、医師にとってはすごく不便で
困っていました。
 

新しいカーテンレールは電車のドアーと同じ仕組みです。 カーテンのポイント切り替えを行って、使い
たい方向にカーテンを動かします。 これを当病院の新しい棟に採用することが決まりました。 それを
大手カーテンメーカと製品化し売り込んでいます。 
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本日は前半部分で当社が輸入輸出をどうのように実践しているか、後半部分を「ハノーバメッセに見る

欧州のロボット及び制御機器の技術動向」 －中小製造業の輸入の勧めーに関して説明いたします。 
ハノーバメッセは輸入の商材を見つけるのに適しています。

当社は創業７年で厚木市に本社があり、従業員３名、資本金９００万円です。 主な仕事は吸着パット
をドイツから輸入して、インターネットを通じて工場に販売しています。 ７年前の創業時は、お客様が
ゼロでしたが、現在２６００社の国内のお客様がおります。  

通常インターネットは会社案内が多いと思いますが、当社はインターネットだけで商売していますので、
対策を行い検索でお客様を導く対策を取っています。 売れる商品を検討している時に、昔ハノーバ
メッセに行った時の社長の名刺を見て、日本での販売許可を交渉後獲得して、７年経ちました。 

今、世の中では空洞化と言われていますが、私は空洞化はしないと思っております。 小さな会社でも
出来る活路はだと思います。  、、

例えば、工芸品の製品を作る。 次は一般購買者向け、一番大きなのは海外展開だと思います。小さ
な会社で海外に工場を作るのは危険ですので、日本にいながら輸出や輸入をすることだと思います。 
その場合はインターネットの活用とか、国県の支援を仰ぐのがよいです。 当社は輸出は下請けで中
国とデンマークで始まったばかりです。 輸入はドイツから７年間行っています。 

中国広州の展示化に出展した時のことですが、地下鉄に乗ったらジャージ姿の中学生が教科書を読
んでいました。 この勉強姿勢を見て中国は技術的にも日本を超えていると思いました。 

海外事業展開事例研究会
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中国に優秀な技術者も育っているのではないかと考えました。 今までは安かろうで買っていましたが、
これからは日本の製造業のこだわり部分を買ってくれるレベルに育ってきたと思います。 中国は人件
費が高上しますので、自動化が求められてきますから、吸着パットの販売はこれからがチャンスです。

日本では液晶ガラスはロボットで運びますが、中国のお客様からの手動で運ぶ対応が出来ないかの
問い合わせがあり、手動用の吸着ツールをインターネットで中国に販売しました。 検索ツールで検索
した時に上位に来るような対策を施しました。 

デンマークのレゴ社への販売は神奈川県の補助金を活用し、開発を行いました。 当社の吸着ユニット
をレゴ社のロボットユニットマインドストームと一緒に販売しますと窓ガラスを登ることが出来るロボット

になります。 デンマークの本社で、前足と後足に当社の吸着が付いている製品のデモさせていただき、
お子様がどのようなことを感じるかを説明しました。  マーケット部長との商談の感想は、グローバル
と言っている時点で壁が出来ています。 対応している方々は海外の壁は無く、良い製品は買うという
姿勢でした。 

日本のメーカは保守的で新しいものを使用しないですが、海外は新しいものを受け入れる状況にある
と思います。  

吸着パットの注文は記入しますと、国際宅配便がドアー トゥ ドアーで運んでくれます。 吸着
パットは１０００種類ありますので、在庫の数もで容易に確認できます。 
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輸入の方法は格段と充実していますので、中小製造業も製品の品揃えのために、輸入をすることをお
勧めします。 輸出の前段階としての輸入はいいのではありませんか？  輸入を開始するのには、商
材を見つけるのが重要です。 商材探しには展示会の活用がよいです。 

先輩からドイツ人は日本人に優しいと聞きました。 ドイツ人は一緒に戦い負けそして高度成長をして
きた日本人に対して同情があると言っていました。 

海外の展示会は、実物を動作させての展示が多いため、参考になります。
①この製品の特徴は？ ②価格は？ ③この製品の国内シェアは？ ④日本の代理店はあるか？⑤
日本に輸出してくれるか？など質問します。

一般に海外の展示会は商談の色彩が強いです。相手は売ってやろうとやる気満々です。その場での
購入も可能です。資料は、その場で必ずもらいましょう。後から送らない出展社もいます。
製品の理解に努め、製品をほめることも忘れずに。

海外事業展開事例研究会
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ハノーバーメッセは、製造業全般の展示が行なわれます。ファクトリーオートメション機器など生産財を
扱うものにとって、情報収集の場として大変有意義です。ヨーロッパ全般における技術の新しい展開を
見ることができます。
ハノーバーメッセの概要
日時：毎年月後半   場所：ハノーバーメッセ会場
テーマ： （国際計測・制御・自動化専門見本市）  
      ファクトリーオートメーション             
      インダストリアル・ビルディング・オートメーション   
      デジタルファクトリー
      モーション・ドライブ・自動化技術
      （圧縮空気および真空技術）
      産業用部品
      エネルギー
      風力発電（新）
      パワープラントテクノロジー
      パイプライン テクノロジー
      表面処理技術
      マイクロテクノロジー
      研究開発及びテクノロジー
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ハノーバーメッセ見学の要点は、
①会場が非常に広い。想像以上に広いです。勢いで足で見て回るとへたります。無料バスがある
ので、会場間の移動はバスを利用しましょう。

②近くのホテルは、予約が取れません。取れても相当高い値段です。
③動作している展示品も多いです。動きを見ていると楽しいです。参考になります。写真は、出展者
に確認すると、ほとんどと言われます。なるべく写真を撮りましょう。

④カタログはなるべくその場でもらった方がいいです。後で送らない会社もあります。カタログを大
量に持って会場を歩くのは大変です。

ハノーバーメッセ見学の宿泊は、ホテルは通常料金の数倍に値上がりしますので、アパート（一般名称
不明です：民宿、民泊、間借り）がよいです。  間借りは、一般の大家さんがその期間中のみ、ハノー
バーメッセ見学者に部屋を貸すシステムです。大体泊万円程度です。

ハノーバー市内の観光をしました。日曜日の昼間時ごろハノーバーのオペラハウス前を、観光ガイドを

片手に歩いていました。人通りは多かったです。  そのとき後ろから声をかける人がいます。振り向く
と「警察官だ。何処からきた。」胸にあるカードらしきものを見せます。大谷「ガイドに沿って歩いている」
警官「分で終わるから警察署にきてくれ」と言って、私を路地裏に連れて行こうとしました。  少し怪し

いと思って「時間が無い」といってまた私は大通りに戻りました。 私服警官は海外にいないそうですの
で注意されるとよいです。 

以上、大谷技研の海外展開とハノーバメッセの見どころについて説明しました。
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①海外で仕事をする時の語学はどうされていますか？ 社員に対する語学教育はどのようなお考えで
しょうか？

大坪さん：フランス人とは英語で実施、当社には米国に１０年住んでいた社員とスイスと米国に１２年
住んでいた社員がいますので、彼らを活用しています。 私は英会話を２年間行っています。  
教育用に英語の文献を購入しています。 きちっとした仕事の英語が話せるように教育していま
す。

石井さん：相手企業が韓国で韓国人は日本語の読み、書き、話、が出来ますので不自由ありません
でした。 私は１年半前位から韓国語の教室に通っています。 インドの方も韓国の方も英語が
出来ます。 万国共通の英語は必要だと思っております。 社員にはこれからビジネス英語が出
来る方を雇いたいと考えています。 

大谷さん：会社入った時にの試験がありましたが、その時と現在もほぼ同じ点数です。 英語を勉強

しましたが進歩していません。 ドイツとの交渉は英語で話すのですが、片言で色々なことを決め
てきました。 

今、中国にホームページを作り、一年前から中国語を勉強しています。 自分としては中国語の
方が英語より良い感じです。 社員に武漢大学卒の日本語ペラペラな中国人の主婦の方がいま
すので、その人に頼っています。 

デンマークは公用語の英語で通用します。 商談の時に通訳をつけると商談の通訳は難しく返っ
ていなかった方が相手の顔色や雰囲気を見ながら商談が出来よいと思います。 
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②外国で仕事をした時に文化の違いに対してどのような心構えで臨んでいますか？

大坪さん：日本の自慢できることを語れることだと思います。 自分は技術の何を持って来たかを自
分の言葉で話せることが重要です。  
フランスの方とは一般的なコミュニケーションに付き合って話すことが重要です。 

石井さん：今回の相手の韓国の人は日本に対して理解がありました。 政治の話はしません。 また、
インドの方も心配していた食事お酒は何ともありませんでした。 
ビジネスしている以上は固くやると付き合いづらくなり、柔らかい人が多いと思います。 

大谷さん：気を使っていただいている点は、対応している購買部長から、福島の人に関して、正式な
格式ばった英語でのメールが来ましたが訳せなく困っています。 日頃気を使っていられると感じ
ました。  通常は簡単な英語ですので分かります。 

海外事業展開事例研究会

パネルデスカッションモデレータ 猪狩惇夫



この会に当初からご参加下さっているダイヤ工芸様がベトナムに進出され、第一号受注品の生産を開
始されたそうです。この会に参加してのご意見をお伺いしたいと思います。

ダイヤ工芸の石塚社長：２００８年のリーマンショック前までは、大手企業からデジタル家電、カーナビ
などの下請けをしていまして順風満帆でしたが、その後注文が半減し活路を海外に求めました。 
これから営業するには世の中に無かったものを持って行くしかないと感じました。 
当社は成形品に印刷をする仕事をしていまして、多面体三角柱、四角柱、八角柱に印刷するのを
一発で出来る機械を研究して完成させました。 

社員全員に宿題を出して売り込むためのアイデアを考えてもらいました。 川崎市の物作りのオー
ディションで優秀賞をいただき新聞にとり上げられました。 

大手企業からの依頼で色を塗るではなく光に変えて印刷で一発で出来る機械を作成し、今までの
一発印刷と融合させて出荷したところ反響がありました。  大阪の大手電機メーカより、この機械
はよいが、海外で生産するメーカから購入するとの条件がありました。 この為、海外に出ざる得
ない悩みを持ったころに、海事研を知り参加しました。 

今までベトナム、インドで成功されている企業様や外地で長く勤められて現地の事情に精通された
方がおられて勇気をいただき、昨年の秋口から開始しました。 たまたま三男の嫁がベトマム人で
したのでそこで事業を展開する時に助けていただきました。 事業承継のために、また今後事業を
続けるに当たり海外展開を進めました。 今年の３月からベトナムに出ていき軌道に乗ってきまし
た。 ５月から大きな商談がきまして、大きな量をこなすことになり、日曜日も取れなくなってきまし
た。 今１５名の社員が今月中に３０名になる予定です。 
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③石塚社長： 海外との通貨の決済方法はどのようにされていますか？ 

大坪さん：ドイツの会社は世界的に子会社がある会社ですので、円で決済しています。
イタリアなどの会社はユーロになってしまいます。 円の希望を出していますが難しいです。
関税はフェデックスで処理できます。決算は円とユーロで分けていますので手間がかかります。 

石井さん：韓国とのビジネスは全部円建てにしてもらいました。 
ベンチャーでは為替リスクがおえないので、今度のインドも円建てでお願いする予定です。 

大谷さん：ドイツから輸入して支払はユーロで行っています。 

海外送金手数料は郵便局が比較的安いです。 ユーロは７年前１ユーロ１４０円でした。 そこか
ら１７０円まで上がり、リーマンショックで落ち始め１５０円に下がり、今は１００円位で追い風です。
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富士精機 藤野社長

色々な発想があり、技術力があるならば、それをどのように活かしていくのかを考えることが重要
と思います。 海外に出るばかりではありませんが、海外に出る環境が押し迫っている感じがしま
した。 

ユニカ株式会社  取締役海外営業部長

イスズに２１年間勤めていて、トラックの中身を知らないで海外でトラックを販売してきました。 円
高になり価格競争になってきました。 製品の知識が必要になり商品知識を付けてきました。 そ
の後で、営業のやり方、挨拶の仕方、交渉の仕方を習いました。 

希望退職に応募してユニカに移りました。 海外の展示会は勉強になります。 ユニカは中国の工
場からは米国へ、ユニカはベトナムからはヨーロッパに輸出しているその営業をしています。 

円高でも製品開発能力がある場合は日本に残ってもよいですが、製品開発能力が弱く価格競争
になる場合には海外に出るか、または海外に投資すると安くできます。   

プロトンコーポレイション 山一様 
弊社は水の電気分解を使って国内の家庭を中心に健康に良い水を販売しております。 
現在、ベトナム中国と商談があり使ってもらっておりますが価格の点で問題があります。 海外で
は大きな拠点に中心としておくため大型機械を中心に輸出しております。 

猪狩代表
海事研は、対応する国やご要望にあった専門支援チームを作って援助出来ます。
語学に関しましても対応出来ますので宜しくお願いいたします。

海外事業展開事例研究会
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本日のセミナー（第１部）はいかがでしたか？
大変参考になった３枚  参考になった９枚  どちらとも言えない １枚

高い評価を得ました 計１３枚

本日の基調講演事例発表パネルディスカッションについて意見をお書きください。
．興味を持った報告内容とその理由：
ヨーロッパにも中小企業が進出するチャンスやきっかけがあることを認識しました。
アジアではなくヨーロッパへの戦略。
講演企業の技術を興味深く聞き、勉強になりました。
大坪氏：会社と経験が上手く統合していた。新技術に挑戦する姿。価値のある製品には国境が無い。 
パリ航空ショウにおいてのアプローチこんなもの出来るとしたら何につかえますか？展示会でどうやっ
て相手の興味を引けるかは毎回悩みますので、参考になりました。  自社の強みを生かして戦略を
作ることで成功の道が開ける。
石井氏：面白い話題を紹介された。小企業でもアイデア一つで国際的な受注が出来る。アイデアとや
る気で海外展開は成功できる。
大谷氏：積極的な営業姿勢。

．内容についての感想と要望事項：
展示会を利用する戦略が開けた。
大谷氏：優れた技術であると思われた。
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発表に関して工夫すべき点：
講演中に受付の声が大きすぎて、聞き取りにくかった
多少声が届かなかった。講演者は時間を上手く使って欲しい。ダラダラとした説明は不要。
全般的にスクリーンの画面が暗く残念でした。
石井氏：売込みは特許に基く技術対価なのか？ 理解できない点があります。
３．今後の当セミナーで、どこの国・地域を取り上げたらよいと思いますか？  
１）国名（地域名）とその理由： （複数でも結構です）
ミャンマー３件   東南アジア件   
以下件  インド   インドネシア   ベトナム   バングラディッシュ   新興国
スペイン中南米、米国のスペイン語人口で約億人と大きな影響力がある     

２）どのような内容を希望しますか：
輸出事例     ●海外進出    ●戦略思想とビジネスの結びつき
自社製品の無い会社での海外展開
実際に海外に工場を設立した中小企業の事例
現地からの商品輸入の実例方法
新規海外進出した会社の実態と問題点
ミャンマーの最新情報、特に投資環境の情報
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４．今後のセミナーのテーマや当研究会の活動についてのご意見をお聞かせください。

受付で待たせないようにして下さい
グローバル人材育成

海外事業展開事例研究会

アンケート


