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清水化学 株式会社

本社（三原市）

■ 設 立 1970年

■ 所在地 広島県三原市木原4-5-1

■ 代表者 代表取締役 清水 秀樹

■ 資本金 2,000万円

■ 従業員 34名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.shimizuchemical.co.jp/

広範囲な用途に向けて
グルコマンナンの製造・販売
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健康・食品・飲料・化粧品・・・ますます広がる応用と

世界のパートナー企業との商品開発

300年以上もこんにゃくの製造に関わり、こんにゃくを知り尽くした企業である。こんにゃくに含まれる成

分「グルコマンナン」を、独自の技術により高純度で精製・抽出した製品は、幅広い食品や化粧品、化成

品などさまざまな用途で利用されている。高純度の食物繊維である「グルコマンナン」は、その独特の物

性から、高品質品の製造・加工が困難とされてきたが、同社は特殊な製法、及びその開発・管理体制に

より幅広い物性の製品を世の中に送り出している。

高純度グルコマンナン「プロボール®」

従来、欧米へのサプリメント用途が中心であったが、近

年は東欧諸国やアジア・オセアニアにも多数展開。特に、

世界的にも当社しか製造ができない技術による製品であ

る飲料用や化粧品用の特殊なグルコマンナンは、大きな

注目を集めている。昨今の健康志向の高まりにより、ノンカ

ロリー、かつ満足感・満腹感を与えられる食品として脚光

を浴びており、食品や健康志向の菓子類、飲料などへの

採用が大幅に増えている。

また、化粧品や化成品への応用についても積極的で、

国内のほか欧米の大手メーカーによる採用例も増えている。

国内工場だけではなく海外(台湾）にも独資による製造

拠点(1989年操業開始)を持ち、国内外のニーズに対応し

ている。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

グルコマンナン製品「レオレックス」

今後は、世界のトレンドを見据えた基礎研究開

発と、各国のニーズに対応するきめ細かな対応

がともに不可欠であると感じている。

飲料や健康志向食品についてはパートナー企

業との情報交換をより密に行い、食品や化粧品

用途では、着実な製品開発に加え、斬新なもの

の見方が必要とされる。

当社製品が採用された商品が社会に浸透する

ことで、現在以上に「世界の人の健康を支えるこ

とのできる会社」として社会に貢献できるよう、より

一層励んでいきたい。

（１）核となるスタッフの確保

台湾工場の設立当初は、現地調達した一

部の設備を除き、主に日本製の機械設備を

導入した。このため、日本製の機械設備に

慣れているスタッフを日本から派遣し、現

地のスタッフに対して技術指導を行ってい

た。国内工場と同一の製品品質を確保する

ため、現地で核となる人材を育成する必要

がある。幸い、現地の知り合いから良い人

材を紹介してもらうことができた。技術指

導の甲斐もあり、今では、日常稼働につい

ては現地のスタッフのみで運営できるよう

になっている。

（２）情報漏えいリスクへの対応

生産機能を海外に移すということは、企

業秘密である製造ノウハウが漏洩するリス

クに注意する必要がある。製法特許を取得

する、秘密保持契約を締結するなどのほか、

外部に情報を出さないように工夫している。

価格面での競争に巻き込まれないようにす

るには、自社独自の製造ノウハウを守り、

新技術・新商品を開発していくことが、よ

りいっそう重要になる。

今後の事業展開

当該企業の事例は、国内外のニーズにうまく対応している点が特長である。従来、グルコ

マンナンは、欧米へのサプリメント用途が中心であったが、近年は世界に需要が拡大してい

る。そこで、海外に製造拠点を設け、そうした需要に対応している。なお、同社が製造して

いる製品には、世界中で他社が製造できない製品もあるため、海外展開に当たっては、情

報漏えいリスクを 小限に抑えるよう取り組んでいる。自社にしか製造できない製品を有す

る他の企業が海外進出する場合は、同様に留意すべきである。
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藤井製帽 株式会社

本社・工場（尾道市）

■ 設 立 1976年

■ 所在地 広島県尾道市美ノ郷町三成2638番地

■ 代表者 代表取締役社長 垣根 良昭

■ 資本金 1,000万円

■ 従業員 35名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.fujiihat.com/

帽子・バッグの製造・販売
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中国でのビジネスを徐々に拡大

生産拠点から販売拠点に飛躍しつつある

当社は、布帛・ブレード・天然草・手編み等の多彩な原料と高度な加工技術によって、ファッショントレン

ドを追求した帽子ならびにバッグのOEM・ODM製造販売を行っている。

国内自社生産と海外生産を組み合わせる事で、小ロットから大ロットまで対応できる生産体制と自社

企画室も備えた提案型のメーカーである。

中国自社工場には常に日本人スタッフが常駐し、お客様からの細かな要求にも迅速に対応している。

特に品質管理については 重点項目に掲げ、中国と日本でのダブルチェックにより精度を高め、信用・

信頼において高い評価を頂いている。

さまざまな種類の帽子を製造・販売

1979年に初めて中国へ行き、中国の魅力や可能性を感

じたことがきっかけで、以後年一回現地視察。原材料の仕

入れから始まり、半製品、10年後には完成品を輸入するよ

うになった。2001年には、上海に事務所を設立。そして、

2003年独資で中国へ進出して寧波に自社工場を構えた。

現地に看板を掲げ、工員募集からスタート。工員の技術

指導と資材の調達を行うことが当時は難しかった。

現地販売に着手したのは、5年後の2008年。帽子メー

カーは閑散期があるため、中国市場の開拓に力を入れた。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

中国の工場

コスト以上にモノづくりに関わる人材に不安があ

るので、中国以外の第３国での生産も検討してい

る。これからの体制を想定して現地で経営管理

できる人材を育て、組織のスリム化、生産効率向

上、経費削減、少数精鋭を目指している。

そのような観点で考えるとミャンマーは、周辺国

の情勢も勘案して当業界は適していると判断して

いる。中国と比べてコスト面で優位であり、中国と

は全く違う仕事のやりやすさ、国民的な気質、文

化的な雰囲気に魅力を感じている。

中国は生産拠点としての魅力から市場としての

魅力が高まっており、生産拠点としてはミャンマー

などが優位になると考えている。

（１）ローカル市場に適した事業展開

帽子の売上高は、国内では景気停滞の影

響もあり減少傾向にある。大手メーカーは

中国市場に魅力を感じ進出しようとしてい

るが、帽子に関して言えば、消費意欲は日

本の方が高い。

当初日本のデザイン仕様で中国市場に参

入しようとしたが全く受け入れてもらえず、

中国のデザインを少しずつ入れて改良した。

現地での販売を考えるのであれば、ローカ

ル（中国）市場に適した製品にすることが

重要。

（２）経営者自らが現地へ赴く

中国に限らず、経済成長を続ける新興国

に進出した場合は、国の法令などの制度の

変更に振り回されることがある。いきなり

進出するのではなく、進出先の企業と取引

をするなどして慎重に取り組む必要がある。

そして進出後は、現地の実情に通じた経営

人材を育成することが重要である。そのた

めには、経営者が自ら現地へ赴き、指導や

育成を行う必要がある。実際当社の場合、

経営者は日本にいるよりも海外を飛び回る

日数の方が多い。

今後の事業展開

当該企業の事例は、中国でのビジネスが、ローカル市場の成長によって大きく変化しつつ

あることを示す好事例である。早くから中国市場に着目し、定期的な視察や進出地域の企

業との取引などを経て、事務所設立、工場設立へとステップアップしている。そして、現地

の生活水準が高まったことで、日本へ輸入するための生産拠点から徐々に中国国内での

販売を目的とした生産拠点へとシフトしつつある。その一方で、中国で起こりうるさまざまな

リスクに対応するため、次の進出先としてミャンマーに着目している。このことは、変化する

市場の動向を見据え、チャレンジを続けていくことの重要性を示唆している。
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フジ矢 株式会社

本社・工場（東大阪市）

■ 設 立 1923年

■ 所在地 大阪府東大阪市松原2-6-32

■ 代表者 代表取締役 野﨑 恭伸

■ 資本金 8,500万円

■ 従業員 78名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.fujiya-kk.com/

作業工具の製造
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さらなる販路拡大を視野に入れて

海外展開を行う国内トップシェア企業

1923年、大阪市で道本鉄工所を創業。その後、大阪ペンチ株式会社、フジ矢ペンチ株式会社への名

称変更を経て、1993年に現在のフジ矢株式会社に至る。ペンチ・ニッパを中心に、企画・開発・製造ま

で一貫して手掛ける作業工具メーカーであり、2000 年には業界初のISO 規格認証を取得した。製品の

90％は自社ブランドで、ペンチ・ニッパ類では国内シェアトップを誇る。

海外では、2007年にベトナムに100%製造子会社である現地法人「FUJIYA MANUFACTURING

VIETNAM CO.,LTD」を設立し、 2011年には貿易商社であるフジ矢インターナショナル株式会社を設立

している。

ベトナム新工場の内部

国内市場の縮小に対応した新しい市場の開拓と、職人

技術のグローバルな継承を視野に入れ、2007年ベトナム

に子会社を設立し、2008年にはレンタル工場で創業を開

始した。親日国であること、同社が以前からベトナム人研

修生を継続的に受け入れていたこと、会社設立が比較的

容易であったことなどが、ベトナムを選択した理由である。

主な販売先は親会社である同社であり、外注先、仕入

先、従業員、設備等を少しずつ増やしていきながら、３年

目には黒字を達成した。 2012年には新工場を設立した

ことで増産が可能になり、現地販売をスタートした。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

当該企業は、今後見込まれる国内需要の縮小に対応し、生産拠点の設置という形

態で海外に展開しているが、地域の選定にあたって、現地の政情や事業環境に加え、

以前から継続的に受け入れを行い、技術を継承してきたベトナム人研修生を活用す

る場という視点が特徴的である。また、海外に進出することにより、さらに積極的

な営業戦略や購買戦略の展開が可能になっており、今後が期待される。

同社のペンチ・ニッパ

ベトナムに進出したことでコスト競争力のある製

品が生産可能になり、営業戦略の選択肢が増え

た。また、ベトナムで仕入先を開拓することにより

購買戦略の選択肢が増え、また日系企業との情

報交換を初めとする情報収集力が向上したこと

で、新たな海外販売のネットワークができた。今

後は、成長市場であるベトナム国内での販売を

増加させるとともに、ベトナムから他国に直接輸

出を行うことも検討している。

グローバルな視点で「ものづくり」にこだわり、ま

ずは東南アジア市場でフジ矢ブランドを確立して

日本に続く第二の収益基盤へ飛躍させ、将来的

には世界で勝負できるメーカーになることを目指

している。

（１）従業員のロイヤリティ向上

ベトナムでは若い労働力を豊富に確保す

ることができ、フジ矢ベトナムにおける従

業員の平均年齢も25.5歳である。また、

識字率は95％と高く、手先が器用で性格

もおだやかな人が多い。一方で、離職率は

高く、就職してもすぐに辞めてしまうケー

スが多い。そのため、慰安旅行の実施やお

誕生日会の開催、おいしい昼食の提供など、

従業員に対するきめ細かな配慮を行うこと

で、従業員のロイヤリティ向上を促し、離

職率を下げる努力をしている。

（２）投資を早期に回収するための仕組み

投資をできるだけ早期に回収するため、

現地法人の資本金を極力抑えて、親会社と

短期の親子ローンを活用している。ベトナ

ムでは、親子ローンを利用する際の資本金

の制約が設けられておらず、また、短期の

場合は手続きも簡単である。

（３）現地での販売は代理店を活用

昨年から現地での直接販売を始めたが、

現地の販売先からの代金回収には難しい面

があるため、現状では現地に販売代理店を

設置し、そこから販売を行っている。

今後の事業展開
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株式会社 産機

本社・工場（松江市）

■ 設 立 1967年

■ 所在地 島根県松江市矢田町250-33

■ 代表者 代表取締役 野元 利實

■ 資本金 2,500万円

■ 従業員 50名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www2.crosstalk.or.jp/sanki/

各種クレーンの設計･製作･施工

File04

グローバルな視点で海外メーカーとも資本提携

～異文化を乗り越えて～

当社は機械工場、造船所、鉄鋼メーカー向け産業用クレーンの設計･製造メーカーで、その他自動搬

送設備等、産業用機械器具の製作･販売･据付加工を手がけている。

近年国内においては取引先の増産における設備新設、増設の動きは見られず、老朽化した既存設備

の更新に係る受注の比率が高くなっている。ところが、海外では日系の鉄鋼メーカーをはじめとして旺盛

な新規の設備投資需要があり、設備増産にかかる受注がある。

インドネシア工場

2007年頃から日系重機メーカーの在インドネシア工場向

けに部品の輸出を手がけていたが、製品設計や技術指導

を行っていたことがきっかけでインドネシアへ進出。2011

年に現地法人を設立し、2012年に本格稼動した。

販売先は現地日系企業や地元企業である。規格･品質

は日本製と同レベルを要求されているため、部品を海外

メーカーから輸入してコストを削減し、価格は日本製より低

く設定して外資と競争できるようにした。クレーンの製造

メーカーとしては日系初の工場建設であり、受注も堅調で

ある。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

当社の主力製品（天井クレーン）

インドネシアに工場を設立したのは、巨大な人口

を有することと、今後も引き続き高い経済成長が

期待できることが背景にある。タイ・ベトナムへの進

出も検討したが、日系メーカーが進出済みで競合

する可能性があり、日系メーカー同士で競合する

ことが少ないインドネシアにした。

経済成長が見込めるアジアマーケットには、商機

があり魅力的である。将来的には、インドネシアを

拠点にベトナムやミャンマーへの輸出や分工場の

設立等、ASEAN諸国を中心に市場開拓を進めて

いきたいと考えている。

（１）パートナーの確保

従来から海外展開の相談をしていた現地

の商社や取引関係のある企業と組むことで、

海外工場をスムーズに立ち上げることがで

き、また、販売先を確保することができた。

さらに、現地での営業力がある日系大手

メーカーの代理店と組み、部品調達先とし

て関係のあった海外メーカーと資本提携を

した。従来から関係を持っている先をパー

トナーとすることで、海外展開のリスクを

減らすことができる。

（２）現地で即決できるよう経営者を配置

操業の準備に当たっては、建築資材や建

設機械の不足、雨季、ラマダン（断食月）、

正月休暇などの課題があり、予定通りに物

事を進めることは至難の業である。現地で

即座に判断できる体制がなければ、都度日

本の本社にお伺いを立てる必要がある。そ

のようなことをしていては、スケジュール

は遅れる一方である。そこで、操業準備期

間中は経営者が現地に常駐し、即決できる

体制としていた。

今後の事業展開

当該企業の事例は、縮小する国内需要に対応するため、従来の取引先である日系メー

カーが進出している地域へ自らも進出するというケースである。しかしながら、同業他社も

同じような戦略で海外へ進出しているため、同社は「同業他社が進出していない」点を進出

先選定のポイントとしている。また、進出先でのパートナー確保や工場の操業準備期には経

営者が現地に常駐するといったことは、現地でのビジネスをスムーズに立ち上げる方法とし

て有効である。同じような環境に置かれている企業は多いはずであり、同社のこのような対

応は他社にとっても大いに参考になるはずである。

08



09

大晃機械工業 株式会社

本社・工場（熊毛郡田布施町）

■ 設 立 1956年

■ 所在地 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施209-1

■ 代表者 代表取締役社長 木村 晃一

■ 資本金 5,520.1万円

■ 従業員 国内390名・海外600名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.taiko-kk.com/

舶用ポンプの製造で世界トップシェア

File05

1956年、田布施町の工場誘致第1号として設立。船舶用ポンプの製造では世界トップのシェアを誇る。

現状では、船舶用ポンプの売上が全体の約65％を占めているが、近年では、液晶テレビや太陽光パネ

ルを製造する過程で必要となる真空ポンプの製造も増加している。

船舶用・陸上用などを合わせた同社の製品は7,000種類以上となり、幅広いラインナップによりポンプ

の優位性を高めている。船舶内部には燃料油や潤滑油、汚水処理など多種多様なポンプが用いられ

ているが、船舶一隻に必要なポンプをすべて供給することができるのは世界でも同社しかない。

1995年設立の山東章晃機械工業有限公司

同社の海外展開は、日本企業の中国などへの進出が本

格化する以前から積極的に取り組まれてきた。1986年の

中国現地企業への技術供与を契機として、1995年から現

在まで合弁企業を４社設立。長年にわたる技術協力と合

弁会社の運営を通じて、中国における工場管理の方法や

ビジネスの考え方、人脈の重要性などを学んだ。

そうした実績を踏まえ、2001年から現在までに独資企業

を２社設立した。今では、合弁、独資合わせて中国国内に

６拠点、台湾や韓国にサービス機能などを担う拠点を開設、

オランダにも関係会社がある。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況

現地習慣を尊重した海外拠点づくりに成功

技術蓄積を進め新たな海外戦略を描く



海外展開における課題と対応

当該企業は、海外企業との技術協力から合弁会社の設立を経て、独資による拠点開設

に至るという確実に海外展開を成功させてきたケースである。それぞれのステップを踏む

中で、現地の習慣や考え方を尊重しながら拠点づくりを進めることの重要性を示唆するも

のといえる。同社製品は、環境浄化の分野においても強みを発揮しており、成長著しい中

国をはじめ世界各国でその需要がますます高まるものと見込まれる。海外製造拠点におけ

る技術の蓄積により、さらなる展開を図ろうとする同社の取り組みに今後とも目が離せない。

同社の横型・内装軸受式歯車ポンプ

新規拠点としては、マレーシアに東南アジア市

場を統括する販売拠点を2013年3月に開設する

予定。顧客ニーズを直接かつ適時的に把握して

適な製品開発につなげる戦略である。

また、同社主力の舶用製品を製造する青島の独

資企業では、これまで日本へ一度、半製品・部品

を送り、日本で製品化し送っていたが、技術の蓄

積と管理体制の整備を進め、2012年より、現地か

ら納入先へ直送する取り組みが一部始まっている。

ただ、顧客の要望に応じたスペックを選定すると

いったオペレーションができる段階にはまだ至って

いない。近い将来に、日本と同等の役務提供が可

能となり、中国現地から直送される体制の実現を

目指している。

（１）通訳の役割を担う人材の重要性

現地工場の設立当初は、通訳を介した現

場ワーカーへの指示が的確に伝わらないこ

とも少なくなかった。会社の思いを間違い

なく現地従業員に伝えるためには、通訳の

役割を担う外国人の人材自身が、会社に貢

献するというモチベーションを高く持って

対応できるように教育することがポイント

となる。さらに、そうした人材が現地マネ

ジメントもできるようになれば海外展開を

成功させる大きな要因となる。

（２）海外拠点設立当初のエピソード

初めて海外拠点を設置した1995年当時

は、中国側の受け入れ態勢も未整備で、事

務的な手続きは非常に苦慮した。また、今

でこそないが、当時は、トイレットペー

パーや日本製の工具が無くなるなど日本で

は考えられないことも多かった。

当時の山東料理が日本人の口に合わず、

料理人に日本料理を教えるということも

あった。現地に駐在する社員にとっては、

仕事と生活のバランスが重要であり、そう

した基本的な生活面の充実についても海外

に進出する上では配慮が必要である。

今後の事業展開
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セムコ 株式会社

本社・工場（広島市）

■ 設 立 1982年

■ 所在地 広島県広島市佐伯区五日市町上河内1609-3

■ 代表者 取締役社長 木本 忠夫

■ 資本金 3,000万円

■ 従業員 67名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.semco.jp/

プラスチック成型関連機器の製造

File06

成長する海外の市場へ積極的に展開

次のターゲットを見据えて戦略的に行動

1982年、産業機電株式会社を設立（2009年にセムコ株式会社へ社名変更）。海外では、2005年中国

に張家港賽姆考機電有限公司を設立している。

混合機を初めプラスチック成型に関連する様々な機器を製造。レジ袋等包装フィルム加工機も製造し

ている。これまで使用されていなかった中国でレジ袋が使われ始めるようになり、大きな需要が生まれて

いる。そして、中国だけでなく東南アジアの国々においても、これまで需要のなかった製品の急成長が

見込まれている。

中国工場

中国工場は独資により設立した。国内より小規模ではあ

るが、国内と同じような製品を製造している。当初は中国

にて安価で製造した製品を国内に逆輸入していたが、現

在では時代の流れに対応して、中国で製造したものを現

地の日系企業を中心に販売している。

中国国内での需要は急速に伸びているが、その中国市

場を狙って世界各国から企業が進出するとともに、地元企

業も市場へ参入しており、激しい競争が行われている。し

かしながら、国内需要は縮小しており、成長する海外市場

を獲得する必要性がある。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

混合機

中国は生活水準向上に伴い生産コストも上昇し

ているため、コスト削減を目的とした中国への進

出はますます困難になると考えられる。外交・政

治面でのリスクや、法制度の急な変更などのリス

クを不安視する経営者は少なくない。

そこで、中国の次にターゲットとなる市場はAS

EANである。自社の企業規模を考えると、ASEA

Nに進出するには時期尚早ではないかという思い

もあったが、早めにASEANへの展開を進める必

要性を感じ、タイに現地事務所を設立した。ASE

AN各国の貿易は互いにほぼ無関税のため、タイ

を拠点として周辺国に展開することが可能である。

（１）人材の確保

海外進出で特に苦労した点は、日本から

現地に派遣する人材の問題である。語学力

の問題だけではなく、積極的に海外へ出よ

うという人材を確保するのが難しくなって

いる。海外の企業と取引するには、外国語

の分かる人材と技術の分かる人材が必要で

ある。

また、現地の工場における現地採用のマ

ネージャーの確保も重要である。これも容

易ではない。中小企業が海外展開する際に

は、国内・現地の両方での人材確保がポイ

ントである。

（２）海外展開の必要性

現地の人件費は安価であるが、原材料価

格はどこであっても大きく変わらない。そ

れでも海外に進出するのは、日本市場の縮

小により海外マーケットを取り込むことが

必要だからである。日本の中小企業も、国

内だけでなく世界で製品を販売しようとす

る姿勢が必要となっている。日本企業には

世界で通用する十分な技術力を持っており、

それを活かすことが重要。

今後の事業展開

当該企業は、縮小する国内需要に対応するため、経済成長を続けて、拡大する海外市

場への展開を進めている内需型企業の典型的な事例といえる。その海外市場も激しく変化

しており、コスト削減を目的とした中国への進出は難しくなっており、次のターゲットとして

ASEANがクローズアップされている。同社では、ASEANの域内貿易の低関税制度の活用

を見越して、タイに事務所を設置している。このように、変化する海外市場の動きに柔軟に

対応し、次の成長市場を取り込めるように戦略的に行動することが、中小企業においても海

外ビジネスに取り組む上では重要である。
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株式会社 大和テクノシステムズ

本社・工場（町田市）

■ 設 立 1967年

■ 所在地 東京都町田市玉川学園4-24-24

■ 代表者 代表取締役 渡邊 正範

■ 資本金 5,010万円

■ 従業員 本社工場33名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.daiwatechno.co.jp/

電子顕微鏡用部品の設計開発や特殊加工

File07

1967年、東京都港区芝浜松町にてフィラメント製造メーカーとして創業。その後、東京都町田市本町

田にて大和電子工業株式会社町田研究所創設。1983年に現在の場所に本社を移転。以来研究開発

や製造は本社で行っている。1989年に水戸営業所を開設。

主な事業として、電子顕微鏡や半導体検査装置の心臓部となるフィラメントやアパーチャープレートな

どの設計開発や特殊加工を行う。また、試料台や微細加工、メンテナンスも手がけている。今日の半導

体や機械加工、医療や食品などの 先端産業の発展においてはナノレベルの画像が必要であり、当社

の技術はナノテクノロジーの発展に大きな役割を担っている。

マイクロメートルレベルの超微細穴加工技術

（左：加工前 → 右：加工後）

フィラメントやアパーチャープレートは、国内販売だけで

なく、アメリカやヨーロッパのユーザーとも技術的なやり取り

を通じて直接販売を行っている。特に、技術者レベルで直

接打ち合わせができるよう人材育成を進めており、顧客の

ニーズにあった提案ができる体制を作っている。

電子顕微鏡業界の主要プレーヤーは日本とヨーロッパの

メーカーで、中でも日本企業のシェアが高く７割を占めて

いる。当社はほとんどの国内メーカーに納入実績があるこ

とから、同社製品の世界シェアも約７割を占めている。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況

世界最小の穴加工を始めとする独自技術で

電子顕微鏡用部品で世界トップシェアを誇る



海外展開における課題と対応

当該企業は、ユーロ危機や国内メーカーの空洞化の影響も受けながら、技術力を磨き、

提案力を高めてきた。それにより、他社製品と差異化することができ、高いシェアを獲得し

ている。また、高品質の材料を調達し、製品開発を進めていること、大学等との連携による

製品の研究開発を進めていることも、自社の高い競争力につながっているといえる。今後

は、積極的な人材育成により、提案型の営業を進め、さらに積極的な海外事業を展開する

ことが期待される。

フィラメント各種（下段は拡大写真）

今後、海外展開は大きな課題であると認識して

いる。技術面のすり合わせも必要である。

電子顕微鏡のニーズは拡大している。自社で分

析するために電子顕微鏡を求める企業も増えてい

る。当社は市場ニーズにあった 先端技術の部品

を作りたいと考えている。

また、事業を継続する上で、人材はとても大切

である。特に技術がわかる人材が必要である。海

外展開を行う上でも技術者のレベルアップが必要

であると認識しており、社内研修と外部研修を進

めている。

（１）提案力や技術力を磨くことが必要

特化した商品、特化した技術は追随され

にくい。提案力を磨き、それが洗練されて

他社が追随できないものになれば、特許に

繋がりノウハウになる。

顧客から依頼があった際、技術力を背景

に顧客の立場に立った提案ができなければ

いけない。当社では、海外の企業との取引

では商社が間に入ることはあるが、技術者

レベルでは直接打合せを行っている。

（２）高品質で信頼できる材料を調達

どこでも調達できるような材料は扱わな

い。フィラメントの材料となるタングステ

ンの調達先は、独自のネットワークによる

ものである。

高品質の材料のおかげで、製品も高精度

のものができあがる。良質の材料を調達で

きていることが、当社の競争力につながっ

ている。

（３）大学等の研究機関との連携

主に電子顕微鏡を利用する大学の教授と

コンタクトをとっている。ユーザー目線か

ら、製品開発のアドバイスやニーズをも

らっている。

今後の事業展開
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髙橋金属 株式会社

本社・工場（長浜市）

■ 設 立 1958年

■ 所在地 滋賀県長浜市細江町864-4

■ 代表者 代表取締役社長 髙橋 康之

■ 資本金 9,832.5万円

■ 従業員 220名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.takahasi-k.co.jp/

精密金属プレス部品等の製造

File08

独自の商品開発で大企業の下請けを脱し

海外拠点で生産・販売を行う

1940年に鈑金業として創業し、金属塑性加工技術力を基盤にして、大手企業向けの各種精密機械

部品製造からユニット組立品製作、組立完成品製作へと業容を拡大してきた。特に、有機溶剤を使用

しない水系無公害型の電解イオン水洗浄機システムについて、独自の技術開発で業界初の商品開発

化に成功。国内はもとより中国にも生産拠点を設け、販売を行っている。地球環境保全にマッチした商

品として業界から注目を浴びている。

金属加工部品の製造においては精密金型の設計･製作、精密プレス加工、精密鈑金加工、パイピン

グ加工の先端技術を有しており、組立までの一貫生産や多業種の分野で対応が可能である。

環境問題に取り組む中で「洗浄」という分野に注目し、水系洗浄機を中心とし、炭化水素洗浄機、溶

剤洗浄機の製作を行い、「洗浄」のエキスパートを目指す。部品加工の内製化による納期短縮と品質向

上を実現し、特殊機のオーダーメイド対応可能が特徴である。

蘇州にある生産工場

2004年中国へ進出し、上海に「高橋金属貿易（上海）有

限公司」及び事務所を開設し、翌2005年江蘇省に独資で

「高橋金属制品（蘇州）有限公司」を設立。中国では本社

の主力である金属加工ではなく、電解イオン水洗浄シス

テムの製造と販売を主力としている。2010年に現地法人

である「タイ髙橋金属」を開設。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応
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イオン水洗浄機「TIWS」

金属塑性加工技術の尚一層の高度化により、

精密機械部品及び自動車産業分野での市場開

拓を図っていく。環境に優しい電解イオン水洗浄

機システムについては、市場での普及を推進し、

事業の拡大を図る。また、それらの事業展開を推

進することにより、目標である市場創造型企業を

目指していく。今後は東莞（中国）での拠点設立

も検討しており、将来的に工場を建設し、内陸部

進出の拠点としての成長を期待している。

「水だけでの洗浄」にこだわり、先駆者としての

自覚のもと、後発のメーカー等に負けない高品質

な製品を今後も作り続けていく。

（１）水環境問題への対応

中国や東南アジアでは、工業化により栄

養物質が湖沼に流れ込む「富栄養化」が進

み、そのためのインフラ整備が間に合わず、

適切な排水処理ができないところがある。

そのため、「水だけで洗浄できる」洗浄シ

ステムを開発し、溶剤･洗剤を使用せず、

水道水を電気分解して得られるアルカリイ

オン水だけで洗浄が可能になった。

（２）コア技術を守る

海外では、界面活性剤や溶剤を使用する

各種洗浄機製造・販売している。以前は、

現地に製品を送っていたが、分解と輸送、

組立、関税等の費用がかかることから、現

地で生産することになった。しかし、コア

技術を守るため、電解イオン水洗浄機

「TIWS」については、現在のところ、現

地生産は行っていない。

（３）オーダーメイドにこだわる

自分たちでオリジナル商品を開発するこ

とを経営方針としている。特に、汎用化に

よる価格下落を防ぐため、オーダーメイド

によって高付加価値の製品を作ることにこ

だわっている。

今後の事業展開

当該企業の成功要因は、環境問題に取り組む中で「洗浄」という分野に注目し、独自の

技術開発で業界初の電解イオン水洗浄機システムの商品開発に成功したことにある。独

自の製品をもって、海外に進出し、中国やタイで生産拠点を設けて販売活動を行っている。

また、大手企業の下請けから脱却し、市場創造型の企業として、自分たちでオリジナル商

品を開発することを経営方針としている。汎用化による価格下落を防ぐため、オーダーメイド

にこだわり、特許で技術を守っている。
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北陽電機 株式会社

豊中事業所

■ 設 立 1946年

■ 所在地 大阪府大阪市中央区常磐町2-2-5

■ 代表者 代表取締役社長 尾崎 仁志

■ 資本金 5,000万円

■ 従業員 175名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.hokuyo-aut.co.jp/

移動ロボット用センサの製造

File09

センサ技術をベースに移動ロボット用に測域

（距離）センサを開発し、海外新市場を開拓。

1946年、自動制御装置を中心とした電機関連商品の販売を開始。1956年には、電気式自動ドアを発

売。このように、オートメーションという言葉がまだ一般に普及する以前から自動制御を手がけ、顧客の

ニーズに応えていろいろな産業分野に役立つオンリーワンの商品を創出してきた。その後も、新たな製

品の開発を進め、2004年には測域センサを発売。2005年の愛・地球博に出展されたロボットの多くに搭

載された。同センサは「今年のロボット大賞2006優秀賞」を獲得。これまでに、累計1万台以上を販売す

るヒット商品となった。そして2011年には、パナソニックの工場跡地に豊中事業所を開設した。

ヒット商品となった測域センサ

これまで販売代理店を活用して、海外へ販路を拡大し

てきた。代理店を有するのは、台湾、マレーシア、北米、イ

ギリスである。そして2009年には、北米にテクニカルレッ

プ（ソリューション提案から技術サポートまでを担当）を設

置し、2010年には、同社が100％出資する現地法人「ホク

ヨー・コリア（韓国）」を設立。北米市場を開拓するために、

公的機関（大阪市外郭団体）のサポートも得ながら海外の

展示会への出展も行っている。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

当該企業の事例は、まず優位性のある独自ブランドの製品を開発することに成功してい

る点に特徴がある。それらを国内で販売し、製品力やブランド力を高め、次に日本企業の

海外展開や海外市場の成長に合わせて販売代理店を活用する形で、海外市場に進出す

るという自社の成功パターンを有している。そして現在は、成功パターンの上を行く次の段

階に達している。グローバル化を進めるために、自社で現地法人を設立したり、自社で海

外に拠点を設置するなどしている。国内市場で鍛えられた強い製品力を武器に、グローバ

ル化を進める同社の次の一手にも注目したい。

海外展示会への出展

2011年には、「グローバル化への挑戦」と題した５

年間の中期経営計画を策定し、北米を海外展開

を行ううえでの戦略的地域とした。高機能・高品質

がセールスポイントである同社の製品の認知度を

高め、販路拡大を目的に展示会への出展を行っ

た。展示会への出展は、周到な準備が功を奏し、

78社と商談することができた。商談の結果、具体

的なニーズを収集することもでき、消費者向けロ

ボットなどの家電市場、自動ドア市場、電気自動車

市場など、さまざまな市場分野への展開の可能性

があることがわかった。中計に掲げるグローバル化

への挑戦の礎を築くことができ、今後の事業展開

に自信を得ることができた。

（１）販売代理店網の活用

従来の生産設備向け光センサは、製造業

の生産拠点の海外シフトに対応し、韓国、

台湾、北米、イギリス、マレーシアに順次

販売代理店網を拡大させることで、現地で

の営業力を強化した。

（２）学会を利用し、代理店の意識を改革

ところが、サービスロボット向け測域セ

ンサは研究分野でブレイクしたので、従来

のセンサの販売とは勝手が違った。製品の

良さは、発売して半年後には世界中に認め

られた。2005年のロボットの国際競技

（レスキュー部門）では、海外の大学チー

ムが当社のセンサを搭載したロボットで出

場していた。ただし、海外の販売代理店は、

大学への販売実績や技術サポート力が不足

し、大学や研究機関向けの販売に消極的

だった。

そこで当社の全面的な支援により、学会

の機器展示会への出展、技術発表を積極的

に実施した。来場者の反応を目の当たりに

して、現地の代理店の意識も変わった。ま

た、最も多くのユーザーが存在する北米に

テクニカルレップを置くことで、さらに売

上を伸ばすことができた。

今後の事業展開
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株式会社 電子制御国際

本社・工場（羽村市）

■ 設 立 1968年

■ 所在地 東京都羽村市神明台3-33-6

■ 代表者 代表取締役 山本 俊和

■ 資本金 5,000万円

■ 従業員 本社工場32名・上海事務所工場17名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ecginc.co.jp/

巻線試験機など計測機器の開発製造

File10

1968年、東京都福生市で創業。1969年、株式会社電子制御グループ設立。2002年、株式会社電子

制御国際に社名変更した。海外では、1996年、中国上海市に上海依希奇電子有限公司を設立。

主力商品は巻線試験機。巻線試験機とは、モーターや小型・薄型コイルの絶縁試験等に用いる検査

機器であり、家電メーカーや自動車メーカーに販売されている。エアコンのコンプレッサーや液晶TVのト

ランスのほか、特に厳しい品質基準が求められる車載用モーターにも巻線試験機が用いられており、コ

イルを用いた多くの電子部品の検査に欠かせないものとなっている。

中国上海市にある現地事業所内

同社の巻線試験機は、国内販売だけでなく、積極的な

海外販路の開拓をはじめ商社や提携企業を通じた海外

販売により、各国企業に多くの納入実績がある。

近年の国内製造業の海外進出に伴い海外売上の比率

は高まっており、現在では売上の約40％が商社経由を含

めた海外販売であるが、国内販売であっても多くは海外

で使用されていることから、同社製品の大半は海外で使

用されていることとなる。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況

短サイクルの電子部品に対応した

迅速な製品開発により世界トップシェアを誇る



海外展開における課題と対応

当該企業は、海外需要の高まりにいち早く対応して積極的な販路開拓を進めるとともに、

入れ替わりの激しい電子部品のトレンドに迅速に対応した高精度の試験機を製造開発する

ことにより、成功を収めてきた。大学等との連携による研究開発にも余念がなく、他社の追

随を許さない製品開発により、世界のトップシェアを誇っている。今後は、同社のような特殊

な技術に対する顧客の理解を深めるため、製品の重要性や魅力を訴求する提案型販売ス

タイルにより、さらに進化・拡大したグローバルな事業展開が期待される。

同社のインパルス巻線試験機

今後の海外展開におけるターゲットは、劇的な経

済成長が期待される東南アジアやインドであり、今

後の更なる需要増加が見込まれている。

また、 近飛躍的に普及しているスマートフォン

やタブレット端末には、チップインダクターという電

子チップ部品が1台あたり20個程度使われている

が、端末の小型化やバッテリーの長時間化などか

ら、絶縁試験の必要性が高まっている。同社では、

このニーズにいち早く着目し、チップインダクターの

絶縁不良を試験する専用装置を開発した。世界

のスマートフォン需要はますます拡大することが予

測されており、チップインダクターの試験装置は今

後同社の主力製品になるものと考えられている。

（１）急激な潮流に合わせた製品開発

巻線試験機の海外での需要が高まるなか、

同社が積極的に海外展開を図ったことに対

し、製品が模倣されることを懸念して海外

進出を躊躇する他社企業もあった。

確かに、中国などでは性能の劣る安価な

模造品が出回ることもあったが、模造品を

製造する企業は互いに低価格競争を行い、

次第に淘汰されていった。

スマートフォン用のチップインダクター

が増加する一方で、ハードディスク用モー

ターは減少するなど、電子部品の盛衰は急

激である。同社では、こうした製品のトレ

ンドに対して機動的な製品開発を行うこと

で、世界トップシェアを維持し続けている。

（２）提案型販売スタイルが今後の鍵

海外企業で販売に力を入れるところは多

いが、電子部品を検査するという意識が希

薄である。また、絶縁試験に関する明確な

基準や制度があるわけでもない。このため、

販売先に対して電子部品の検査の重要性を

理解してもらう提案型の販売スタイルを確

立することが今後の鍵となる。

今後の事業展開
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ナカシマプロペラ株式会社

本社・工場（岡山市）

■ 設 立 2008年

■ 所在地 岡山県岡山市東区上道北方688-1

■ 代表者 代表取締役社長 中島 基善

■ 資本金 1億円

■ 従業員 407名（グループ従業員数 約1,200名）

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.nakashima.co.jp/

船舶用推進機器等の製造・販売

File11

世界トップシェアの船舶用プロペラメーカー

海外展開に必要なノウハウを蓄積

1926年、中島善一が岡山市で中島鋳造所を創業し、銅合金鋳物の製造を開始。その後、漁船用プロ

ペラの製造を始める。1938年合名会社中島鋳造所として法人組織化、1948年中島鋳工業株式会社に

改組、1967年ナカシマプロペラ株式会社に社名変更。2008年ナカシマホールディングスを核としグルー

プ再編。メディカル事業部を分社化。

固定ピッチプロペラが主力製品であり、大形（6ｍ以上）、中形（2～6ｍ）、小形（2ｍ未満）と区分して

いる。他、可変ピッチプロペラ、電気推進システム、スラスタ等の補助推進器、舵等を製造・販売。

世界で唯一の総合船舶用プロペラメーカーであり、大小さまざまなサイズのプロペラを取り扱い、推進

装置等も手がけているのは当社のみ。大形のシェアは国内70%、世界30%。海外販売比率は、大形は

60%に達する。

ナカシマベトナムDinhvu工場

海外展開としては、2005年にベトナムに初の海外現地法人を

設立。2007年にはベトナム工場を稼動させ、2009年には第2工

場完成。2011年にシンガポールに販社を設立。

ベトナムでの海外生産開始が本格的な海外展開のスタートで

あり、現在ベトナムとフィリピンでは、3m程度までの比較的小さな

プロペラを生産しているが、今後はもう少し大きなものの生産も

予定している。

シンガポールの販社は、経済成長著しい東南アジアを主とし、

海外マーケットでの受注・販売・マーケティング・アフターサービ

スを行っている。将来は、海外事業の中核拠点としていく方針。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

船舶用大形プロペラ

近いうちに全世界に販売網を築く予定である。

東アジア･東南アジア地域ではシンガポールの販

社を中心に独自に展開するが、他地域はディストリ

ビュータ（販売代理店）を使って教育しながら展開

していく。

シンガポールの販社は、将来、海外事業のヘッド

オフィスとしたい。製造拠点としては、フィリピン・ベ

トナムの生産能力を拡大させていく。このような急

速な海外展開に伴い、グローバル人材の育成も急

務となっている。2010年に当社主催で初の推進機

器の国際シンポジウムを実施したことをきっかけに、

社員による海外での技術セミナーを開催し、経験

を積ませたり、社内での語学研修等も実施してい

る。

（１）社内に海外支援チームを設置

中小企業の海外展開は、労務管理を含め

て難しい面がある。ベトナムへの進出当初

は、現地の雇用法令や従業員の労働に対す

る意識等、日本との違いに苦労した。社内

に専任の海外支援チームを設置したり、現

地へ出張し、指導する等、現地との交流に

も力を入れた。

（２）熟練技能者からの技能伝承が重要

技能伝承は、国内･海外共に永遠の課題で

ある。職人による仕上げの技能等は、人に

よって素人が見ても違いが分かるほど差が

生じる。熟練技能者は技術面では優れてい

るが、職人気質が強く、口数が少なく、手

とり足とり若手を指導することは多くない。

しかし、当社は離職者が少なく、若手と熟

練職人が、長期にわたりペアで作業するこ

とにより、技能を伝承していっている。海

外の事業所へもこの職人の技能を伝承する

ことが重要である。

今後の事業展開

当該企業は、船舶用プロペラメーカーとして、世界トップシェアを誇る。プロペラの中でも

大形の製品の海外販売比率は60％で、海外とのビジネスを幅広く手がけている。近年は、

工場、販売会社を東南アジアに設置し、さらなるグローバル化を推進しているところである。

そうした同社にとっても海外展開には、２つの課題があるという。これは、国内における多く

の企業に共通する経営課題であるが、タイムリーな現地情報の収集と熟練技能者の技能

伝承である。同社は国内で蓄積したノウハウを海外拠点においても適用することで、海外

事業を伸ばしている。
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株式会社 グリーンプラス

本社（下関市）

■ 設 立 2000年

■ 所在地 山口県下関市王司上町1丁目7-20

■ 代表者 代表取締役 加藤 功

■ 資本金 １,000万円

■ 従業員 5名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.greenplus.jp/

ガラスコーティング剤の製造・販売

File12

自社開発製品の販売・施工を国内外で展開

東南アジアの経済成長に連れて、売上が拡大

同社は、車などのガラス（無機系）をコーティングすることによりガラス表面がミクロの鏡面状・撥水被膜

に生まれ変わり、簡単な水洗い又は拭くだけで長期にわたって透明度の高い新品ガラス同様の輝きを

維持できる商品を自社開発した。そして、その商品の販売及び施工代理店を全国及び海外にまで展

開している。そのほかには、他社製品（多機能特殊ポリマーモルタルセメント）の地域代理店として、材

料の販売工事施工を行っている。また、酸化チタン光触媒技術を利用した他社の環境浄化装置の代理

店として、販売を行っている。

海外での技術指導（研修）・デモ施工

海外進出のきっかけは、ジェトロからの打診である。ジェ

トロのサポートを受けて、進出を進めていった。

現在、自社開発製品に関して、台湾･マレーシア･シンガ

ポール･中国（上海）で販売と施工をしている。タイとベトナ

ムではデモ施工を行っており、今後の進出に結びつく可

能性がある。

また、台湾にある洗車業の専門企業の売上の中で、当

社開発製品が約4割を占めている。台湾では急激に車社

会になり光化学スモッグが生じており、当社の製品が自動

車運転の安全に寄与している。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

自社開発製品「GPコート」商品内訳

自社開発製品を日本国内でさらに幅広く展開

することも考えているが、国内には規制が多くな

かなか難しい。過去にスーパーから出店を要請さ

れたが、製品がアルコールを含んでいるため危

険物としての取り扱いが必要となり、さまざまな規

制への対応が求められ、出店をあきらめたことが

ある。

そのため、海外への展開には力を入れている。

台湾に続いてマレーシアに進出したが、マレーシ

アは人口が多く、売上も伸びている。今後はイン

ドネシアやベトナムに展開する可能性がある。

加えて、ビルのメンテナンス用途として海外から

の引き合いもあり、大きな事業に育つ可能性があ

る。

（１）類似製品・類似サービスへの対応

製品の製造に関する特許は取得していな

いが、商標登録は行っている。現在、タ

イ･韓国･中国にて申請中である。ビジネス

がうまくいけばいくほど、類似製品やサー

ビスが出回る可能性が高まってくる。類似

品の効果が低い場合は、当社の製品の効果

や品質まで疑われることになる。このため、

類似品の違いを明確にするため、商標を登

録している。

（２）海外でのサービス品質の向上

売上は順調に伸びている。ところが、当

社の製品は、マニュアル通りにきちんと扱

わないと本来の効果が発揮されない場合が

ある。それによって顧客とのトラブルが生

じると、製品やサービス全体の信頼を低下

させることになる。現地の施工代理店を

しっかり指導し、そのようなことが起こら

ないようにサービスの品質を高めていく必

要がある。

今後の事業展開

当該企業の事例は、製造とサービスを組み合わせることで、付加価値を高めると同時に

顧客満足を高めている点が特徴である。ガラスコーティングは撥水剤よりも優れた特性を

持っているが、一般には理解されていない。そこで、自社や代理店で施工（サービス）を行

い、製品の特性を顧客に直接届け、製品に対する理解と同時に顧客満足を高める工夫を

している。自社ブランドの製品を開発した後顧客開拓に苦労する場合があるが、自社で

サービスまで手がけることで、顧客開拓に成功している一例といえる。
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島根自動機 株式会社File13

無錫工場（中国）

松江市にある本社工場

■ 設 立 1982年

■ 所在地 島根県松江市鹿島町佐陀宮内784

■ 代表者 代表取締役 新宮 邦隆

■ 資本金 9,200万円

■ 従業員 72名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.shimane-jidoki.com/

電子部品･自動車部品製造装置の開発･製造

本社の事業を強く、継続させる目的で海外に進出

海外では日本流の経営・管理を徹底

1982年、自動化機械製造メーカーとして島根製作所を創業。1989年に株式会社となる。主に電子部

品メーカーや自動車部品メーカーからFA化のマシン設計と開発を手がけ成長してきた。強みは自社一

貫生産体制（設計･開発･生産･納品）と、他社にない高い生産性（単位あたり生産量）にある。現在松江

市内に4工場と、海外では中国の深圳に事務所と無錫に現地法人の工場がある。

リーマンショックの際には売上も減少したが、翌年にはV字回復し、リーマンショック前を上回る受注を

確保し、その後も業容は拡大している。

数年前に、中国向けに携帯電話用リチウム電池自動巻

取装置を販売したのが 初の取引。その後、深圳事務所

を開設し、低コストの部品調達を目指し、周辺工場と取引

を開始。大手電子機器メーカーの多くが中国に進出し、順

調な受注が見込めるため、2010年には無錫に工場を設立。

現在工場は中国人従業員のみで運営。ただし、企業経

営や管理方法は現地任せでは不十分のため、本社より担

当者が出張して教育･管理･フォローしている。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応
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第3工場（松江市内）

無錫の工場は、 終的には、国内の工場と同じ

ように、設計から生産、現地納品まで一貫して対

応できる体制を目指す。

現在のところ、海外拠点を拡充する計画はない

が、インドネシアやタイ等の動向については、情報

収集に努めている。顧客となる可能性が高い日系

の大手メーカーがこれらの地域に進出を続けてお

り、チャイナプラスワンという流れは、意識せざるを

得ない。

海外進出は単に事業拡大ではなく、本社の事業

を強くして松江で雇用を守り、松江で事業を継続

していくことが目的である。海外への展開は、それ

を実現するための手段として位置づけている。

（１）橋渡しの人材が必要

海外進出に当たって最も重要なのは、人

材である。長年日本で生活してきた中国人

を総経理として雇用し、工場の立ち上げを

行った。このように、現地の言葉と日本語、

双方のお国事情が分かる人材がいたお陰で、

自社でさまざまな申請や手続きが可能と

なった。

（２）日本流の経営･管理の徹底

日本に比べると、現地で雇用する従業員

の定着率は低い。そのため、「いつ辞めて

もよい」という前提で考えておく必要があ

る。海外では、日本では当たり前のことが

そうではない。そもそも、根本的な考え方

が違っていることを念頭におく必要がある。

こうした背景があるため、品質･納期管

理には日本人従業員の指導が必須となる。

不良率低減のためには、常時指導･教育を

行い続けることが重要で、企業の技術力が

優れていても、工場で働く「人」が変われ

ばすぐに品質が低下するおそれがある。そ

のため、日本流の経営・管理が定着するよ

うに繰り返し、指導・教育することが必要

である。

今後の事業展開

当該企業は、海外進出の目的を「単に事業拡大ではなく、本社の事業を強くして松江で

雇用を守り、松江で事業を継続していくこと」としている。つまり、海外への展開は、それを

実現するための手段として位置づけている点に特徴がある。国内に立地する製造業を取り

巻く環境は厳しく、産業の空洞化が懸念されているが、同社では、海外に調達拠点を設け、

国内工場の競争力強化につなげている。このようにしっかりとした理念や目的を持って、海

外に進出することが、結局は、国内・海外を合わせた企業全体の競争力強化につながると

考えられる。
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株式会社 明光堂

本社（安芸郡府中町）

■ 設 立 1951年

■ 所在地 広島県安芸郡府中町大須4-1-36

■ 代表者 代表取締役社長 河口 龍太郎

■ 資本金 2,400万円

■ 従業員 48名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.meikodo.co.jp/

ピン・特殊針の製造

File14

針の加工技術をコアに幅広い製品に応用

成長する東南アジア・インドを視野に海外展開

1949年、広島市に明光堂工業社として創業。創業当初から輸出用のフラワーピンを製造。1951年に

株式会社明光堂を設立。1999年には中国江蘇省に明光堂文教用品有限公司、2010年には上海に明

光堂（上海）商貿有限公司を設立。

主力商品は待ち針や虫ピン等であるが、針やワイヤー加工の技術を用いて文具用の画鋲や工業部

品･センサー用のピン･放電針等、製品の幅を広げてきた。コア技術を活用することで、文具用や建築

資材用･ペット用の櫛･日用雑貨品･弱電のパーツ等も手がけている。

針・ピン

創業当時から米国向けに商社を通じて間接輸出をして

おり、海外向けのビジネスを長年にわたり経験している。

主力商品は針であるが、金属加工品やクリップ等樹脂

製品など多用途に展開している。国内での需要が減少し

ているため、針の9割近くは輸出している。輸出先として

も多いのは、タイ等の東南アジアである。世界における針

市場の中心はアジアである。アジアでの需要に応え、円

高の進行とコスト削減を行うため、中国に合弁会社を設立

し、中国から海外に輸出するようになった。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

線材・金属加工品

中国に設立した工場は輸出拠点としての性格で

あったが、中国国内需要が高まったため、2010年

に独資の販売会社を設立した。日系企業を主な

取引先としている。

人口減少で日本国内の需要拡大が期待できな

い中では、グローバル化を進めている大手衣料品

製造小売事業者（SPA）の動きに合わせていくこと

が必要である。大手ＳＰＡは、生産拠点を中国から

ベトナム、インドネシアなどへシフトしつつあり、広く

東南アジアに展開していくことも必要となる。また、

人口増加や経済成長が続くインドにも注目してい

る。インドの民族衣装「サリー」を留める用途に針が

使われている可能性があり、次の市場として大き

な可能性を持っている。

（１）商標登録による偽造品対策

創業当時から「CROWN FOX」という

商標を持っており、ヨーロッパの見本市な

どに出展するうちに知名度が上がってきた。

欧米のシャツメーカーから使用するピンの

指定を受けることがあり、商標は非常に重

要である。ところが、この商標を用いた偽

造品が出回るという問題もあり、ジェトロ

の事業も活用しながら対応しているが、容

易には解消できない課題である。

（２）優れた人材を確保することが重要

当初は、商社経由の間接輸出が全量を占

めていたが、現在では７割が直接輸出で、

３割が商社経由となっている。そのため、

輸出業務担当者は、語学力だけではなく、

貿易に関するリスク管理や海外の取引先と

の交渉力も求められることになる。そのよ

うな資質を有する人材を確保することは、

中小企業にとっては容易ではない。また、

海外現地法人に社員を駐在させることに

なった場合、本人の負担だけではなく、会

社全体にとっても大きな負担となる。この

ため、いかに優れた人材を確保できるかが、

海外展開を図る上では重要となっている。

今後の事業展開

当該企業は、設立当初から輸出を中心としたビジネスを展開しており、企業の内部に海

外ビジネスに関するさまざまな蓄積が存在する。しかしながら、市場は大きく変化しており、

従来と同じようなビジネスを続けているわけではない。商社経由の間接輸出中心の取引が、

今では自社での直接取引の比率が大半を占めるようになり、輸出業務にかかわる自社の

スタッフの確保・育成にも力を入れている。そうした地道な取り組みによって、ベトナムやイ

ンドネシアへの展開や、インド市場の開拓などを行う力を養っている。

28
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株式会社 永島青果

■ 設 立 1979年

■ 所在地 島根県江津市都野津町2307番地18

■ 代表者 代表取締役 永島 孝

■ 資本金 1,000万円

■ 従業員 19名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://sites.google.com/site/nagashimaseika/

果物･野菜等の卸

File15

29

本社（江津市）

環日本海の視点で事業を展開

地の利を活かし、ロシアへ日本の青果を輸出

社長が江津市近辺の野菜生産農家からゴボウを集荷し、浜田や広島の業者へ販売したのが始まり。

現在は、野菜･果物の卸販売だけではなく、自社農園の運営も進めている。江津市認定農業者、島根

県のエコファーマーに認定され直営農場による周年生産を実現し、安心･安全な野菜を販売している。

取扱農産品のうち、ゴボウ･玉ねぎを中国（山東省）の農家に委託生産してもらい、当社の中国現地法

人を通して輸入。一方、地の利を活かしてロシア向けの輸出も手がけている。輸出品目は日本産の果

物を主体とした青果物である。

野菜加工工場（江津市）

国内ではゴボウの収穫は年一回しかできず、端境期が

長いため、中国産ゴボウの輸入を始めた。ロシア向け果

物の輸出は、４年前から始まったが、浜田港を活性化する

ために「ロシア貿易促進プロジェクト」が立ち上げられたこ

とが契機となった。

当社は青果物の卸業である特長を活かし、全国各地の

さまざまな種類の青果物を取り寄せてピッキング、コンテ

ナに混載することで少量ずつ、複数種類の輸出が可能と

なった。直行船便のコンテナを利用することで、さまざまな

日本産農産品をほどよいロットで、かつ鮮度の良い状態で

提供している。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況
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海外展開における課題と対応

契約農園「夢ファーム井沢の郷」（江津市）

（１）パートナー選び

中国からの農産物の輸入を行っているが、

海外展開するにあたって、信頼できるパー

トナーが現地にいたことが現在のビジネス

につながっている。また、ロシアへの輸出

に関しても、ウラジオストック日本セン

ターからロシア側の輸入商社を紹介しても

らい、取引ができるようになった。海外と

のビジネスは、いかに信頼できるパート

ナーを見つけ、協力関係を築くかにかかっ

ている。

（２）鮮度の保持・確保

工場で生産する工業製品とは異なり、青

果物の輸出は鮮度の保持・確保が「命」で

ある。青果の食べ頃に店頭に並ぶように、

全てのタイミングを合わせる必要がある。

そのために、消費地への輸送に要する時間

から逆算して、生産農家に出荷を要請し、

複数の輸送システムを組み合わせて、輸出

先の消費地に届ける仕組みをしっかり作り

上げなければならない。国内のような物流

網や生鮮食品の流通システムがあるとは限

らないので、その仕組みをつくることが重

要である。

今後の事業展開

当該企業の事例は、「地の利」を活かしながら、相手国のニーズに合わせて、多数の種類

の青果物を少量ずつ混載して、輸出していることが特長がある。その輸出に取り組んだきっ

かけは、 寄りの浜田港の国際貨物航路の活用にかかわったことである。近隣の港湾のロ

シア向け航路を利用することで、鮮度を保持したまま、ロシアに日本の青果物を届けること

ができるようになった。所得水準が上昇しつつある海外諸国では、品質に定評のある日本

の農産物を購入したいと考える富裕層も増えている。地の利と自社の強みを活かすことで、

海外へのビジネス展開を行っている事例であり、他社にとっても大いに参考となる。

日本の農業を取り巻く環境は非常に厳しい。さら

に、ＴＰＰへの参加も取りざたされており、海外の農

産物と国内の農産物が同じ土俵で競合する時代

がやってくる可能性もある。そのような事態になっ

たとしても、日本の農業の強みをいかして、輸出に

活路を見出すこともできるはずである。

地の利を活かすためには、青果物の輸出入には、

直行便の空路・海路があるかどうかが、ポイントで

ある。 寄りの浜田港からのコンテナ直行便は、

釜山とウラジオストック向けの２路線であるが、路

線が増えていけば、浜田港の利用を拡大すること

もできる。
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株式会社 旺方トレーディング

本社（鳥取市）

■ 設 立 1995年

■ 所在地 鳥取県鳥取市徳尾58-12

■ 代表者 代表取締役社長 幸田 伸一

■ 資本金 1,000万円

■ 従業員 35名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.oho-tr.net/

中古農業機械の買取･輸出

File16

約７０カ国へ中古農機具を販売

新興国の農業の機械化にも貢献

農機具販売店からの仕入に加え、「農機具買取ドットコム」のオンライン査定を活用、農家からも直接

中古農機具を買取して国内外で販売している。全国仕入は当社のみの特色･強みである。仕入から修

理･販売まで一貫して手がけることにより中間マージンを極力抑え、「高額買取」を可能としている。

取扱品目はトラクター、コンバイン、田植え機等農機具全般に及ぶが、主力はトラクター。販売先は国

内の他、欧州を中心に約70ヶ国に及び、海外6割強、国内4割弱の売上構成。販売店向けサイトを国内

外で運営し、営業力を強化。 「鳥取の若者に夢と希望を与え、リーディングカンパニーを目指そう」とい

う経営理念のもと、業界トップを走り続けている若い企業である。

買取サイト「農機具買取ドットコム」

海外進出のきっかけは、2002年頃鳥取県内の大学に在

学していたエジプト人が「日本の中古農機具を母国に持っ

て帰りたいが、値段がわからない」という相談を受けたこと

である。その後海外各地に出向き市場調査を行う中で、

小型・高性能の日本製中古農機具に対するニーズが強い

ことが判明した。日本製品に対する信頼は絶大であった。

当初は、海外輸出用として、買取を行っていたが、「農

機具買取ドットコム」の開設により農家からの直接買取を

始めたことで比較的新しい中古機の仕入れが増加。新品

同様の「新古機」の場合、価格が高く、海外では売りにくい

ため、国内向けに販売するビジネスも始めた。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

独自の仕組みで仕入れた中古農機具

今後は、ベトナム･ミャンマー等、新興国の開拓を

図っていきたい。ミャンマーでは、未だに水牛で耕

作を行っているが、都市部では工業化が進み農村

から労働力が流出している。今後農業の機械化を

進めていかなければならないが、農家にはまだ中

古トラクターを買う経済力がない。そこで、中古農

機具を普及させることができないか検討している。

海外への輸出からスタートした事業ではあるが、

今後は国内の販売にも一層注力したい。展示会の

開催など国内小売りにも参入しており、近い将来に

海外と国内の売上を半々くらいにしていきたい。将

来的には、当社の売買価格が「中古農機具の指

標」になると言われるようにしたい。

（１）日本製中古農機具市場の「発見」

国内の農業人口は減少し、活用されてい

ない中古農機具が多い。一方、海外では狭

い場所でも使用できる高性能・小馬力の日

本製中古農機具に対するニーズが高い。両

者をマッチングすることで新たな市場を創

出したことが、大きな成功の要因。

（２）行動して経験を積む

エジプトへの輸出は、商社任せにせず、

試行錯誤しながら、自分自身で行った。そ

れが後の輸出拡大につながった。また、社

長自らが海外市場の実態を調査するなど、

FACE TO FACEの営業を行っている。

（３）買取の充実と市場ニーズへの対応

海外のニーズはメーカー、馬力など多様

なため、農家からの直接買取や東日本への

拠点設置等により買取の充実を図っている。

また、事業の鍵である仕入の価格査定（目

利き）能力向上には特に力を入れている。

販売面では、多数の国の多様な顧客層に対

応するため、６か国語版の海外販売店向け

サイトを開設、英語に堪能なスタッフも採

用・育成し、仕入れ・修理・販売まで一貫

して可能な当社の強みとあわせて、ユー

ザーのニーズに応じた商品を提供している。

今後の事業展開

当該企業の成功は「日本製中古農機具が海外で売れる」という新たな市場を発見したこ

とと、その市場でのビジネスを成立させるために、仕入れと販売の両方の仕組みを独自に

構築したことにある。また、当初は輸出専門であったが、そこで得られたノウハウを駆使して、

今度は、国内の中古農機具市場へ参入し、売上を伸ばしている。さらに、今後の経済成長

が期待される新興国では、所得水準が低いため、中古農機具を買うことさえ難しい状況に

あるが、ここでも、中古農機具市場を創出するために、普及方法を検討するなど、常に新し

い市場を開拓するベンチャー精神をもって企業経営をしている。

32



33

株式会社 マックスパワー

中国の本部にあたる上海事務所

■ 設 立 2006年

■ 所在地 島根県松江市嫁島町10番8号

■ 代表者 代表取締役 石橋 修

■ 資本金 2,500万円

■ 従業員 623名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.max-power.jp/

スーパー･レストラン運営

File17

中国でスーパーや百貨店インショップを展開

経営者が現地で即断することが重要

中国各地で「しんせん館」というコンビニ型食品スーパーを19店舗、「魚屋しんせん館」という持ち帰り

寿司店を大手百貨店やスーパーのインショップ形式で42店舗展開。その他、外食店舗を6店舗、ネット

デリバリー、コンサルティング会社等を、グループ会社として上海と香港に持つ。国内ではマックスパ

ワー本社、隣接地に直営寿司店を構える。本社は松江市だが、事業の主体は中国・上海である。

事業の基本形態をスーパーと寿司店に置きながら、周辺事業として飲食店や喫茶店等を多彩なスタ

イルで事業展開し、事業を拡大。

しんせん館（スーパー、中国）

中国の魚を日本へ輸出しようと、貿易事業を立ち上げた

のが始まり。中国産ということで良い値がつかず撤退。そ

こで、中国国内で販売する事業に切り替えたのが現在の

「しんせん館」。2000年社長が居を上海に定め、ドミナント

方式で出店を進めた。

年3～4回寿司職人や包丁捌きをする従業員を上海に

集め、社長自ら研修を実施。ブランド維持や技術力向上

に努めている。

「しんせん館」の顧客の8割は日本人だが、年々中国人

比率が上昇、また「魚屋しんせん館」は既にほぼ100%中国

人であり、現地化が進んでいる。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況

本社写真あるいは上海の事
務所、それがなければ国内
店舗の写真でいかがでしょ
うか



海外展開における課題と対応

魚屋しんせん館（インショップ、中国）

中国の経済成長につれて、中国で雇用している

スタッフの人件費が上昇している。また、中国社会

全体に所得格差の問題や諸規則が厳しくなってき

た。当社には全く被害はなかったが、反日デモや

不買運動のようなカントリーリスクもある。このため、

今後は中国以外での出店も検討している。

ASEAN諸国で経済活動が活発になっており、中

国語の通じるASEAN諸国（タイ、シンガポール、マ

レーシア等）に進出のチャンスがあると考えている。

も競合の激しいマーケットである中国・上海で

培ってきたノウハウがあれば、ASEAN諸国におい

ても十分通用すると考えている。

（１）最高決裁権限者が現地で判断

中国人とビジネスを進めるにはスピード

のある決断が必要なため、最高決裁権限者

が現地にいることは大きなポイント。

（２）人材を定着させる

中国は人件費が安いとはいえ、日本の３

倍くらいのスタッフを配置する必要がある。

その上、人件費高騰によりコスト面での優

位性はなくなっている。中国進出の動機を

安い人件費という視点だけで進出する企業

も多いが、それではうまくいかない。

そして、定着率が悪いため、エリアごと

に日本人従業員を配置して管理が必要。

（３）店舗の出店は、立地条件が重要

安定した収益を上げるには、固定費を安

くする必要がある。いかに良い立地条件で

安い物件を探してくるかが重要。

（４）地域特性にあった販売方法

中国で刺身といえばサーモン。温暖なエ

リアかつ夏を中心に消費されるため、エリ

アや季節以外の消費をいかに伸ばしていく

かが課題で、地域の特性にあった品揃えや

販売方法が重要となる。

今後の事業展開

当該企業は、小売業における中国ビジネスの成功事例といえる。中国から日本へ魚を輸

入するというところからはじめたビジネスがうまくいかず、「中国の魚を中国で売る」という中

国国内での食品スーパーに切り替えたことが、今の成功につながっている。中国での事業

の拡大を受けて、日本国内（松江市）に逆上陸する形で、本社を構えている。経営者は、

現在も中国と日本を往復する生活を行い、現地でスピードのある決断ができるようにしてい

る。それが、日本以上に競争の激しい中国市場で勝ち抜くためのポイントとなっている。
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エムテックス 有限会社

本社・工場（柳井市）

■ 設 立 2002年

■ 所在地 山口県柳井市新市2番32号

■ 代表者 代表取締役 原田 浩治

■ 資本金 1,000万円

■ 従業員 6名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.m-tex.co.jp/

こんにゃく製品の開発･製造販売

File18

地域資源を活用したブランド戦略と

独自技術により国内外で高い評価

2002年に、こんにゃく製品製造会社である株式会社原田食品より分社化し、商品開発専門会社として

独立した。低カロリー食材としての「こんにゃく」や地元柳井市が人工栽培発祥の地である「自然薯」など、

地元の農水産品を使用した機能性食品や麺類、スナック菓子等の商品を開発している。

2007年、市場に出荷されない規格外の自然薯や地元のブランド米をこんにゃく粉とかけ合わせた「自

然薯らーめん」を開発。独自の麺生産ラインも完成させ、2008年には農商工連携事業の認定を受けた。

今や同社商品は、高級スーパーやデパートでの販売に加えてギフト通販でも高い評価を得ている。

こんにゃくや自然薯を原料とした商品セット

同社の海外展開はまだ始まったばかりであるが、商品の

輸出では、日本国内に支社をもつ台湾の商社を通じて、

冷麺やスナック類などを台湾に送り出している。きっかけ

は、スーパーマーケットトレードショーに出展していた商品

が商社担当者の目に留まったことであった。

また、アメリカでラーメンチェーン店を展開している企業

からも麺製品の輸出要望があった。同社では、為替相場

のリスク等を勘案して、自社で独自開発した麺製造ライン

を輸出することとし、既に複数ラインを受注している。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

本社工場内の様子

アメリカでは、低カロリーの食品やノングルテン

の（小麦を使っていない）食品に注目が集まって

いる。こんにゃくは 適な食材であるが、アメリカ

ではその特有のにおいや食感が受け入れられな

い。同社では、こんにゃく独特のにおいを取り除く

技術が確立されており、米や自然薯と合わせて

つくられる同社のこんにゃく麺は、今後ますますの

市場拡大が期待される。

国内においても、 近の健康志向に伴い、同社

商品に対する引き合いは多い。同社では、今後も

自然薯を初めとした地元農産品の活用により、地

域ブランド品としての価値を高めながら、こんにゃ

く製品の可能性を広げようとしている。

（１）公的支援機関の活用

麺製造ラインを初めて輸出する際には、

ジェトロや中小企業基盤整備機構などの公

的支援機関や金融機関の相談窓口を積極的

に活用した。

情報提供やアドバイスなどの支援を受け

たことにより、生産ラインの輸出について、

契約書の作成方法からPL保険の加入対応、

仕様書による取扱方法の明示など、幅広く

具体的な助言を得ることができた。海外展

開の初期段階においては、特に有用かつ貴

重なものといえる。

（２）海外で活用できる人材の確保

中小企業にとって、人材の確保・定着は

大きな課題である。さらなる海外展開を図

ろうと思えば、海外で活躍することのでき

る人材の確保は不可欠である。同社では、

首都圏での商品の販売を大手企業のOBに

営業委託しているが、今後の中小企業の海

外展開にあたっては、海外経験が豊富な企

業のOBを活用するといった取り組みが必

要となる。

今後の事業展開

当該企業は、独自の製品開発技術により、海外商品との価格競争から一線を画したブラ

ンド戦略で成功している事例である。海外展開に関しては、商社を通じた商品の輸出に加

えて、自社開発した生産ラインを販売することにより特許使用料等を得るなど、輸出先の

ニーズや国の状況、事業規模等に応じて柔軟な対応がなされており、さまざまな形態による

海外展開の可能性を見ることができる。
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千代むすび酒造 株式会社

本社・工場（境港市）

■ 設 立 1954年（創業1865年）

■ 所在地 鳥取県境港市大正町131

■ 代表者 代表取締役社長 岡空 晴夫

■ 資本金 3,000万円

■ 従業員 30名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.chiyomusubi.co.jp/

清酒･焼酎･梅酒等の製造・販売

File19

日本酒の飲み方を含めた「日本酒」文化を

通じて販売を伸ばす

1865年創業の老舗造り酒屋。「お役に立つ」を念頭にして、「本物、安心、健康」をテーマに酒造りを続

けている。伝統と若い新鮮な技の良いところを取り入れ、常に進歩、前進、前向きな酒造りを目指す。

鳥取県内有数の観光スポット「水木しげるロード」に位置し、直営の売店･茶房を併設。日本酒だけで

なく、自社開発商品や鬼太郎のキャラクターグッズ等も販売。酒蔵見学を受け入れ、観光振興にも貢献。

国内の日本酒市場の縮小が続く中、県外での高級酒等の販売拡大に加えて、米国･韓国･中国等海外

市場への積極展開により売上高は増加中。

千代むすび特別純米
（輸出もしている製品）

1996年米国へ輸出開始。単独での進出はリスクが大き

いため、蔵元共同で販売代行等を行う任意団体「日本産

清酒輸出機構」を設立。しかし、同機構では独自性を出

すことが難しく、事業スキームに限界を感じ、新たに蔵元9

社で販社を立ち上げ、メインターゲットである高級日本食

レストラン等へのトップセールスなど取り組みを強化。

味覚や商慣習が日本と似ていることに加え日本食が

ブームとなっていることから、2009年韓国に当社単独出資

の販社を設立。境港の国際定期航路ＤＢＳクルーズフェ

リーを活用し、大吟醸等の特定名称酒を輸出している。

中国は2006年頃から現地販社へ販売を開始、香港は現

地の商社経由で輸出、台湾も商社経由で輸出を行ってい

るが、関税の引き上げもあり、売れ行きはいまひとつ。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

酒蔵見学の様子

国内市場を守りながら、米国に加えて韓国･中国

等アジア市場を拡大していきたい。シンガポール

やインドネシアからの引き合いも増えている。

韓国については、将来他の蔵元の商品を取り扱

うことや、韓国の酒の日本への輸入を手がけること

も検討している。

他の製造業のように、海外生産することは考えて

いない。酒造りでは蔵つき酵母（古くからその酒造

場に住み着いている酵母）が商品の品質･特性に

大きく影響するので、海外では国内の酒蔵と同品

質のものは造れないことがその理由である。海外

には、これからも日本で造った日本酒を販売して

いく。

（１）トップセールス

米国や韓国への進出にあたっては、社長

自らが営業。社長自ら出かけると先方の対

応が異なり、迅速な商談･意思決定ができ

ることが大きなメリット。

（２）高級品志向への対応･日本酒の飲み

方の指導

食文化の異なる米国では安価な日本酒と

の差別化を図るため、冷酒の飲み方や料理

に合わせた日本酒の選び方などモノを売る

だけでなく、ノウハウや文化の指導まで

行った。文化の異なる海外では、特に商品

の特性を正しく理解してもらうことが重要。

（３）市場に合わせた進出形態の選択

国際化のリスクを分散するため、共同進

出、単独進出など現地の市場に合わせた進

出形態を使い分けていくことが重要。

（４）先行投資

海外進出にあたっては先行投資が必要。

日本酒の販売は日本の食文化を理解しても

らうものであり、海外市場への浸透には、

相応の投資と地道な営業活動が必要である。

目先の収益にとらわれず、長期的な視点で

考えることが重要。

今後の事業展開

当該企業の事例は、海外市場開拓においてトップセールス、市場にあった進出形態の選

択など地道に取り組んでおり、これらの取り組みは多くの企業が見習うべきことである。また、

輸出ビジネスをきっかけにして、進出国からの輸入ビジネスを検討していることも、注目に

値する。ただし、他の業種にとって参考にしにくい面もある。日本酒は文化性や嗜好性の強

い商品であり、マーケティングが他の製品に比べて重要になる。その点、当該企業では日

本酒文化の啓発にも力を入れており、海外展開における課題をクリアしつつある。
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丸京製菓 株式会社

本社・工場（米子市）

■ 設 立 1958年

■ 所在地 鳥取県米子市旗ヶ崎2002-2

■ 代表者 代表取締役社長 鷲見 浩生

■ 資本金 4,080万円

■ 従業員 215名

■ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.marukyo-seika.co.jp/ 

和菓子の製造・販売

File20

世界一のどら焼き生産量を誇り、

海外１５カ国・地域で販売

年間1億２千万個のどら焼きを生産し、全国のスーパーマーケットを中心に納品。「世界一の生産量を

誇るどら焼き屋」である。 製餡メーカーから出発して1980年代末にどら焼きの製造を開始したが、鳥取

県内立地による物流コストの高さ、出荷から販売までのリードタイムの長さが全国展開のネックだった。そ

こで他社との差別化を図るため、地域固有の技術である氷温技術を用いたどら焼きを開発。うま味やコ

クが増し、添加物がなくとも日持ちする商品が完成した。2002年に氷温技術を活用した新工場を建設し、

翌年から本稼動開始。OEM製造中心からオリジナルブランド中心の経営に転換。

積極的に海外展開も行い、販売エリアは米国･韓国･台湾･オーストラリア･ヨーロッパと幅広い。

海外での販売の様子

米国進出に当たっては、白人には餡を食べる習慣がな

いため、餡を食べる習慣のある東洋系にターゲットを絞り、

スーパーマーケットを中心に営業開始。商社経由で輸出し、

当初4～5年は赤字続きだったが、店頭試食販売の繰り返

し実施、CM放映など地道な営業活動で黒字に転換。

販路の拡大と将来の海外生産を展望し、米国での実績

もアピールポイントにアジア圏に進出。2011年上海に販社

「丸京貿易上海有限公司」を設立、続いて2012年に台湾

に「台湾丸京製菓股份有限公司」を設立。生産委託契約

を結んだ現地製餡メーカーの工場にて、どら焼きの量産を

開始、氷温倉庫も建設。

企業沿革・事業概要

海外展開の状況



海外展開における課題と対応

海外での人気商品（ベスト３）

台湾工場については、2013年中に製造ラインを

増やし、年間3千万個のどら焼きを生産したい。ま

た、台湾から中国等への輸出を拡大していきたい。

中国については対日関係の緊迫化、知的財産

権の侵害・模倣品の横行等の問題はあるが、「巨

大な胃袋」として魅力的な市場であり、販売を拡

大していきたい。

海外市場拡大への対応ならびに製造コスト低減

のため、中長期的には台湾以外にも生産拠点を

設け、日本で作るどら焼きは海外へシフトし、日本

の工場は生菓子等の高級品へシフトしていきたい。

高級和菓子の直営店を地元米子市と東京に既に

オープンさせており、商品企画･研究機能の強化に

着手している。

（１）社長が必ず現地へ出向く

部下任せでなく社長自らが現地に出向き、

取引先や消費者等の情報に耳を傾けること

が重要。社長が出向くと、先方の対応も異

なり、「生」の情報が入る。

（２）即断即決とそれに対応できる人材

トップ自ら海外に出向き、迅速な意思決

定を行うことが重要。その意思決定をもと

に具体的な仕入･生産･物流計画を策定、管

理する本社スタッフと現場の人材が必要。

（３）プロモーション重視

食品はそれぞれの国･地域固有の食文化

があるため、日本の「食」を海外市場で受

け入れてもらうためには、試食販売の繰り

返し実施など、実際に消費者に食べてもら

うことが重要。進出当初は売上高に匹敵す

る販促費を投じたこともある。

（４）人間関係･コミュニケーション重視

現地代理店等取引先とは、1年位の時間

をかけて良好な人間関係を築くことが重要。

（５）「日本式」を貫く

海外では「あんこ」の代わりにクリーム

やジャムのどら焼きを作ってほしいと要望

もあるが、「あんこ」のどら焼きを貫いて

いる。

今後の事業展開

当該企業の事例は、OEMからオリジナルブランドの確立に成功した上で、海外市場開拓

に成功したという2段階での成功事例である。OEMからの脱却には、地域で開発された氷

温技術を活用している。身近に存在する技術と自社の経営資源からすぐれた製品を創出

した。このことは、他の企業にとっても参考になるはずである。それから、海外市場への展開

にも独自性が際立っている。「日本式」を貫くことで、ブランド価値を高めることに成功してい

る。現地市場のニーズを踏まえることは重要であるが、現地に同化してしまうと、日本企業

らしさを失ってしまうことにもなる。その見極めができていることが同社の強みである。
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