海外展開支援事例

愛知から、世界につなぐネットワーク
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海外ビジネスサポート

Overseas business support

海外進出へのアドバイス、貿易相談、セミナー開催、
国際法務相談、海外販路開拓等のバックアップ
【提携銀行】中国

中国工商銀行
交通銀行

【提携機関等】日本

日本貿易振興機構（JETRO）
日本貿易保険（NEXI）
日本政策金融公庫

【提携銀行】インド

インドステイト銀行

【提携銀行】タイ

【提携銀行】ブラジル

RHB 銀行タイ支店

ブラジル銀行

【提携銀行】フィリピン

メトロポリタン銀行

【提携銀行】インドネシア

インドネシア・メイバンク銀行

【提携銀行】シンガポール

ユナイテッド
オーバーシーズ銀行

海外ネットワークを利用した海外進出支援
● 海外コルレス（提携銀行）ネットワークによる
ダイレクトかつスピーディーな海外決済
● 外貨建て融資・保証
● お客様の海外子会社への直接ご融資※
● せとしん外為 WEB サービス
● 外貨両替 等

貿易取引サポート
・輸出手形の買取・
取立、輸出信用状の通知など※

・輸入信用状発行、輸入ユーザンスなど※
・海外仕向送金・被仕向送金など
・1 年以内の為替予約など※

瀬戸信用金庫の海外拠点
瀬戸信用金庫
バンコク駐在員事務所

国名
タイ

海外提携金融機関

国名

中国工商銀行

中国

交通銀行

中国

インドネシア・メイバンク銀行

インドネシア

RHB 銀行タイ支店

タイ

提携機関
政府系機関

※お申し込みに際しては、事前審査等によりご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

主な業務内容
金融・経済情報等の現地情報の収集・提供
海外進出支援機関等の紹介
販路拡大、調達先拡大等に係る情報提供
海外提携金融機関

メトロポリタン銀行
ブラジル銀行

日本貿易振興機構（JETRO）
日本貿易保険（NEXI）
東海日中貿易センター
株式会社名南経営コンサルティング
株式会社フォーバル
PwC あらた有限責任監査法人
日中協力法律事務所
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フィリピン

インドステイト銀行

日本政策金融公庫

コンサルタント
法律事務所

国名

等
主なサポート内容

インド

現地金融経済情勢等の情報提供

ブラジル

現地借入のサポート

提携機関
政府系機関（海外）

ラオス計画投資省
タイ王国公益法人お互いフォーラム

海外物流

日本通運株式会社

セキュリティ

セコム株式会社

保険

リース
人材

名古屋支店

三井住友海上火災保険株式会社
興銀リース株式会社
アデコ株式会社

事例紹介

Case study

株式会社セラミック・ジャパン
愛知県瀬戸市／陶磁器製造業・卸売業

海外展開は『やる』という
強い気持ちが最も大切
8年程前にニューヨーク近代美術館（MoMA）より引き合いが

あり、海外展開を考えるようになりました。その後、独自で
海外の展示会へ出展しましたが、なかなか成果が出ませんで
した。ジェトロの専門家から「1、2回の展示会ですぐに結果

SETO

を求めるのではなく、5年程度の長期スパンで戦略を立てる

ことが必要」との助言を受け、その後徐々に成果が表れ、成

約へと繋がりました。海外展開は、見本市出展などを継続し
ながら、その中でバイヤーのニーズを拾い、商品開発に活か
していくことが重要であり、『やる』という強い気持ちが最も
大切です。

市場調査

販路開拓

1973 年設立、従業員 9 名。オリジナルの陶磁
器製品の製造、
卸業を営む。
確かな技術と現代
にふさわしいデザインが融合した製品の数々 代表取締役
は、実用性と芸術性の高さを併せ持っており、
国内外で高い評価を得ている。

大橋 正之

活用サービス

現在の海外展開段階と支援内容［輸出］
輸出検討

AICHI

企業プロフィール

契約段階

専門家派遣事業、海外見本市

シンプルなアピールが
成約を得る早道
ジェトロの支援を受けていた他企業よりジェトロの紹介を受け
ました。その後、専門家派遣事業に採択され、担当の専門家か

らのアドバイスを受け、当初のOEMでの契約を取るという目
標から、わが社の特徴あるデザインをアピールし、自社製品と
して売り込む戦略に転換しました。作品点数を減らし、クオリ
ティ・デザインの絞込みを行い、感度の高いものを並べておく
と、バイヤーの反応も良くなり、選んでもらえるようになりま
した。取引金融機関の担当者が当時ジェトロ事務所に在籍して

おり、気軽に相談したり、適宜情報を受けることができました。

ジェトロ名古屋貿易情報センター

瀬戸信用金庫

藤原 妙子

荒井 拓也

所長代理

海外へ一歩を踏み出す決意をし、展示会
出展等の取り組みを継続する強い意志を
持ち続けることは並大抵のことではな
かったはずです。専門家の助言による成
果も、社長はじめ社員の皆様の粘り強い
努力の積み重ねがあったからこそ花開い
たのです。引き続き新たな市場開拓に挑
戦する同社のご活躍から目が離せません。

国際業務部海外業務支援グループ

当金庫はお取引先の海外展開や貿易取
引をサポートするために、様々な取り
組みをしています。社長には産地を活
気付けたいという強い想いがあり、そ
れも海外展開成功の要因だと思います。
今後も、お取引先の想いに応えられる
サポートをしていけるよう努めます。
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ジェトロとの連携事業

Cooperation with JETRO

せとしん海外ビジネス・ネットワーク総会及びセミナー
2016 年 4 月 7 日には、瀬戸信用金庫はジェトロ名古屋との共催で「せとしん『海外ビジネス・ネットワーク

総会及びセミナー』
」
を開催しました。
本セミナーのプログラムの一部において、ジェトロの講師から、世界およ
び日本の経済連携協定の概要、締結状況、活用事例などについて講演いただき、
多くの情報を得られるセミナー
となりました。

2016 年4 月 7日せとしん『海外ビジネス・ネットワーク総会及びセミナー』の様子

せとしん海外ビジネス・
ネットワークとは
本ネットワークは、海外への販路拡大や進出など、海外ビジ

ネスに関心を有する企業および貿易業者等の当金庫お取引先に
ご入会いただいているものです。

会員相互間の交流機会の提供により、ネットワークの拡大を

図り、更なる業容拡大や新たなビジネス創出、グローバル感覚
の醸成、ひいては地域経済の一層の活性化を図ることを目的と
しています。

本ネットワークでは、年に数回ネットワーク会を開催してい

るほか、外部講師による各種セミナー、海外ミッションの企
画・実施、コンサルティング会社や公的機関の紹介など、様々
な活動を行っています。

講演資料より一部抜粋
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2016 年 4 月 7 日せとしん『海外ビジネス・ネットワーク総会及びセミナー』の様子

ジェトロとの連携事業

Cooperation with JETRO

メキシコ投資セミナー／海外販路開拓セミナー
瀬戸信用金庫は、ジェトロ名古屋との連携事業として、セミナーを共催しています。

これまでには、メキシコのビジネス環境や、経済連携協定の活用など、皆様のご関心が高い国や分野を
テーマに取り上げているほか、海外販路開拓に必要な基礎知識や実務について解説するセミナーも開催
しております。

2015 年10月15 日開催

メキシコ投資セミナーの様子

メキシコ投資セミナー
2015 年10月15日に「せとしん『メキシコ投資セミナー』」を開

催。メキシコ大使館及びジェトロ本部より講師を招き、それぞれ

「メキシコの投資環境とチャンス」、
「メキシコ自動車産業の最新
動向と中期展望」をテーマに講演いただきました。

本セミナーは、日本の大手自動車メーカーが同年 4 月にメキ

シコでの新工場の建設を発表したことを受け、当金庫のお取引

先をはじめ愛知県内の関連企業においても同国に対する情報
ニーズが急速に高まったことから、企画実施したものです。

今後も、ジェトロとの連携のもと、当地企業を取り巻く世界経

済の情勢に応じ、ニーズに沿った情報提供を行ってまいります。

2015 年10月15日開催

メキシコ投資セミナーの様子

海外販路開拓セミナー
2015 年 11月26日および12 月10 日には、
「海外販路開拓セミ

ナー」を全 2 回に渡り開催。本セミナーは、
「瀬戸信用金庫・瀬
戸市地域包括連携協定

新規ビジネスモデル構築支援事業」の

一環として瀬戸市と連携し実施したものです。

瀬戸焼製品の海外販路開拓に関心のある方を対象に、海外で

のビジネス展開に必要な基礎知識や実務などについて講演を行
いました。

第 1 回目は、中国の経済状況や中国への販路開拓事例に加え、

海外販路開拓のための心構えや海外市場に合わせた製品企画開

2015 年11月26日、12月 10日開催

海外販路開拓セミナーの様子

発の重要性についてご紹介しました。

についての紹介などを行いました。

方など貿易実務についての講演や、当金庫職員による資金決済

好評をいただきました。

第 2 回目はジェトロ名古屋のアドバイザーから、輸出の進め

海外展開に向けて必要な情報を収集できるセミナーとして、ご
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ジェトロとの連携事業

Cooperation with JETRO

瀬戸焼バイヤー招聘商談会の共催
瀬戸信用金庫は、ジェトロ名古屋との連携により、お取引先企業の皆様の海外販路の拡大に向けた
ご支援を行っております。
この一環として、2016 年 11 月には当金庫、ジェトロ名古屋、瀬戸市の３者
連携により、瀬戸焼の海外バイヤー商談会を開催いたしました。

瀬戸焼 海外バイヤーとの
マッチング商談会開催
2016 年 11 月 16 日、瀬戸信用金庫本店１階「ギャラリーひま

わり」にて、海外の陶磁器バイヤーとの商談会を開催しました。

本事業は、瀬戸信用金庫、ジェトロ名古屋、瀬戸市の３者が連

携して実施したものです（当金庫と瀬戸市は 2015 年 1 月 22 日
に「地域包括連携に関する協定」を提携）。

商談会には当金庫お取引先の瀬戸市内の瀬戸焼の窯元・メー

カー・商社 12 社が出展し、ジェトロが招聘した米国、ドイツ、
中国の３カ国計５社のバイヤーと商談に臨みました。

会場には抹茶コーナーを設け、瀬戸焼の茶碗や皿を用いて抹

茶と和菓子を海外バイヤーに提供しました。

※写真に対してのキャプションを入れてください

商談会は、出展企業の各ブースをバイヤーが自由に見て回る

スタイルで商談を行い、各国バイヤーは商品を手に取りなが
ら、真剣な眼差しでデザインや品質を確認していました。商品
価格や納期、デザインについて具体的な交渉が行われ、サンプ
ルを持ち帰るなど成約に繋がる積極的な商談が行われました。
商談にあたっては、ジェトロの専門家が同行し、商品説明や

価格提示、海外へのアプローチ方法についてアドバイスを行い
ました。

今後も当金庫・瀬戸市・ジェトロで連携し、出展企業に対

し、貿易実務に関する勉強会の開催や、貿易保険の案内、信用
状や外国送金等の貿易取引サポートを提供していきます。

※写真に対してのキャプションを入れてください
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