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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海外支援ネットワーク

Overseas business support

海外展開に関する幅広いネットワークを利用して、
お客さまの海外進出をサポートいたします。
【提携機関等】日本

【提携銀行】中国

JETRO 日本貿易振興機構
NEXI 日本貿易保険
JBIC 国際協力銀行
JICA 国際協力機構

中国銀行
交通銀行

【提携銀行】インド

インドステイト銀行

上海駐在員事務所
【提携銀行】メキシコ

南通支店
バンコック銀行
カシコン銀行
【提携銀行】ベトナム

ベトコム銀行

【提携銀行】フィリピン

【提携銀行】インドネシア

メトロポリタン銀行

バンク・ネガラ・インドネシア銀行

東南アジア現地サポート

海外ネットワークを利用した海外進出支援

一部提携銀行には行員を派遣し、

① 現地での資金調達支援

情報提供を行っています。

③ 現地情報の収集・提供

現地での銀行取引サポートや

名古屋銀行の海外拠点

南通支店

中国

上海駐在員事務所

中国

海外提携金融機関

国名

② 外為、貿易取引サポート

④ ビジネスマッチング機会
（商談会など）の提供

主な業務内容

お客さまの中国現地法人を対象に、預金・融資・為替の各サービスを提供
現地情報の収集・提供

国名

主なサポート内容

バンコック銀行

タイ

カシコン銀行

タイ

現地情報提供など

バンク・ネガラ・インドネシア

インドネシア

スタンドバイ L/C に基づく現地融資、現地情報提供など

メトロポリタン銀行

フィリピン

スタンドバイ L/C に基づく現地融資、現地情報提供など

ベトコム銀行

ベトナム

現地情報提供、口座開設など

インドステイト銀行

インド

スタンドバイ L/C に基づく現地融資、現地情報提供など

中国銀行

中国

スタンドバイ L/C に基づく現地融資、現地情報提供など

交通銀行

中国

現地情報提供など

Banamex 銀行

メキシコ

現地情報提供など

紹介可能な主な提携機関
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Banamex 銀行

南通支店では、お客さ
まの中国現地法人に融
資業務、預金業務、送
金業務などのサービス
を提供しています。

【提携銀行】タイ

スタンドバイ L/C に基づく現地融資、現地情報提供など

主なサポート内容

JETRO 日本貿易振興機構

貿易相談、進出サポート、現地調査など

NEXI 日本貿易保険

貿易保険、海外投資保険など

JBIC 国際協力銀行

海外直接投資を目的とした融資、貿易投資相談など

JICA 国際協力機構

海外現地情報提供、進出支援の協力など

行員派遣
○
○

行員派遣
○

事例紹介

Case study

丸八工機株式会社

、

愛知県岩倉市／自転車関連商品の企画・輸入・販売

チャイナプラスワンを
求めてベトナムへ
わが社では、価格競争力を確保するため2000年から中国・
天津市の提携メーカーにてOEMでの委託生産を行ってきま

した。しかしながら、近年、中国にて人件費を中心に生産
コストが大幅に上昇していることに危機感を抱いていまし

IWAKURA

た。そこで注目したのが東南アジアです。タイなど複数の
国を検討しましたが、ものづくりを行う上での一定の基盤
と、勤勉で比較的安価な労働力が期待できる国として、ま
ずはベトナムで新たな生産委託パートナーを探すことに決
めました。

市場調査

パートナー探し

1953 年設立、従業員 15 人。
キャリア・スタン
ドなどの自転車関連商品メーカー。数々の特
許等取得し、企画、製造、販売を一貫して行っ 代表取締役社長
ている。
近年は新ブランド「iWA」を立ち上げ、
付加価値製品の開発に力を入れている。

河村 隆彰

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

取引先候補リストアップ
マッチング支援

現地視察による意外な成果

〜身近な銀行への相談がもたらしたもの〜
日頃取引のある名古屋銀行に相談したところ、ジェトロのサー
ビスとして、現地企業のリストアップと企業訪問サポートを受
けられると紹介されました。ジェトロのホーチミン事務所にも
名古屋銀行出向者がいたこともあり大変スピーディーに生産委

託先候補のリストアップ、訪問アポ取りを進めてもらいまし
た。身近な金融機関に相談することで、ここまでしてもらえる
とは正直予想していませんでした。実際には、視察の結果、想

定ほど仕入コストは下がらないことが分かりました（これも収
穫です）が、今後の商品開発において有力なパートナー候補と
出会えたという意外な成果につながりました。

ジェトロ・ホーチミン事務所

名古屋銀行

奥村 和生

安達 啓介

視察では、訪問先企業から他社も紹介
いただき、予定外に多くの企業を訪問
できました。これは、社長、専務の積
極性と誠実な人柄によるものだと思い
ます。ジェトロでは様々な情報を提供
していますが、企業様自身で足を使っ
て情報を取りに行くことの重要性を実
感しました。

支店長

岩倉支店

社長と専務にお話しを伺う時、何事に
もチャレンジしていく姿勢と一生懸命
さに感銘を受けることがよくありまし
た。「何としてもこのお客様のお役に
立ちたい」という気持ちから、ジェト
ロを紹介することが出来ました。これ
からもいつでも気軽に相談いただける
存在でありたいです。
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事例紹介

Case study

松山製菓株式会社
愛知県名古屋市／菓子の製造/販売

日本産の安全、安心、
美味しさをアジアに
当社は安心、安全な日本産菓子の美味しさを広めるべく、海

外市場の開拓にも挑戦してきました。これまで全日本菓子輸

出工業協同組合連合会の一員として、ジェトロブースも活用

しながら中国、シンガポール、マレーシアでの食品見本市に

も積極参加。主力商品であるラムネ菓子などでは継続受注も

得る中で、自信をつけてきたところでした。次なる市場とし

て注目したのがベトナムです。ベトナムは、ターゲットとな

る若年人口が伸びており、旧正月に菓子を手土産に持ってい

く贈答文化があるため一定額をお菓子に使う素地があるとみ

て焦点を当てました。

市場調査

販路開拓

AICHI

企業プロフィール

1950 年設立、従業員 45 名。菓子の製造 / 販売。
岐阜県関市に自社工場を構え、全商品を自社工
場にて生産。昨年には ISO22000を取得し、安全、 代表取締役
安心を第一に昔ながらの菓子、オリジナルス
ナック菓子（OEM）を国内外に販売している。

伊原 正則

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

NAGOYA

契約段階

ベトナムの日系小売店舗におけるテスト販売事業
海外見本市

テスト販売で現地ニーズの
把握に挑戦
新たな輸出先としてベトナムを調査していたところ、取引先の
名古屋銀行からジェトロの事業でベトナムの日系ストアでテス
ト販売できる機会があると紹介を受けました。ジェトロの海外
展示会等は以前より利用しており、馴染み深く挑戦してみるこ
とにしました。取組んでみると輸出手続きのため相応の手間や
コストもかかり苦労した点も多かったですが、現地のニーズを
確認できる機会を与えてもらった事で新たな発見もありまし

た。今後は日系のみならずローカルの小売店向けにも挑戦して
いきたいです。

ジェトロ名古屋貿易情報センター

名古屋銀行

小林

小西

係長

伶

日本での製造にこだわりながら、気軽
に手にとってもらえる価格の商品であ
り、東南アジアの子供たちにも受け入
れられるのではないでしょうか。ロー
カルバイヤー向けの取引にも意欲を示
されており、バイヤー招聘商談会など
も名古屋銀行と連携して積極的にご提
案していきたいです。
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渉外グループ

浄心支店

係長

学

今回の事例は、ジェトロに当行からの
出向者がいたこともあいまって、お客
さまのニーズに沿ったご案内ができた
と考えております。今後も地域金融機
関としてお客さまに身近な相談相手と
思っていただける存在でありたいと考
えております。

ジェトロとの連携事業

Cooperation with JETRO

商談会
国内では「食」と「農」の大商談会を開催し、お客さまの海外輸出を含めた販路拡大を支援しています。

また、海外で開催される展示会・商談会を共催しており、現地での販路開拓のサポートも行っています。
各イベントについてセミナー講師の派遣や後援を受けるなどジェトロとの連携を行っています。

「食」と「農」の大商談会
6 次産業化・農商工連携による地方創生をテーマとして商談会
を毎年開催し、お客さまの海外輸出を含めた販路拡大を支援し
ています。

また、商談会に併せて輸出促進をテーマとしたセミナーを開催
しています。

2017 年 3 月に開催された第 2 回あいち・じもと農林漁業成長応

援「食」と「農」の大商談会では、ジェトロ名古屋の職員を講師と
して迎え、食品の輸出に関するセミナーを開催しました。

2017 年 3 月開催

第 2 回「食」と「農」の大商談会の様子

開催結果「第 2 回あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会」
開

催

日

2017 年 3 月 3 日（金）

会

出展企業

203 社

個別商談参加バイヤー

102 社

一般来場者

520 名

個別商談件数

512 件

場

名古屋市中小企業振興会館

※本商談会は、「あいち・じもと農林漁業成長応援ファンド」の共同出資企業との共催にて行っています。

海外での展示会・商談会
名古屋銀行では、日本国内に限らず海外で開催される展示会・
商談会の共催を行っており、お客さまの海外販路拡大や現地
パートナーの発掘を支援しています。

また、ジェトロでは海外で開催される数多くの見本市・展示会
への日本企業の出展支援を行っています。

ジェトロとの連携により、お客さまの希望に合った展示会・商
談会の紹介、ジェトロの出展支援についてのご案内などを行っ
ています。

2016 年 6 月開催

Mfair バンコク2016 ものづくり商談会の様子

名古屋銀行が主催・共催する海外販路拡大に関連した主な商談会
2016.3

国内

第１回あいち・じもと農林漁業成長応援「食」と「農」の大商談会

2016.6

海外

Mfairバンコク2016ものづくり商談会

2016.9

海外

FBC上海2016ものづくり商談会

2017.2

海外

FBCハノイ2017ものづくり商談会

2017.3

国内

第２回あいち・じもと農林漁業成長応援「食」と「農」の大商談会

2017.6（予定）

海外

Mfairバンコク2017ものづくり商談会
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ジェトロとの連携事業

Cooperation with JETRO

セミナー共催・専門家との個別企業訪問
ジェトロ名古屋との連携によりセミナーやワークショップを開催しており、より多くのお客さまにジェトロ
のサービスをご利用いただけるよう活動を行っています。

また、お客さまからのご要望に応じてジェトロの専門家との個別企業訪問も実施しています。

セミナー・ワークショップの開催
セミナーでの連携
お客さまの関心が高いと思われるテーマや注目されているテー
マについて、ジェトロ名古屋との連携によりセミナー開催して
います。

ジェトロ名古屋との連携により、弊行のお客さまはもちろん、
多くの企業様にご参加いただいています。

ジェトロ職員・アドバイザーの方に講師として講演いただくこ
とで、有益で鮮度の高い情報をお届けしています。

※セミナーの連携とは、ジェトロ名古屋に共催、後援、講師派遣を受けることを指します。

2016 年 11 月 15 日開催ベトナムセミナーの様子

ワークショップでの連携
セミナーに加えて、よりテーマを限定したワークショップも、
ジェトロ名古屋との連携により開催しています。

海外展開について同様の関心・課題を持つお客さまにご参加い
ただき、また少人数での開催となることで、個別の質問などに
もお応えすることができます。

ジェトロ専門家が講師となり、無料で開催しています。

ジェトロ専門家との企業訪問
ジェトロのサービス※を利用することでジェトロ専門家と一緒

ジェトロ名古屋と連携したセミナー・ワークショップ
2014.３

東南アジア進出セミナー

2015.７

インドネシアセミナー

2016.３

「食」と「農」の輸出促進セミナー

2016.３

輸出企業向けワークショップ

2016.８

TPP 協定特恵関税活用セミナー

2016.11

ベトナムセミナー

2016.12

ミャンマー進出セミナー

ニーズ

お客様

解決

にお客さまを訪問することができます。

名古屋銀行が窓口となりお客さまに個別に課題・ニーズをお聞

きし、ジェトロ名古屋およびジェトロ本部にてお客さまの課題・

専門家訪問

相談

ニーズに合致した専門家を調整します。

製造業、卸売業、小売・サービス業などさまざまな業種のお客
さまからのご相談をお受けします。

海外進出計画の策定から貿易実務まで、幅広いご相談内容に対
応します。

※ジェトロの「新輸出大国コンソーシアム事業」の専門家派遣サービスを利用しています。

ご利用いただくには条件がございますので、詳しくは名古屋銀行お取引店までお問い合わせください。

※ジェトロのサービスが終了した場合、専門家との訪問ができなくなる場合がございます。
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相談・依頼

ジェトロ名古屋

依頼

ジェトロ本部

