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【免責条項】 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害お

よび利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる

損害の可能性を知らされていても同様とします。 
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はじめに 

 

ジェトロは、今後、海外進出を図る環境関連ビジネスに関る中小企業への情報提供を目的とし

て、海外で事業展開する環境ビジネス関連中小企業に対して、海外進出の動機、あるいは、海外

事業で成功した理由について 2010年度に引き続きインタビュー調査を実施した。合計 9社のイン

タビュー結果を、企業ごとに Q&A 方式でとりまとめている。こうした情報が今後、海外進出を図る

中小企業のヒントとなれば幸いである。 

末筆ながら、今回インタビューに快諾いただいた団体・企業の皆様に、この場をお借りして厚く

御礼を申し上げる。 

 

2012年３月 

日本貿易振興機構＇ジェトロ（ 海外調査部 
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Ⅰ 調査方法 

  

2010 年度に引き続き、環境ビジネス関連中小企業のケーススタディ調査を実施した。①環境分

野で海外事業を決意した理由および②海外で成功した理由を明らかにするために、輸出・海外投

資を展開している企業を対象にインタビューを実施した。本年度は、2011 年 3 月に起きた東日本

大震災の影響についても質問を試みた。本年度前半には、大田区内の企業を中心に実施し、後

半には繊維分野および農業関係の企業を訪問した。 

 

各企業への質問内容は、昨年度と同様に、以下の＇1（～＇6（の項目のとおりである。また、状況

に応じて、東日本大震災の影響についても質問した。 

 

＇１（ 海外進出の動機 

＇２（ 現地パートナーの発掘方法 

＇３（ マーケティングの 4Pの工夫 ）4P＝product(製品)、price＇価格（、place＇流通（、promotion

＇宣伝（ 

＇４（ 海外展開にあたり克服した課題・困難 ＇含む東日本大震災の影響（ 

＇５（ 今後の課題 

＇６（ 製品・サービスの特徴 

 

調査対象企業は以下のとおりである。 

 

 理化工業株式会社＇大田区（： 工業用制御装置専業メーカー 

 株式会社共立理化学研究所＇大田区（： 製造業＇理化学機器製造販売（ 

 株式会社奈良機械製作所＇大田区（： 化学機械・同装置製造業、食品機械・同装置製

造業 

 日本理化学工業株式会社＇大田区（： 文具、事務用品製造販売、プラスチック成形加工 

 日進精機株式会社＇大田区（： 金型製作、金型部品 

 グリーンブルー株式会社＇大田区（：  環境計量証明業、その他のサービス業＇環境測

定分析、システム開発（ 

 赤塚植物園＇三重県 津市（： 園芸植物の生産、卸販売、小売販売、研究開発 

 株式会社和郷＇千葉県 香取市（： 野菜・果実缶詰・保存食料品製造業、野菜卸売業、

他に分類されない食料品製造業 

 株式会社フジコー＇兵庫県 伊丹市（ フェルト・不織布製造業、その他の民生用電機機

械部品製造業、帽子製造業＇帽体を含む（ 
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Ⅱ 調査結果概要 

 

＜高付加価値製品で海外に挑む大田区企業＞ 

 

第 2 次世界大戦後の高度経済成長を支えてきた京浜工業地帯の一画にある大田区の中小企

業は、1980 年代のピーク時に、約 9,000 社あったが、現在はおよそ 4,000 社まで大きく減尐した。

大田区に集積していた金属･機械部品の中小メーカーが、北関東、東北地方に生産拠点を移し、

さらに、85 年のプラザ合意による急激な円高とその長期化の影響によりアジアを中心とする海外

へ移転したからである。 

こうした厳しい状況の中でも、R&D に注力し、高付加価値製品を生む企業は大田区に健在であ

る。環境・エネルギー分野に携わり、海外への輸出や現地への投資により収益を上げている企業

もある。本年度上半期＇4～9 月（に、同分野で活躍している企業６社の訪問インタビュー調査を行

った。 

現在も大田区の企業全体の 85%が金属加工業で自動車、電気機器、一般機械などの金属・機

械部品に携わっており、差別化を図って生き残っている。金属・機械部品は、日本で製品に組み

込まれてから輸出されるだけでなく、直接海外に輸出され、世界各国で製品に組み込まれて使用

される。大田区および大田区産業振興協会の担当者も「今後は、とりわけ、成長するマーケット、

すなわち、新分野である環境・医療および福祉に注目し、市場としてはアジア等の海外市場に目

を向けていく必要がある」と新分野および海外市場開拓に意気込みを見せている。 

 

＜企業の海外進出を大田区が支援＞ 

 

大田区は、こうした企業の海外輸出を支援するために、2010 年 4 月、大田区産業経済部の傘

下に公益財団法人大田区産業振興協会を設立した。各企業にソリューションを示すことができる

ようなプロ集団、すなわち、各産業分野に精通した人材を集めたのが特徴だ。工作機械、重工、

精密機器系企業の出身者、そして、中国人職員 2名の 5名体制で海外事業を担当している。海外

事業のひとつに海外見本市の出展支援がある。例えば、2011年 5月大連、9月上海、10月香港、

11 月にはバンコクの見本市に大田区のブースを構えた。また、大田区の企業とすでに海外に進

出している日系企業あるいは現地企業とのマッチングの場である商談会も開催し、2010年には現

地企業 30 社と大田区の企業 30 社との商談会をセットするなど、精力的にマッチング支援に取り

組んでいる。 

大田区で、最近最も注目されているのがタイのアマタナコン工業団地内のオオタテクノパークで

ある。一企業が入居する工場の広さは、320㎡×18ユニットと通常の工業団地内の 1,000㎡／ユ

ニットより小さめだが、大田区内の企業の製造現場と同じような大きさということを考慮した結果だ。

現在、17 ユニットが契約済である。現在 6 社＇株式会社南部、大崎産業株式会社、西居製作所、

他３社（がタイ国内あるいは第 3 国への製造・販売の拠点としオオタテクノパークで生産している。
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各社とも同じ敷地内ということで、密度の濃い情報交換が可能となる上、工業団地が所在する県

内には自動車や家電関連の進出日系企業が 400 社以上あり、そうした企業から迅速な情報収集

が可能で、販路拡大には有利だという。 

オオタテクノパークは、そもそもアマタコーポレーション PCL 社＇不動産業（会長ビクロム氏が大

田区を視察した際、大企業誘致だけでなく、裾野産業の技術の高さに注目、その重要性を認識し、

アマタナコン工業団地への誘致を行ったことがきっかけである。大田区としても ASEAN の中でも

有数な製造拠点であるタイに大田区企業の生産現場を構えることが重要だとみなす。タイから第

三国への製品輸出が可能なこともメリットがあると考えている。また、オオタテクノパークに拠点を

設けることにより、業種によっては、タイ投資委員会＇以下、BOI（の投資奨励策の対象となり、法

人所得税が 5 年間免税、製造設備は非課税、輸出製品用原材料の輸入関税が 0％という特典を

受けられることも立地環境として良いと考える。投資奨励策の対象になるには、事業計画書には

産業廃棄物処理方法についてプランを示して BOI の審査に合格する必要があるが、こうした審査

に関する情報提供等のバックアップについても大田区産業振興協会が行っている。アマタナコン

工業団地にとっても「大田ブランド」を手に入れられるという利点があるため、大田区とアマタ社に

とって WIN-WINの条件が揃っている。 

  

＜環境関連ビジネスで新たな市場へ＞ 

 

このように手厚い海外進出支援を講じている大田区だが、同区内にはすでに、環境等の成長

分野に積極的に乗り出している中小企業があり、6社にインタビューを行った。いずれも、高度な

独自技術を屈指してニッチ市場を狙い、各社に適した海外パートナーを通じて、ビジネス展開して

いる。各社とも日系メーカーの下請けの地位に留まらず、海外で販路を拡大している。 

これらの企業の中には、中国ビジネスに積極的なところもある。一般的にしばしば耳にするの

が、中国ビジネスでは売掛金回収の困難さや模倣のリスクだが、一方で、中国中央政府が環境・

エネルギー分野に力を入れている現状から、ビジネスチャンスと捉える向きが多い。今回のインタ

ビュー企業の中で、対中ビジネスに成功している企業は、高品質に裏打ちされた製品・サービスを

アピールしながらも、取引先の要望にも可能な限り柔軟に対応することにより、取引先の信頼を獲

得しているという共通点がある。例えば、高品質でも価格を下げて欲しいという無理な要望でも、

可能な限り、部品を現地調達する、あるいは、汎用品でも十分な性能を発揮できる場合はあえて、

高性能な製品を販売せず、汎用品を提供するといった対応がみられた。きめ細かなマーケティン

グ戦略が成功に導いていることを示しているといえよう。 

また、環境マネジメント認証 ISO14000シリーズの取得により、企業価値を高めているケースも

見られる。国内・海外の生産拠点を生かして高品質で、かつ安価な金型・プレス加工などを目指

す企業が内外自社工場において同認証を取得し、環境改善に企業として取り組んでいることを国

際的にアピールしている。とりわけ、欧米企業との取引では同認証取得が取引要件になることも

多く、中小企業といえども例外なく取得義務が生じる。中小企業にとって、同認証取得のための経
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費はけして安価ではないが、海外取引先からの信頼を得ることによる効果の大きさを勘案して取

得に踏み切るところも出てきている。 

 

＜不織布の新技術に新たな商機 –繊維産業-＞ 

 

本年度の調査では、繊維産業における環境ビジネス関連企業にも目を向けた。繊維産業は、

成熟市場と言われて久しい。1960 年には日本の輸出の約 30％を繊維品が占めていたが、開発

途上国における繊維産業の伸長および 85 年のプラザ合意後の円高等が大きく影響して 2005 年

には 1%台に落ち込んだ。87 年から輸入超過の状態が続いている。しかし、繊維業界にとって厳し

い状況が続く中でも近年、不織布等の新技術、例えば排水の再処理向け高機能分離膜あるいは

大気汚染防止用フィルター等、環境分野における国内外の需要に伸びがみられる。中小企業で

あっても従来の不織布の技術を活用して環境・エネルギー分野に道を開いている企業もある。今

後、中国そして新興工業国において、人口増加、工業・農業用水量の増加による飲料水不足解消

および工業排水・排気の適正処理に向けた技術ニーズは一層、高まるとみられる。こうした背景

から今回、関連企業１社にインタビューを行った。 

 

＜安心・安全をビジネスに-農業・食品分野‐＞ 

 

本年度調査においても、農業・食品分野に注目した。一口に農業・食品分野といっても幅広い

ため、昨年度に引き続き、可能な限り調査を試みた。近年、安心・安全な食料に敏感な海外の富

裕層をターゲットに農産品等の輸出・海外生産等の事業を拡大している企業がみられるようにな

った。しかし、その矢先に起きた 2011年 3月の福島第一原子力発電所の事故により、輸出ビジネ

スでは苦戦を強いられる中、海外での生産を増加させるといった工夫により収益を上げている企

業がある。こうした農業ビジネスにより海外展開に挑み続ける企業１社にインタビューを実施した。 

また、先進国においては、工業化に伴う都市化が進む中で都市景観すなわち良好な都市環境

を維持するために、都市における緑地の保全、緑化および公園の整備等が進められてきた。今回

は園芸分野で都市景観に貢献している企業１社にインタビューを実施した。 

 

Ⅲ 訪問インタビュー調査結果 

 

本年度インタビューを実施した 9社のインタビュー調査結果は次頁以降にQ&A方式で掲載した。

また、企業概要についても各社ごとに掲載している。 
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理化工業株式会社 

 

１．企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

理化工業は、1937 年の創業以来、半世紀以上にわたり独自技術による工業用制御機器＇温度、

流量、プロセス等制御機器（の専業メ－カ－として成長を続けています。当社は、資本系列のない

「ＲＫＣ」という独立のブランドを拡大しています。数々の不倒神話が倒壊する激変の時代にあって、

当社は無借金経営を維持しています。 

   当社の経営理念である「最高水準の品質の実現」を品質方針とし、品質保証の国際規格で

ある ISO9001 を取得、为力製品の安全規格対応については現在アメリカの安全規格ＵＬとカナダ

の安全規格ＣＳＡ、および欧州安全規格のＥＭＣ指令および低電圧指令に基づく規格適合品＇ＣＥ

マーキング適合製品（を生産しています。 また、社内製品基準に電気分野の国際規格であるＩＥ

Ｃ規格を取り込み、設計から製造まで国際規格に適合した製品作りに取り組んでおります。 

さらに、経営理念に則り、地球環境の保全を最重要課題であると認識し、『環境と調和』をスロ

ーガンに、環境保全と社会貢献を目指して活動し環境マネジメントシステム ISO14001 を取得して

います。 

 

２． 海外進出に関して 

 

Ｑ2．海外進出を決めた理由を教えてください。 

Ａ2． 

日本の産業用機械が輸出され、海外においても弊社制御機器の利用が増えたため、1969年に

アフターサービス用の予備品を販売している代理店と契約したのが、海外展開の始まりです。製

造拠点はあくまで国内に置きました。 

現在、海外取引のうち中国、韓国、台湾が全体の 70%を占めており、2010 年度の海外取

引は全体の 17～18％で、2011 年度は 22%と増加傾向にあります。その要因は中国との取引

拡大です。プラスチック製造装置、半導体製造装置、食品製造装置、科学機器やプラント

設備向けなど、需要が幅広く、とくに、中国での需要が急増しています。 海外販売の基

本は代理店を通しての取引なので、最終的な供給先を全て把握はできませんが、最近の傾

向としては中国の地場企業との取引が増えています。 

 

【インタビュー先】理化工業株式会社  海外部 部長 保知 達也 様 

【インタビュー地】国内 

【インタビュー日時】2011年５月９日＇月（ 
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Ｑ3．現地パートナーはどのように発掘されましたか。 

Ａ3． 

アジア地域の現地代理店は、40 年前に前会長が知り合ったネットワークを通じて、東南

アジアを含めて開拓しました。欧州代理店は商社の紹介です。代理店への技術指導は、出

張ベースで対応しています。 

 

Q4.海外展開にあたってどのような課題・困難がありましたか。また、それをどのように解決されま

したか。 

Ａ4． 

最近非常に多く出回っている弊社製品の模倣品への対策が挙げられます。 近年、中国のお

客様への販売が増加していますが、お客様の中には模倣品と承知しながら、安価であれば模倣

品を使い、また弊社製品と模倣品を使い分けているようです。弊社製品の場合、日本から出張し

代理店やお客様への技術指導などのサービスによって、お客様の信頼を得る努力を欠かさない

ようにしています。また、ジェトロ殿のご協力を仰ぎ、現地での模倣品生産拠点の調査、模倣品販

売業者の調査・摘発について実施しています。 

 

Q5.海外市場で製品を販売するにあたり、価格、流通、広告等でどのような工夫をされましたか。 

Ａ5． 

海外取引のうち中国、韓国、台湾が全体の 70％を占め、特に中国との取引が拡大しております

が、これは、①日本のお客様である装置メーカー＇供給先（が近場である東アジアへ進出し生産し

ている、②中国地場企業が育っている、③欧米の装置メーカーが中国・東南アジアに工場を作っ

ている、といった理由が挙げられます。とくに、プラスチック製品は、住宅建材からスーパーの袋ま

で中国での需要が急増しています。そうした中で、「高品質・高価格なオーダーメイドだけでなく、

安価な製品も欲しい」という代理店やお客様の声が増えています。こうした代理店やお客様のご

要望する製品に対して、日本で生産しても十分に現地製品と対抗できるような生産性を飛躍的に

向上させた汎用品の開発・生産を実現し、スピード感を持って提供する努力を重ねています。 

また、代理店との情報交換やお客様への訪問回数を増やし、流通経路の中でメーカーと代理

店と一体になった活動を増やしています。 

最近は、日本語と英語に続き、中国語によるホームページも開設し、現地語によるサービスの提

供とその向上を図り、更なる顧客満足の充実を目指しています。 

 

Q6.今後の課題 

Ａ6． 

売り上げが伸びている中国、今後期待できる新興国に対して、今後の代理店の在り方や、新た

な代理店の発掘や展開について検討しています。お客様である日本の装置メーカーが海外に進

出する機会が増えており、今までの弊社ビジネススタイルでは進出されたお客様の満足を達成す
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ることが難しくなりつつあるためです。 

また、欧州市場については、欧米先発メーカーが基盤を築いており、当社は後発になってしま

います。したがって、アフターフォローができるような代理店を育てることに注力していきます。 

今後、内需が縮小する中で、海外事業を増やしていくことになるでしょう。そのために人材不足

を解消することも課題です。 

 

３．環境関連製品について 

 

Q7．御社の環境関連为力製品である温度・プロセス・流量制御装置の特徴を教えてください。 

A7． 

理化工業の为力製品は、工業用制御機器としてホストコンピュ－タと結合できる各種温度、圧力、

流量等の調節計や制御機器、シ－ケンス制御や調整機能のモジュ－ルの組み合わせによりシス

テム構築ができるシステムコントローラー、各種機械専用のマシンコントロ－ラ－、温度、圧力、レ

ベルなど高精度な測定のためのセンサ類など、産業界のファクトリ－オ－トメ－ション化＇FA化（お

よびプロセスオ－トメ－ション化＇PA 化（のニ－ズに応えるための高度な製品です。日々、製品の

研究・開発に取り組んでいます。 

理化工業は、環境負荷低減に貢献する製品を提供するために ISO14021 で規定した自己宣

言による環境ラベル認定制度を開始しました。 

 この目的は、当社の製品が環境負荷低減に貢献する事をアピールするとともに、この判定

基準を明確にし、ECOマーク認定製品として情報を公開し提供するものです。 

 理化工業は10年来の社内LCA活動をもとに、開発商品について環境配慮開発の取組みを

進めてきました。 

 環境ラベル認定制度の導入により、環境に配慮した商品を継続的に創出する活動をおこな

い、また、お客様の地球環境保全活動に寄与する製品開発を推進して参ります。 

 

以 上 

 

デジタル指示調節計＇プロセス/温度調節計（       モジュール型プロセス調節計 
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会社概要 理化工業株式会社               

公式サイト http://www.rkcinst.co.jp/indexj.htm  

環境への取り組み 理念： 顧客満足を第一義として、温度を中心にした先端技術の創造と、最高水準の

品質の実現により、環境調和と社会貢献を目指す｡ 

運用： １．自社の活動における製品及びサービス及び環境影響に対して適切な環境

目的及び目標を設定する｡２．環境目的及び目標の適切性を保つために、毎年レビュー

を実施して見直しを行う｡３．ISO14001 の環境マネジメントシステムにより､環境に対する

継続的改善及び汚染の予防につとめる｡４．環境側面に関係して適用可能な法的要求

事項及び自社が同意するその他の要求事項を遵守する｡５．この環境方針は、文書化し

て社員に周知徹底するとともに、一般に公開する｡ 

目的： １．社会的責任としての地球環境の保護のために、温室効果ガス排出の低

減、２．省エネ省資源、化学物質の管理と有害物質の削減を実現する｡地域の一員とし

て、周辺に対する環境の保全と改善に努める｡ 

目標：１．CO2排出量の削減 エネルギー起源のCO2の総排出量を削減する｡２．環境貢

献対象製品の提供 環境貢献対象製品の売上高比率を高める｡３．有害物質の使用禁

止と化学物質の削減、環境汚染の予防 化学物質、環境汚染の管理システムを運用す

る｡ 

所在地 本社：〒146-0085 東京都大田区久が原５丁目１６-６ 

TEL： 03-3751-8111 FAX： 03-3754-3316 

その他： 茨城事業所、営業所＇８カ所（ 

代表者 代表取締役 社長 保知 輝英 

創業 昭和１２年５月２０日 

資本金 ５,５６０万円＇自己資本 68億 1千万円、自己資本比率  68.4％（ 

上場の有無 無 

業種 工業用制御装置専業メーカー 

従業員数 464名＇2011年１１月時点（ 

事業内容 温度制御機器、温湿度制御機器、半導体製造用制御装置、各種プロセス制御装置、各種簡

易計装システム、樹脂圧力計、各種センサ－などの開発・製造・販売。 

海外展開 現地法人： 米国 

代理店： 韓国、中国、香港、台湾、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、オース

トラリア、ニュージーランド、南アフリカ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンラン

ド、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、オランダ、イタリア、ポルトガル、ギリ

シヤ、スペイン 

）理化工業株式会社ホームページおよびインタビュー等より作成 

  

http://www.rkcinst.co.jp/indexj.htm
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株式会社共立理化学研究所 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

戦後、初代社長が、光学機器メーカーの技術者だった頃、カメラのレンズを加工する特殊な炉

の開発を担い、水素イオン濃度＇pH（の研究に携わりました。退職後、自宅の一部を改築した実験

室で測定技術の研究を続けて、国産初の pH 試験紙箔の開発を契機に創業。その後、1970 年代

に水質汚濁防止法が施行されたことにより、大田区のメッキ加工処理工場等から工場排水検査

用に誰でも簡単に扱える水質の簡易分析の要望を受け、1973年に比色分析を応用した“パックテ

スト®”を開発、販売しました。30 年以上前に開発されたパックテスト®は、時代に合わせた改良を

重ねて現在、測定項目を 66種類そろえています。パックテストの売上比率は国内が約 80％で、残

り約 20％が海外です。この他、デジタル計測器の開発・製造・販売をしています。今後はアジアを

中心に海外市場での販売拡大を目指しています。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機を教えてください。 

A2. 

当社が海外輸出へ踏み切ったのは、約 20 年前になります。当時、まだ漠然ながら、将来的な

海外進出を考え始めた頃、販売代理店の社長から「誰でもどこでも使える簡易水質キット」の海外

での需要が必ず出てくる、と打診がありました。それも後押しとなって、海外への輸出に至り、現在

も同社を通じて輸出を行っています。近年では、当社の簡易検査キットが国内シェア 90％に到達

し国内市場が飽和状態に近づいてきました。今後、更なる販売拡大をしていく上で、当時まだ海外

への輸出が難しかった時期にも係らず決断に踏み切ったのは、正解だったと思っています。 

 

Q3.現地パートナーはどのように発掘されましたか。 

A3. 

  現地パートナーは为に国内の輸出販売代理店が発掘しています。 

当社では製品の説明など、技術的なフォローを行い、商談成立後は現地販売代理店・国内の輸

【インタビュー先】 株式会社共立理化学研究所 取締役 企画部 部長 岡内俊太郎 様 

企画部 永井 孝 様 

営業部 海外担当 为任 加藤クイン 様 

【インタビュー日】 2011年 5月 13日＇金（  

【インタビュー先業種】 製造業＇理化学機器製造販売（ 
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出代理店・当社の 3社で協力して対応しています。 

 

Q4.マーケティングの 4P＇製品＝product, 価格＝price, 流通＝place, 広報＝promotion（の工夫

について教えてください。 

A4. 

製品は大田区の本社で開発・生産・出荷まで行い、販売代理店を通して海外に出荷しています。

現地生産の提案を受ける事もありますが製品の特性上、細かい品質管理が必要になるため社内

で生産することが最適だと考えています。 

海外での販売価格については、輸出コスト等が上乗せされるため、どうしても国内価格より高く

なります。中国を例に挙げますと、国内価格の約 1.5倍以上の価格になってしまいます。現地での

価格を抑えることが今後の課題です。 

 

＜海外広報は入り口として現地の展示会を活用＞ 

 

海外市場へのPRとして、現地の展示会や学会を活用しています。2010年7月 インドネシア マ

ラン市にあるブラビジャヤ大学で開催された環境教育に関する学会＇ICGRC2010（に参加しました。

日系企業が数多く進出しているインドネシアでは、近年の自然環境への意識の高まりをうけ、会

場に設置した当社デスクには多くの方が見学に来られました。学会にはインドネシアやマレーシア

等の国立大学関係者や行政関係者が集まりますので、直接製品を紹介する機会が得られます。

現在、東南アジアでは簡易分析が普及していません。まずは製品の利便性を認知してもらう“自ら

マーケットをつくる活動”が重要だと考えています。同年 9 月には中国・上海で開催された理化学・

分析機器に関する展示会 Analytica China2010に東京都中小企業振興公社の出展助成金を活用

して出展しました。会場は盛況で 3 日間で製品カタログ約 1,000冊を配布しました。中国市場には

日本の販売代理店を通じてパックテストを中心に販売を始めていますが、販売代理店に頼り切ら

ず自分たちが現場で直接 PR することにより新しい顧客を獲得したり、現地の新しいニーズを知る

機会を得ると考えています。10 月に台湾・台北市で開催された 2010Taipei Int’l Invention 

Show&Technomart には東京都中小企業振興公社のニューマーケット開拓支援事業枠で出展、11

月には香港で開催された Hong Kong Electronics Asia 2010に大田区産業振興協会から支援をい

ただき出展しました。 

海外の展示会では、会場で不特定多数の通行人に PR をしても相手国の企業との接点はあま

り生まれません。現地の事情に詳しい人を交えながらPRすることを心掛けています。しかし、その

際に当社のような零細企業の場合は現地の人脈もまだ浅く、単独での出展は効果が期待できま

せん。さらに、出展費用や人員の調整、通訳の選定も大変です。そこで、出展は日本貿易振興機

構、中小企業基盤整備機構、東京都中小企業振興公社、大田区産業振興協会などから協力とご

支援をいただき、足りない部分を補っています。 

展示会や学会等を海外広報の入り口とすることで、最初は現地日系企業が用水・排水等の水
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質管理用として当社のパックテスト®を使っていただける機会に繋がります。その後、日系企業の

ユーザーがパックテスト®を現地の取引企業に使うように薦めてくれています。このような現場で

の口コミで当社製品と簡易分析技術が徐々に認知され始めています。 

 

［Analytica China 出展］ 

  

 

Q5.海外展開に当たっての課題・困難の克服について教えてください。 

A5. 

販売数量はまだ尐ないですが、様々な課題があります。例えば、ある国の販売代理店が定価

を崩す様な流通を仕掛けているという情報を入手したことがあります。不確かな情報でしたので、

全く別件でその国に行き、そのついでという形をとって、販売代理店と打ち合わせをセッティング、

事実を確認してから注意喚起し収まりました。このような状況では先方の都合もありますので真正

面から問い質すと、決裂してしまう可能性も考えられます。場のセッティングには苦労しましたが、

海外の販売代理店とのトラブルは、その国一国の市場を失うことになりかねません。代理店とのコ

ミュニケーションを図ること、そしてコミュニケーションの取り方は重要だと考えています。 

 

Q6.東日本大震災の影響はありましたか。 

A6. 

当社は東京都にしか拠点を構えていませんので直接的な影響はありませんでしたが、資材メー

カーの東北工場が被災しました。重要資材の調達がしばらく不安定でしたが、関係者のご理解と

ご協力もいただき欠品することなく対応する事できました。 
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被災地では浄水作業が間に合わず、安全な水が充分に行き渡らないことが予想されます。飲

料水の安全性の確認用に残留塩素濃度を測定するパックテスト®５回分を被災地の方に無料で

配布しています。これは、経済産業省関東経済産業局の震災企業支援室の事業にも登録されて

います。 

 

Q7.今後の課題を教えてください。 

A7. 

中国を中心に「水質」に対する関心が急激に高まっています。現地に進出している日系企業は

日本で使っているパックテスト®を現地でも採用するケースが増え、中国での販売拡大は、これか

らも重要であると考えています。様々な市場の需要に応える為に、現場に行く機会を増やし販売

や技術のネットワーク構築に取り組んでいます。広報活動も継続させ 2011年 6月に中国・北京で

開催された中国国際環境保護展覧会 2011 にジェトロ为催のジャパンパビリオンの中に出展致し

ました。 東南アジア市場も伸びています。おそらく、日系企業の進出、環境への意識変化が大き

く影響していると思います。海外販売については市場性や文化、価値観の違いも考慮しながら、

戦略を練って速やかに行動する必要があります。 

［中国国際環境保護展 2011］ 

 

 

3.環境関連製品について 

 

Q8.貴社の为力製品“パックテスト®”の特徴を教えてください。 

A8. 

パックテスト®は、比色分析法を応用した誰でもどこでも扱うことができる水質の簡易分析器で

す。測定項目毎に調合した検査試薬を封入した特殊なポリチューブに調べたい水を吸い込ます。

吸い込んだ水に含まれる測定対象物質が試薬と反応し発色したパックテスト®を付属の標準色に

示された数値＇濃度（と見比べることにより測定します。測定対象項目は 66種類あり、測定に要す

る時間は大体 5 分以内です。試薬類は毒物及び劇物取締法に該当しない試薬のみで構成してい

ますので測定後の廃棄も簡単です。 
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 为な使用先は、工場での工程水や排水の管理、養魚の水質管理、河川など環境調査、環境教

材、農業用水の検査、RoHS 規制の六価クロムの測定などにも使用されます。公定試験法ではあ

りませんので、各現場により利用方法は異なるとは思いますが、例えば工場排水を管理する場合、

日頃の検査にはパックテスト®を使い、定期的に公定分析を行うという方法をとれば、コスト節減

に繋がります。震災など緊急時用にストックしているところもあります。 

 

［水質の簡易分析器パックテスト®］ 

 

 

［海外販路開拓］ 

  

Analytica China Shanghai 2010 参加    ブラビジャヤ大学 ICGRC2010学会参加 
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会社概要 株式会社共立理化学研究所 

公式サイト http://kyoritsu-lab.co.jp/ 

環境への取組 公害問題がクローズアップされていた当時、「工場からの排水検査を現場で簡単に低コス

トでできないか？」いう要望から開発された。 

所在地 〒145-0071東京都大田区田園調布 5丁目 37番地 11号 

TEL： 03-3721-9207＇代（ FAX： 03-3721-0666 

代表者 代表取締役  岡内 完治 
 

創業 1952年＇昭和 27年（11月 

資本金 2,000万円 

上場の有無 無 

売上 2009年 3月期：  6億 9,100万円 

2010年 3月期：  6億 7,800万円 

2011年 3月期：  6億 8,000万円 

※7億円＇国内 80％、海外 20％（ 

業種 製造業＇理化学機器製造販売（ 

従業員数 48名 

为要仕入先 関東ビニール株式会社、家田化学薬品株式会社、株式会社西務良 等 

为要取引先 東京硝子器械株式会社＇理化学機器総合商社（ 

アズワン株式会社＇理化学機器総合商社（ 

株式会社ユーアイ＇理化学総合商社（ 

株式会社ニッコー･インターナショナル＇海外販売代理店（ 

細田貿易株式会社＇海外販売代理店（ 

島津技迩＇上海（商貿有限公司＇中国現地販売代理店（ 

以上の他、国内取引先 400社、海外現地販売代理店 20社 

特許・登録 特許名称：簡易分析具及び製造方法 

事業内容 誰でも、どこでもできる水質の簡易分析器の開発・製造・販売。 

pH 試験紙、分析用試験紙、パックテスト®、単項目水質計デジタルパックテスト®、他項目測

定計デジタルパックテスト・マルチ、分光光度計用水質測定試薬、濁度色度計、その他 各種

組み合わせセット、サン化学製細菌検出試験紙を販売。 

）株式会社共立理化学研究所ホームページおよびインタビュー等より作成 

 

  

http://kyoritsu-lab.co.jp/
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株式会社奈良機械製作所 

 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

奈良機械製作所は、粉粒体処理装置メーカーです。先代の当社社長が、戦前、まだ、工具商に

籍を置いていたころ、取引先の農薬製造企業から、「今後、日本は、化学・重化学工業が発展す

るだろう、物体を粉状にする技術が重要になるため、粉砕のための機械を制作して欲しい」との依

頼を受けました。そこで、1924 年＇大正 13 年（に奈良商店を発足させました。様々な取組をした結

果、1925 年、日本初の高速度衝撃式粉砕機を開発しました。その後、日本の工業の発展とともに、

粉砕にとどまらず、粒と粉の乾燥という高度な技術も開発しました。石油化学業界を始め、化学、

食品、肥料、建材、医薬、電子材料の分野で、紛体処理は欠かせない技術になりました。紛体工

学において“粒子設計”という言葉を作ったのも当社です。 

今後、自然エネルギーの需要が増大すれば、木材、稲わらの粉砕機の需要も伸びるでしょう。

多くの方に共感をもって使っていただければ大量生産が可能になりコストは低減します。 

また、自然エネルギーによって作られた電気を蓄電するために、リチウムイオン電池の増産が

必須です。こうした電池を作るために、当社の紛体処理装置＇ハイブリタイゼーションシステム（が

活躍しています。 

紛体処理の歴史は当社の開拓史といえるでしょう。現在も、その精神は受け継がれ、日々、研

究開発そして製品化に取り組んでいます。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機を教えてください。 

A2.  

国内での市場開拓は、先行き困難が見込まれたため、90 年代から、海外展開を本格化しまし

た。海外に進出している日系企業からの注文が増えたことも一つの要因です。現在、売上の 35％

が海外、65％が国内売上というグローバル企業です。 

独自技術を持つ開発型企業として、知的財産分野への取り組みにも力を入れており、国内の

みならず海外での特許取得も進めています。 

【インタビュー先】 株式会社奈良機械製作所 代表取締役 奈良 自起 様 

総務部長 大谷 武文 様 

【インタビュー日】 2011年 5月 18日＇金（  

【インタビュー先業種】 化学機械・同装置製造業、食品機械・同装置製造業 
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また、現在は、毎年、海外から約 200人の方々が、紛体処理における実験確認、紛体処理技術

の相談、新素材開発に関するアドバイスを求めて、当社にいらっしゃいます。 

 

Q3.海外パートナーはどのように発掘されましたか。 

A3. 

当社の高い技術力を背景に、ドイツに支店、韓国には系列会社を設置し、また、世界各国の販

売代理店とネットワークを構築しています。技術供与先はインド・米国で、関連会社はドイツ・韓国

にあります。 

販売代理店については、展示会等を通じて、発掘します。今後、一層力を入れていきたい販売

方法は、外国籍の職員を本社採用し、本社での研修を 2～3 年実施した後、自国に戻ってセール

スエンジニアとして市場開拓する、という方法です。現時点で外国籍職員は全体の 1割に過ぎず、

これを 2割に拡充する予定です。なぜなら、当社は、顧客の要望を最も適切なアイディアで提供す

ることを信条としており、本社社員として相手先にプランニングから納品まで責任を持って対応で

きるスタッフに任せたいと考えているからです。そういった意味で、技術を理解するスタッフが必要

ですが、自分のやりたいことがはっきり言える、コミュニケーション能力が高い、将来の目標が明

確である、という人材に注目しています。ちなみに、当社は文科系出身者でも、研修中は実験室

で粉まみれになって、“粉”とは何かを、体で知ってもらうようにしています。 

 

Q4.マーケティングの 4P＇製品＝product, 価格＝price, 流通＝place, 広報＝promotion（の工夫

について教えてください。 

A4. 

 広報の観点では、欧州では、すでに、奈良機械は相談から納入まで丁寧な対応をしてくれるとい

う評判が宣伝の代わりになっています。実際に、展示会で装置の紹介をして、実際に見てもらうこ

とが一番の宣伝になります。 

価格については、海外のプラントに納品する際、当社の機械を動かすためのモーター類、ベル

ト類などは、日本から運び込むよりも現地で安く調達することができる場合があります。こういった

機械については、顧客に予め購入しておいてもらうことで、プラント全体の投資コストを抑えること

が可能になります。もちろん、プラント設置の際は、当社社員が現場に赴いてプラントが稼働する

か、丁寧に確認します。 

 

Q5.海外展開に当たっての課題・困難の克服について教えてください。 

A5. 

 顧客の信頼を裏切らないためにも、機械を売るだけではなく、プラントの計画から納品まで見届

けるようにしています。例えば、プラント設置の際、基本的には顧客が実施しますが、当社から、

技術者がスーパーバイザーとして現地入りし、監督します。また、アフターサービスも本社から技

術者が出張して行います。技術が係る事は、代理店に任せ切りにしません。 
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当社製品の乾燥装置＇パドルドライヤー（のコピーが中国で 10 社程度ありました。しかし、工場

内での紛体処理のトータルプランニング能力がないため、5 社は廃業しています。つまり、“機械を

売るだけ”という発想では紛体処理は不可能だということです。紛体処理の前工程と後工程とのつ

ながりも考慮に入れて、紛体処理機械の設計、オペレーションの指導、取扱い説明書の作成等を

行い、全てを顧客に引き渡して初めて完成といえます。当社は、開発、設計からエンジニアリング

まで、カバーしている企業であることを常に顧客に伝えて、信頼を得るように努力しています。 

 

Q6.今後の海外展開、課題等について教えてください。 

A6. 

装置の一部はモジュール化している部分もあり、現在は国内で製造していますが、今後は海外

での製造も検討できるかもしれません。特に力を入れたい市場は特定していませんが、まだ納品

実績が無い国にはアプローチしていきたいと思っています。例えば、ロシア等資源国などは魅力

的です。 

当社製品＇プラント（は、どの産業であっても時代の変化等に応じてニーズが生まれると考えて

います。したがって、「すべてが市場」である中、「いかに適した納品先を開拓するか」、もしくは「い

かにシーズを発掘するか」が当社の今後の課題であると考えています。 

 

3.環境関連製品について 

 

Q7.リサイクル素材やリチウムイオン電池に係る紛体処理技術の特徴について教えてください。 

A7. 

 バイオエタノールの素材として木材・稲藁が使われていますが紛状にすることで、糖とアルコー

ルへの分解速度が速まります。当社の衝撃式粉砕機によって、こうした素材を短時間で大量に微

粉砕することができます。自然エネルギーの需要が高まれば大量に生産することが可能になり、

コストも下がります。現在のところ、国内販売しか扱っていませんが、一層の需要が見込まれれば、

海外販売も視野に入れるでしょう。 

リチウムイオン電池に関する技術は、微粉体表面改質技術すなわちハイブリダイゼーションシ

ステムと言います。1984年、大学との微粒子先端技術の共同開発に挑戦しました。大学の持つ技

術と当社の粉体処理技術がマッチングし、2 年間という短期間でハイブリダイゼーションシステム

を開発しました。これは、高速気流の中、乾式で、核となる粒子の表面に微粒子を固定化・成膜す

る技術です。原材料の組み合せによって、トナー、電池材料、発光材料、医薬品、食品、塗料、顔

料、化粧品等、幅広い分野で活用することができます。また、不定形粒子を球形化処理することも

可能です。ナノテクノロジーと呼ばれている超微粒子の新素材の開発にもこの技術が重要な役割

を果たしています。 
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＇写真上（微粒子の表面改質・複合化を可能にするハイブリダイゼーションシステム＇ＮＨＳ（ 

 

 

＇写真下（あらゆる物質の粉砕が可能な自由粉砕機＇小型～大型まで（ 

  



23 

Copyright ©2012 JETRO. All rights reserved. 

 

会社概要 株式会社奈良機械製作所 

公式サイト http://www.nara-m.co.jp/ 

環境への取組 株式会社奈良機械製作所 環境方針 

2005年 10月 1日＇改訂第 6版（ 

所在地 〒143-0002 東京都大田区城南島 2-5-7 

TEL: 03-3790-8011＇代（ FAX: 03-3790-8055 

代表者 代表取締役 奈良自起＇ナラ ヨリオキ（ 
 

創業 1924年＇大正 13年（ 

資本金 4,000万円 ＇授権資本金 1億 6,000万円（ 

上場の有無 無 

経常利益 2009年 3月期： 1,200万円、2010年 3月期： 7,300万円、 

2011年 3月期： 1,600万円 

売上 2009年 3月期： 34億 9,700万円、2010年 3月期： 33億 1,300万円、 

2011年 3月期： 34億 2,700万円 

業種 化学機械・同装置製造業 

食品機械・同装置製造業 

従業員数 150名 

为要仕入先 カトー、布引製作所、荏原製作所、渡邊金属工業、横浜鋼材、UEX、九州工業、

JANG WO MACHINARY 

为要取引先 奈良機械販賣、帝人化成、日本化学工業、信越化学工業、東レ、日本酢ビ・ポバ

ール、日本たばこ産業 

特許・登録 特許・商標等 102件＇国内・海外（ 

同上＇出願中（ 36件＇国内・海外（ 

事業内容 混合造粒、粉粒装置、表面改質装置の設計製作 

グループ企業 ヨーロッパ支店＇ドイツ（ 

北海道サテライト＇千歳市（ 

奈良機械販売株式会社＇大阪（ 

N.M.Korea Co.,Ltd.(韓国（ 

）株式会社奈良機械製作所ホームページおよびインタビュー等より作成 

 

 

 
  

  

http://www.nara-m.co.jp/
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日本理化学工業株式会社  

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

日本理化学工業株式会社は、1937 年 ＇昭和 12 年 2 月 （、東京都大田区蒲田

で誕生しました。現在手掛けている事業は、文具 ・事務用機器およびプラスチック成

形加工です。为要事業はダストレスチョークと窓ガラスなどに描けて簡単に消せるキットパスです。

ダストレスチョークは生産を始めてから 70余年になります。 

障害者多数雇用も当社の特長です。障害者雇用をはじめて 50余年が経過しました。きっかけ

は、禅寺の僧侶の方から「人は大事に面倒みられる事が幸せではなく、究極の幸せは 4つ、1つ

目は愛されること、2つ目はほめられること、3つ目は人の役に立つこと、4つ目は人に必要とされ

ることで、福祉施設が人間を幸せにするのではなく、働いて役に立つ会社こそが人間を幸せにす

るのです」と教わったからです。現在、従業員 74名のうち 55名が知的障害者です。その内 26

人が IQ50以下の重度の障害者ですが、彼らは、彼らの理解力に合わせた作業環境を提

供すれば、一生懸命仕事をしてくれます。自分の今ある能力で仕事ができ、かつ褒められ

る幸せが得られるからです。そして、チョーク業界の国内トップメーカになっています。この事から、

どんな人でも役に立って働ける皆働社会の実現を社会に提言しています。 

一方、当社は知的障害者多数雇用のおかげで地域の人々からの応援もあって、

子育てに役立つキットパスの製品化に成功しました。キットパスは窓ガラスに描けて

蒸れた布で消せるチョークです。小さな子でも外の景色を見ながら落書きができ、こ

れは幼い子の五感を刺激しながら遊べるので、感性を目覚めさせ、生きる力の基

本をつくることとなり、子育てに役立つと言われています。今後、キットパスの海外輸

出も積極的に行うことにより、さらなる当社の発展を目指します。また、こうした事業

を通じて、障害者雇用についても、社会に浸透するように努力していくつもりです。  

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機を教えてください。 

【インタビュー先】 日本理化学工業株式会社 取締役会長 大山 泰弘 様 

代表取締役社長 大山 隆久 様 

海外部 笹倉 美砂 様 

【インタビュー日】 2011年 5月 23日＇月（ 

【インタビュー先業種】 文具、事務用品製造販売、プラスチック成形加工 
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A2. 

 当社は、最近、韓国に輸出を始めました。日本は、尐子化が進み、将来、国内市場の縮小が深

刻化するとみられている中、日本にも市場があり、売り上げが伸びている余裕のある間に海外へ

の輸出も拡大して、当社の存続を図りたいと思ったのがきっかです。 

  

Q3.海外パートナーはどのように発掘されましたか。 

A3. 

 海外進出への足掛かりとして、2010年の第 21回「国際文具・紙展＇ＩＳＯＴ（」に出展しました。同

展示会で、当社の 12色キットパスが文具大賞を受賞しました。その際、韓国と取引のある日本の

商社から韓国の取引先にキットパスを紹介してくださるという話が持ち上がり、まず、12色キットパ

スを 1,000セット輸出することになりました。韓国には日本のロフトのような文具ショップがあり、そ

のショップで扱っていただくことになりました。 

 

Q4.マーケティングの 4P＇製品＝product, 価格＝price, 流通＝place, 広報＝promotion（の工夫

について教えてください。 

A4. 

 12色キットパスは、文具ショップ以外に、インチョン国際空港のセレクトショップ等でも販売してお

ります。韓国の教育熱心な親御さん方の間で口コミによって普及していくことを期待しています。 

  製品価格は、円高・ウォン安により、実際には日本の定価の 1.5倍にもなってしまいます。円高

はボディブローのように効いています。 

 チョークについては、新興国の場合、石膏をベースにした材料で安価に作られています。当社の

チョークは炭酸カルシウムが为原料のため、割高になります。白色は 1本あたり 10円で、色付き

になると１本 20円です。なかなか、こうした高品質なチョークを海外で取り扱ってくれません。 

 こうしたことから、海外輸出の为力製品として付加価値の高いキットパスを選びました。 

  

Q5.海外展開に当たっての課題・困難の克服について教えてください。 

A5. 

 今後、当社は欧州への輸出も目指しています。英語でのコミュニケーションの重要性を痛切に感

じています。また、ジェトロの輸出有望案件支援事業でのサポートを受けながら、海外販路を開拓

していきたいと思います。 

 

Q6.今後の海外展開、課題等二ついて教えてください。 

A6. 

 今後、チョーク発祥の地フランスをはじめ、欧州向けにキットパスの販売を積極に展開しようと思

っています。 

その足掛かりとして、ジェトロの支援により、2012年１月20～24日に開催された「メゾン・エ･オブ
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ジェ 2012年 1月展」に出展します。商談へ発展するように努めたいと思います。1また、将来、アジ

アへの輸出を検討する場合は、アジアの文化に合った販売戦略が必要だと感じています。 

ただ、いずれの国の場合でも、当社が障害者雇用を積極的に行っている事をお伝えしていくこ

とが重要だと考えています。以前、労働省が为催する文具関係の視察ミッションに参加した際、英

国に立ち寄りました。その際、ある製品を購入すると売上の一部がチャリティー団体への寄付にな

るという仕組みを知りました。そういった製品には特定のラベルが付いています。ちなみに、当社

では、そのアイディアからヒントを得て、当社社員の名刺に日本社団法人全国重度障害者

雇用事業所協会のマークを入れるようにしています。  

 

3.環境関連製品に関して 

 

Q7.貴社の環境関連の为要製品キットパスの特長について教えてください。 

A7.  

 キットパスは、パラフィンを原料としており、万一、口に入っても健康に害を及ぼすことはありませ

ん。もちろん、検査の結果、47本を一度に食べれば、健康に被害が出ますが、通常ではあり得な

いことです。キットパスは、見た目はクレヨンのようですが、粉の出ない、子供にも安全なチョークと

して販路を拡大していきたいと思っています。夢は、クレヨンやチョークのようにキットパスが一般

名詞化することです。黒板一辺倒だった頃に比べ、近年、ホワイトボードの需要伸びています。キ

ットパスをホワイトボードで使うことにより、環境負荷が低減されるため、キットパスとキットパス用

のボードが普及するように努力しています。今後、チョークと同じ使い方で普及させつつ、子供が

家庭で気軽に使えるようにしたいと思っています。また、当方としても気が付かなかった使い方と

して、自動車メーカーが工場の現場で、ボディの傷直しの部分に直接書き込んでいました。また、

事務機器メーカーが、今後のオフィスのオープンスペース化に向けて、パーティションをガラスに

する傾向もあります。そうした仕切りに直接メモを書くことができます。 

  

                                                   
1
 同社は、メゾン・エ・オブジェ出展をきっかけに、小ロットながらフランスへの輸出を開始し、その他、ス

ペインの国立美術館向け OEMなど数件の商談が進行中。＇2012年３月 22日電話インタビュー（ 
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会社概要 日本理化学工業株式会社 

公式サイト http://www.rikagaku.co.jp/index.php 

ジェトロ関連 2011年度輸出有望案件事業に採択＇メゾン・エ・オブジェに出展（ 

所在地 〒213-0032 

神奈川県川崎市高津区久地２丁目１５番１０号  

Tel： 044-811-4121 

代表者 代表取締役  代表取締役 大山 隆久 
 

創業 1926年2月13日 

資本金 2,000万円 

上場の有無 無 

経常利益 2009年12月期： 3,000万円、 2010年12月期： 2,000万円 

売上高 2008年12月期： 5億5,000万円、 2009年12月期： 5億6,000万円 

2010年12月期： 5億7,500万円 

業種 文具、事務用品製造販売、プラスチック成形加工 

保有施設 川崎工場 神奈川県川崎市高津区久地2丁目15番10号 TEL： 044-811-4121 

美唄工場 北海道美唄市東明二条3丁目2番10号 TEL： 0126-63-4241 

従業員数 74名 

为要仕入先 白石カルシウム、大同化成工業、兼松ケミカル、オオクラ金型 

为要取引先 マンモス本社、大丸藤井、株式会社東京クラウン、三光ライト工業、エコール流通グルー

プ株式会社、プラス株式会社 

事業内容 ダストレス事業部-文具、事務用品製造販売   

ジョイント事業部-プラスチック成形加工 

環境への取組 ホタテ貝殻を使ったダストレスチョーク、粉の出ないキットパス 

）日本理化学工業株式会社ホームページおよびインタビュー等より作成 
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グリーンブルー株式会社 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

グリーンブルー株式会社は、1972 年＇昭和 47 年（に誕生しました。当時、日本で深刻な公害の

防止に関する法令整備が緒に付いた頃です。各種法令が整備されてから、地方自治体で実施さ

れる環境調査、環境測定・分析、モニタリング等は、ほとんどが民間企業へ委託されています。私

どもは、環境測定・分析およびモニタリングは“計量”という物差しをもって説明できることが最も重

要なことだと考えています。このため、環境調査・分析およびモニタリングサービスの質の向上を

目指して、ISO 9000 シリーズを取得しています。また、当社の環境モニタリングの信頼性をより確

実なものとするために、ラボにあたる化学分析にあたっては、認定試験所資格＇ISO 17025（を取

得し提供しています。また、大気汚染自動測定機郷の校正業務については、計量法のトレーサビ

リティ制度＇JCSS（に基づく気体流量の登録校正事業者＇JCSS-0117（も取得しています。さらに、

こうしたデータを使って、お客様に必要な環境保全対策についてご提供できるようコンサルティン

グ業務も充実させていく予定です。コンサル業務の中では、当社が開発し既に多くの自治体に導

入された環境大気常時監視業務システムを使ったコンサル業務も重要になるでしょう。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機を教えてください。 

A2. 

1983 年シンガポールにおいて火力発電所を建設する際、日本が実施するシンガポール向けＯ

ＤＡ＇政府開発援助（事業に参加し、大気汚染アセスメント調査を実施することになったのが海外

へ目を向けるきっかけになりました。当社はこの事業で、大気粒子状物質の測定を担当すること

になりました。これがきっかけで、他国向けODA事業にも参加するようになりました。ある時、中国

科学院から、環境アセスメントの私的交流会を開催するため、アセスメントの日本における実績を

披露して欲しいとの要請を受け、快諾して講演しました。以後、中国から日本に環境アセスメント

の見学者が来るなど、交流が進み、中国各地の環境保護局等へ人脈が広がりました。ODA 事業

では、その他、マレーシア、インドネシア、フィリピン、イラン、シリア、チリ、エジプト、メキシコ、ルー

【インタビュー先】 グリーンブルー株式会社 代表取締役社長 谷 學 様 

営業開発ユニット中国プロジェクト プロジェクトリーダ 酒井 敬 様 

【インタビュー日】 2011年 8月 24日＇水（  

【インタビュー先業種】 環境計量証明業、その他のサービス業＇環境測定分析、システム開発（ 
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マニア、モンゴル、パキスタン、等で実施しました。例えば、各国で環境センターを設立する際に、

ラボ施設内部の設計や機材の選定と調達管理、および技術指導を当社が担当しました。 

 

Q3.海外パートナーはどのように発掘されましたか。 

A3. 

日本のODA事業によって多くの中国の地方政府関係、例えば、四川省や海南省の関係者と知

り合えたことで、ビジネスパートナーとなる相手にも出会いました。また、中国の地方政府を相手

にする NGO「中国の環境保全委員会」を創設し、民間レベルの支援も実施することができました。

例えば、中国海南省における汚染の実態把握で協力した際、当時の中国海南省は、圧倒的に測

定器が不足していたので、日本の再生機器を無償供与したところ、大変喜ばれました。中古品と

はいえ、新しい部品と交換し新品同様に整備をしたものでしたから、現地の測定技術の進歩に十

分役立ちました。こうした協力活動に対して、89 年に、中国国家環境保護局＇現在の環境部（から

感謝状をいただき、授与式にも招待されました。 

 

Q4.マーケティングの 4P＇製品＝product, 価格＝price, 流通＝place, 広報＝promotion（の工夫

について教えてください。 

A4. 

当社は北京のある大学の子会社と合弁企業を設立した当初、中国における長期的なビジネス

モデルを考えていましたが、中国の合弁相手はコストを掛けずに短期的な利益を上げることを第

一義として求めてきました。中国ではこうした傾向が強いようです。こうした経験を踏まえて、我々

としては、今後、合弁を考える場合は、リターンが期待できる範囲での資本出資を目指すことにな

ると思います。また、中国では、我々が提供するサービスについても、相手が何を求めているのか、

徹底的に分析し、相手のニーズにあったサービスをできるだけコストを掛けずに提供することも大

切だということを痛感しています。 

 

Q5.海外展開に当たっての課題・困難の克服について教えてください。 

A5. 

中国企業と合弁が決まり、当社としては、環境測定をビジネスとして成り立たせること、そして、

環境測定機器と測定技術をシステム化して、中国に広めるという長期的な視野にたって事業を開

始しました。しかし、中国側は、短期的な利益を追求することを重視し、当社の追加融資のみに期

待が集中しました。当社としては、こうした経緯から残念ではありますが、合弁を解消することにな

りました。 

しかし、残念な事ばかりではありません。この時に知り合った IT 技術者の高度な技術を活用し

て、日本国内で大気汚染常時監視システムを開発し、約 80の自治体に納入しました。 

 

Q6.今後の課題について教えてください。 
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A6. 

中国での経験を教訓に、中国の顧客候補が何を望むのか、徹底的に調べ、必要とする計測項

目および中国の現地コストの実態を把握し、環境計測の基本コンサルタントビジネスに特化し、中

国ビジネスに再チャレンジします。 

 

3.環境関連製品に関して 

 

Q7.御社の为力サービスの特徴を教えてください。 

A7. 

大きく、大気汚染常時監視システムのサービス、環境観測測定機の維持・管理および校正、環

境調査分析、機器販売および海外環境協力事業に分かれます。 

大気汚染常時監視システムのサービス、すなわち、EcoDas-32＇エコダス（は、パーソナルコン

ピュータをベースとし、環境省監修の「環境大気常時監視マニュアル」に準拠した大気汚染常時監

視システムの総称です。当社は、大気汚染監視におけるデータ収録処理システムを 1985 年に開

発して以来、データ処理支援システムEcoDas-32を販売しており、すでに全国の約 80カ所の地方

自治体を中心としたお客様にご利用いただいています。また、測定局ごとに設置するテレメータ子

局装置 REC-121は、400台以上の出荷実績があります。 

EcoDas-32 の測定機器とテレメーターシステムの保守点検サービスも行っています。また、環

境基準で定められた大気汚染物質測定機や気象観測装置等、どの機種の保守であっても対応

可能です。環境測定業界で初めての JCSS 校正事業者＇気体流量計（となり、測定データの精度

管理においても信頼性の高い校正サービスを提供しております。 

環境調査分析では、環境基準に定められた大気汚染の原因となる浮遊粒状物質、VOC 等、工

場等の発生源排ガス、ダイオキシンや悪臭の原因物質、水質の分析も行っています。(ダイオキシ

ン分析では、国内での分析のほか、米国の優れた分析機関である STL 社との契約によって、品

質保証された信頼性の高いデータを提供しています。｝ 

環境リスク対策としては、アスベスト調査、PCB分析、製品・玩具が含む物質の安全分析、土壌

調査分析を行っています。 

環境測定分析機器の販売も行っています。清掃工場などの排ガス中ダイオキシン類自動採取

装置のアメサ＇AMESA（、マルチガス測定機のＭＩＲ9000、可搬型温室効果ガスの自動サンプリン

グ装置等を、フランスのメーカーとの提携により販売しています。また、これまでにお話したとおり、

海外環境協力事業も積極的に行っています。 
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＇図（大気汚染常時監視システム＇EcoDas-32（の基本構成図 ＇グリーンブルー株式会社ホーム

ページより抜粋（ 

 

 

＇写真（テレメータ子局装置 REC-１21 
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会社概要 グリーンブルー株式会社 

公式サイト http://www.greenblue.co.jp/index.html 

ジェトロ関連 2011年10月海外調査部セミナーにて代表取締役谷社長による講演。 

所在地 横浜本社： 

横浜市神奈川区西神奈川1－14－12 TEL：045-322-1011 FAX：045-322-3133 

東京本社： 

東京都大田区東糀谷5－4－11 TEL：03-3745-1411 FAX：03-3745-1413 

代表者 代表取締役 谷 學 

創業 1972年10月21日 

資本金 7,700万円 

上場の有無 無 

利益 2009年6月期： 900万円、 2010年6月期： 700万円、 2011年6月期： 2,200万円 

売上高 2009年6月期： 10億 500万円、 2010年6月期： 10億 200万円、 

2011年6月期： 10億7,000万円 

業種 環境計量証明業 

その他のサービス業＇環境測定分析、システム開発（ 

従業員数 71名 

为要仕入先 イトー理化、相互産業、紀本電子工業、東亜ディケーケー、広島和光、ユニパルス、東洋通信

工業、日立ハイテクトレーディング 

販売先 環境省、東京都環境局、東京都三宅村、所沢市、東電環境エンジニアリング、東京臨海リサイ

クルパワー、日立造船、JA三井リース 

特許・登録 ＇１（ ISO/IEC 17025 認定試験所＇認定番号：ASNITE/JCLA 1019（ 

＇２（ JCSS 登録校正事業者＇登録番号：0117（ 

＇３（ ISO 9001 品質マネジメントシステム登録＇認証登録：JQA-1457（ 

＇４（ ISO 14001 環境マネジメントシステム登録＇認証登録：JQA-EM5224（ 

＇５（ ISO 27001 情報セキュリティマネジメントシステム登録＇認証登録：JQA-IM0957（ 

事業内容 環境情報システム構築＇40％（、環境監視測定機の保守管理＇30％（、大気調査＇30％（ 

環境への取組 環境方針＇2008年 12月 2日改定（ 

海外事務所 【海南事務所】 

中華人民共和国海南省海口市龍昆北路18号 龍昆別墅B4棟 

TEL：+86 89866777473 FAX：+86 89866777474 

グループ企業 【海外合弁会社】 

海南健橋環保有限公司＇中国（  

成都華日環境総合技術中心＇中国（ 

）グリーンブルー株式会社ホームページおよびインタビュー等より作成 

http://www.greenblue.co.jp/index.html
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日進精機株式会社 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

当社は、①深絞り順送加工を中心とした金型・プレス加工、②曲げ半径に応じた金型が不要で、

３次元の曲げ加工が自由自在に可能な世界初の画期的な CNC パイプベンダー、③世界で製作

可能な専業金型メーカーは 10社と無いと言われている自動車や自転車のリフレクター用金型、④

その他研削加工時に用いる吸塵機等の金型関連機器の製造販売を行っています。 

海外でプレススタンピングを手掛けるお客様が増えていますが、メンテナンスし易い日進精機

の金型が多数、海を渡っています。また、海外進出日系企業から、現地でプレス部品を供給して

欲しいという需要が年々高まり、当社のフィリピン工場、タイ工場、中国の無錫工場、深セン工場

からプレス部品を供給しています。従来機械加工や鍛造で加工されていたものをプレス化するこ

とにより大幅なコストダウンを実現した VA＇Value Analysis（効果例も多数あります。 

その他、パイプベンダーは、ライセンス供与してドイツでも製造しています。自転車のリフレクタ

ーは中国でも製品を生産しています。金型部品の研削の際にワンタッチで正確な角度出しができ

る電磁チャック＇サインバーチャック（および研削時の粉塵を吸引する吸塵機＇ブロークリーナー（と

いった自家製品も販売しています。こうした自家製品の売り上げは、全体の 2～3％程度ですが、

国内外の日系企業を中心とした金型メーカーにセット販売しています。 

このように各種事業のグローバル展開が進む中、海外の企業、とりわけ欧米企業との取引要

件としてしばしば提示されるのが、環境マネジメント認証であるＩＳＯ14000シリーズの取得です。海

外の顧客の信頼を得るためにも、当社は、2005年にＩＳＯ14002を取得しました。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機・パートナーの発掘方法について教えてください。 

A2. 

日系企業の顧客が海外に進出する動きがあり、当社も海外進出・生産を決めました。 

日本の商社から「タイに、良い合弁パートナー候補がいる。バンコクの東北にあるナコンラチャ

シマ市というラオス国境近くの場所だから、従業員のジョブホッピングも尐ない、人件費・物価も低

価格だから、進出してみないか」と誘われました。東南アジアはいずれは日本の京浜工業地帯の

【インタビュー先】 日進精機株式会社 取締役相談役 加藤 忠郎 様 

【インタビュー日】 2011年 6月 22日＇水（ 

【インタビュー先業種】 金型製作、金型部品 
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ようになる、という思いもあり、心配していたジョブホッピングも無さそうだし、と言うことで 1、2 年行

き来してパートナーと交流してから、プレス加工の合弁企業を設立することにしました。1995 年に

タイに進出し、2年後に黒字化しました。既に受け取り配当は、投資額の 4～5倍にまでなっていま

す。タイのパートナーは、地元の有力者で政治家に人脈がある人物ということもわかってきました 

また、タイの投資優遇制度も活用しています。最大 8年間の法人税免除、日本への配当金に対

する源泉徴収税免除などの優遇措置を受けています。 

しかし、タイは合弁であるため、100%、当社の思い通りにはいかないこともあり、フィリピン進出

の際は、独資工場を持つことにしました。すでにタイでの海外事業運営の経験もあったので、独資

でも運営可能であるという自信もありました。2001年12 月に工場を設立し、翌年 12月にプレス部

品加工および日本で製作している金型の部品の機械加工の事業をスタートさせました。フィリピン

に進出する前、ジェトロのフィリピンミッションに参加し視察が出来た事は大変助かりました。ベトナ

ム、香港も工場候補地として視察しましたが、消去法で結局フィリピンに決めました。当時、アロヨ

大統領の歓迎を受けました。進出してからもジェトロのマニラ事務所にはいろいろとお世話になり

ました。 

中国については、カントリーリスクがあるため、進出は手控えていましたが、顧客の要望が強か

ったため、2004年 7月に無錫に、2005年１月に深センに、プレス工場を設立しました。中国では、

自転車用のリフレクターも生産しています。 

 

Q3.マーケティングの 4P＇製品、価格、流通、宣伝（の工夫について教えてください。 

A3. 

フィリピン工場ではプレス加工以外に、日本で生産する金型の構成部品の機械加工をやって

います。これにより、日本での金型の価格競争力を高めています。海外で採用する人材はエンジ

ニアが多いため、賃金に関しては、中国より、フィリピンの方が安価になります。フィリピンでは、大

卒新人の月給は、２～３万円です。日本では、金型の現場は若者に敬遠されがちですが、フィリピ

ンでは今後、金型の現場で働く人が増える可能性があります。人材育成のために、財団法人海外

貿易開発協会＇JODC、現：海外産業人材育成協会、HIDA（の事業を活用しています。日本から社

内の技術者を専門家として派遣し費用の多くを負担して戴いています。 

CNC パイプベンダーは取得した特許は切れていますが、制御ソフトがブラックボックスになって

いるため他社の追従を許しません。ドイツの企業に CNC パイプベンダーのライセンスを供与して

欧州向けの機械を生産させています。当初は用途としてはモニュメントやパイプ椅子などが多か

ったのですが、現在は自動車の軽量化のためのハイドロフォーミングによる加工の下曲げ加工や、

自由曲面フレームにも用いられています。この用途のために同時５軸の新鋭機を開発しました。

欧州の自動車メーカーに機械が納品されている訳ですが、パイプを利用することにより、自動車

の軽量化が図られ、省エネルギーに貢献しているといえるでしょう。その他、ヨットの手すりの加工

にも利用されています。かつて航空機のファーストクラスの椅子のパイプも当社で製造していまし

た。ニューヨークの地下鉄の柱にも当社のパイプベンダーが用いられています。 
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パイプベンダーをヨ欧州に輸出する際は、CEマーキングの自己宣言が必要で、このための認

証取得の経費は決して安価ではありませんでした。今では欧州域内で生産しておりますので、日

本サイドでの苦労は無くなりました。 

 

Q4.海外展開で克服した課題・困難について教えてください。 

A4. 

タイ工場の労務管理については、パートナー企業に任せています。タイでは、工業団地に入居

すると労働組合のオルグ活動や給料が高い隣の会社に行ってしまうということがありますが、当

社は工業団地内ではありませんので、そうした労務問題はありません。現在、タイでは、営業、技

術のメインマネージャーは日本人です。日本人はメイン１名とアシスタント１名で計 2 名です。社長、

ジェネラルマネージャーはタイ人です。メインマネージャーは語学の才があり、タイ語を１年でマス

ターしました。タイ人が日本語を覚えるより、日本人がタイ語を覚える方が早いという印象を受け

ています。 

フィリピンは、社長、技術、品質管理の 3 名が日本人です。人事課、品質管理課の課長はフィリ

ピン人です。中国では、現場の管理、役員も中国人です。トップは日本人です。経営理念について

は英語に翻訳して海外従業員にも浸透させるようにしています。朝礼、ラジオ体操を実施していま

すが、日本流だけが良いとは限らず、現地の文化の良い部分も取り入れるようにしています。 

海外へは本社の一線級の人材を派遣しています。小規模企業の場合、海外で問題が起きた時、

現場で瞬時に対処してもらわないと命取りになる事があるからです。本社は一線級が抜けても、

次々にその部下の社員が育ってくれているので対応できます。 

 資金調達、税制関連については、経常的な運転資金の調達は行っておらず、自己資金で対応し

ています。大きな設備投資が必要になった際は金融機関から借入を行います。 

       

Q5.今後の課題について教えてください。 

A5. 

   2010 年に初めて海外の売上高が国内を上回りました。日系中心の顧客が海外に進出している

ため、当社も海外進出・生産を始めましたが、今後もその流れは続くでしょう。海外での製造比率

を上げ、国内製品の価格競争力も上げようと考えています。 

 近年、中近東の企業から CNCパイプベンダーの引き合いが多く来ています。残念ながら、本社

の人員に余裕がなくかつ現地に頼める技術者がいません。技術指導、アフターサービスが難しく

断念せざるを得ません。 

現在、中国・タイそしてフィリピンに進出していますが、これらの国々の食生活には、従業員も馴

染み易いようです。インドも重要な国だとは思いますが、日本人従業員の食生活、とくに、生野菜

が食べられない等の食習慣の違いから、インドまで進出するのは困難だと感じています。 

今後、南米等で製品供給の可能性があるかもしれませんが、現地事情が不明なためまだ、不

透明です。韓国なら出張ベースで当社の技術者がカバー可能です。ドイツには CNCパイプベンダ
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ーの常駐技術者がいます。 

 

Q6.貴社の製品・サービスの特徴について教えてください。 

A6. 

金型・プレス加工が売上の 60～70％を占める为要事業です。とりわけ、深絞り順送加工を得意

としています。従来機械加工や鍛造で加工されていたものをプレス化することにより大幅なコスト

ダウンを実現した VA例も多数あります。 

CNC パイプベンダーは、最近では自動車部品製造企業で多く利用されています。前述のとおり、

ドイツの企業がライセンス生産しています。当社の特許は期限が切れていますが、制御ソフトがブ

ラックボックスになっているため他社の追従を許しません。 

ただし、リフレクターについては、円高の影響で近年、国際競争が厳しくなりました。例えば、カ

ナダの企業が台湾に合弁を作って、品質、価格ともに適正な製品を販売しています。日本の場合、

リフレクターを製品化した当初は、为な電装メーカーさんに金型を納入していましたが、現在は各

社とも海外から技術ライセンスを購入し自社で作れるようになっています。 

金型部品の研削の際にワンタッチで正確な角度出しができる電磁チャック＇サインバーチャック（

および研削時の粉塵を吸引する吸塵機＇ブロークリーナー（については、国内外問わず、日系の

金型企業に需要がありあます。 

    

     (写真左)深絞り順送型のレイアウト例             ＇写真右（リフレクター製品（ 

      
＇写真左（CNCパイプベンダー          ＇写真右（パイプベンダー応用例：自転車のフレーム  

http://www.nissin-precision.com/Press2.htm
http://www.nissin-precision.com/Ref.htm
http://www.nissin-precision.com/Cnc1.htm
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会社概要 日進精機株式会社 

公式サイト http://www.nissin-precision.com/ 

ジェトロ関連 フィリピンミッション参加をきっかけにフィリピンに工場を設立。 

所在地 〒146-0095 東京都大田区多摩川2－29－21 

Tel： 03-3758-1901 

代表者 代表取締役社長 田木 桂三  
 

創業 1957年8月 

資本金 8,475万円 

上場の有無 無 

経常利益 2009年9月期：  900万円、2010年9月期： 1,000万円 

2011年9月期： 2,900万円 

売上高 2009年9月期： 15億 100万円、2010年9月期： 17億2,300万円 

2011年9月期： 16億4,200万円 

※上記は国内売上。海外事業所を入れると約40億円＇国内45％、海外55％（ 

業種 金型製作、金型部品 

保有施設 タイ工場、フィリピン工場、無錫工場、深セン工場 

従業員数 125人＇国内（ 

为要仕入先 カノークス、根津鋼材、大栄鋼業、光洋マテリカ、パンチ工業 

为要取引先 日本電産、ミネベア、不二工機、日本パルスモーター、オムロン 

事業内容 金属プレス金型及びプレス加工、リフレクター金型およびリフレクター製品、CNC パイプ

ベンダー、金型関連周辺機器＇サインバー付電磁チャック＇サインバーチャック（、ロータ

リーチャック、吸塵機＇ブロークリーナー（、ISO準拠粗さ比較片（ 

１．精密プレス金型の大手。プレス加工。順送深絞り加工が得意。機械加工や鍛造加工

でやっていたものをプレス化する VA提案が可能。 

２．海外でのプレス部品の需要には弊社タイ工場、フィリピン工場、中国無錫工場、中国

深セン工場で応需。 

３．リフレクターの金型では世界の 10指に入る。東南アジアヨーロッパにも輸出。 

４．曲げ半径に応じた金型の要らない世界初の画期的な CNCパイプベンダーを開発。 

環境への取組 深セン、飯田、タイ工場にて ISO14001取得。CNCパイプベンダーで CEマーキング取得。 

）日進精機株式会社ホームページおよびインタビュー等より作成 
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株式会社赤塚植物園 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

当社の赤塚現会長は、1956年から3年間、米国カリフォルニア農業研修生として渡米しました。

その際、同会長は、近代的な大規模経営と観賞用植物の普及に感銘を受けました。日本でも生

活が豊かになれば、“都市景観”あるいは“家庭で花を観賞する”ライフスタイルが生まれると考え、

帰国後、196１年に現在の株式会社赤塚植物園の前身となる赤塚植物園を設立し、大規模農業

経営により「三重サツキ」の大量栽培を地域の人達と共に行い、全国に販売しました。さらに、当

社のシンボルともなった洋ランのシンビジュームを組織培養により苗の大量生産を成功させ、日

本中への普及を図りました。また、海外から新しい吊り鉢用観葉植物を輸入して、吊り鉢ブームを

作り、観葉植物の普及に力を注ぎました。また、早い時期より海外生産に乗り出し、常に時代の先

端を行く企業活動を行ってきました。 

これらの業績が評価され、1983 年には第 22 回農林水産祭園芸部門において天皇杯を受賞し

ました。当社の研究開発は植物の組織培養だけでなく、FFCテクノロジーと称する水を変える技術

の研究開発にも力を入れ、新商品の開発を手掛けています。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機について教えてくだい。 

A2. 

赤塚現会長が、1956年に渡米した際、米国の一般家庭が庭に草花を植え、室内に観賞用植物

を置くなど「花を愛でる」ライフスタイルを目にして、豊かさを実感したことが、その後の赤塚植物園

の方向性を決定付けました。現会長は、日本をはじめ、都市化が進む国では、“都市景観”という

概念や“家庭で花を観賞する”ライフスタイルが普及すると考えて、観賞用植物の生産拡大に乗り

出しました。 

1970 年に、三重県が募集した企業進出視察団で赤塚現会長はブラジルに渡航しました。視察

団一行の中で農業関係者は当社のみでした。当社が日本でシンビジュームの大量生産に成功し

【インタビュー先】 株式会社赤塚植物園  執行役員総務部長 伊藤 雅志 様 

【インタビュー日】 2011年 10 月 14日＇金（ 

【インタビュー先業種】 園芸植物の生産、卸販売、小売販売、研究開発 
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たことがブラジル日系人の方々の耳にも入っており、そうした方々から赤塚現会長に、新しい農業

について講演して欲しいとの要請がありました。この講演がきかっけで、ブラジル滞在中に、サン

パウロ州で日系ブラジル人の方が経営する農場を視察することになりました。赤塚現会長は農場

を視察しているうちに、サンパウロ州での将来の花市場の可能性を感じ、アチバイヤ市での農場

建設を決意しました。1972 年、現地の日系ブラジル人の方に現地法人の代表になってもらい、ま

ず、日本へ輸出するためのシンビジュームの生産農場を設立しました。その後、各種鉢花＇カラン

コエやアザレヤなど（や観葉植物も手掛けるようになりました。現在は現地生産、現地販売が基本

です。 

赤塚現会長がブラジルと日本を行き来する際、途中、ハワイに立ち寄ることが多かったのです

が、ハワイ諸島のハワイ島はランの島として知られていました。そして、日系人のラン生産農場が

あることを聞き、赤塚会長が、農場为と面会しました。1974 年、当社が思い切って、その農場を取

得しました。その後、新しい農業用地を取得し、現在、ハワイでは、カトレアを中心にオンシジュー

ムやミルトニアなど 1年間で数万鉢もの様々なランを現地生産・販売しています。 

2002 年には、タイにも現地・生産販売拠点を置き、各種熱帯植物＇カラジューム、スイレン、ミラ

クルフルーツなど（を生産し日本へ輸出しています。 

 

Q3.マーケティングの 4P＇製品＝product, 価格＝price, 流通＝place, 広報＝promotion（の工夫

について教えてください。 

A3. 

当社は、観賞用植物について、日本においても、海外拠点においても、いつでも確実に家庭に

お届けして、豊かな生活を送っていただきたいという想いがあります。例えば、当社のシンボルと

なっているシンビジュームについては、日本では開花が１1 から 2 月頃までと４カ月間しか咲かな

いため、日本と開花期が異なるブラジルにも生産拠点を置きました。さらに、両地域に花のない時

でも開花するハワイで栽培すれば、1 年中シンビジュームを開花・販売することが可能だと考えて、

ハワイに農場を取得し生産を試みました。ただし、残念ながら、結果としては、ブラジルとハワイで

のシンビジューム生産は断念しました。 

 

Q4.海外展開にあたって克服した困難について教えてください。 

A4. 

シンビジュームは、投資してから回収までに最低 3 年掛かります。投資回収の期間が長いこと

から、ブラジルにおいてはだんだんとシンビジュームだけでは経営が厳しい状況になってきました。

そこで、投資回収が半年から１年以内のサイクルの短い各種鉢花＇カランコエ、ポインセチア、シク

ラメン等（に変更してきました。それによって、経営は改善されました。 

ハワイにおいても同様な理由で、シンビジュームの生産を断念しました。しかし、当社関係者が

その後、ハワイ風の小物類を開発・生産して、販売するなどの工夫をし、また、現地で育種して開
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発したカトレア、オンシジューム、ミルトニアなどの新品種のラン生産・販売によって利益を徐々に

伸ばすことに成功しました。ランは米国本土への卸販売そしてハワイ観光の土産物用に、数万鉢

のカトレアやその他のランを育成する農園に生まれ変わりました。現在、ハワイでランの名所とい

えば「アカツカ・オーキッド・ガーデン」と呼ばれるようになっています。 

 

Q5.今後の海外展開、課題等について教えてください。 

A5. 

ブラジル、ハワイそしてタイに進出した当初、当社は、現地で生産した園芸植物を日本へ輸出

することを中心に考えていました。様々な経験を経て、近年、現地の需要や時代のニーズに即し

た植物の生産・販売という形で経営転換を図ることの大切さを痛感し、そのような転換を図りなが

ら経営を続けてきました。 

また、FFC テクノロジー＇水の技術（の研究も一層進めます。同社製の水技術を使った結果、同

社農場の土壌改質が進み、同社生産の観葉植物等の高品質化が可能となりました。水技術を屈

指した土質改善の生産・販売にも力を入れていく予定です。 

 

3.環境関連製品に関して 

 

Q6.観賞用植物および水の技術の特徴について教えてください。 

A6. 

1962 年にサツキの大量栽培を開始し、除々に公共工事の植え込みに使われ始め、1970 年に

は大阪万博の日本庭園のみならず、あらゆる植え込みに利用されました。その後、「三重サツキ」

は全国に普及し、都市景観に大きく貢献しました。1969年には当社だけでも140万本販売しました。

現在でも、全国シェアの 70%以上を三重県産のサツキが占めています、 

当社のシンボル的な洋ランのシンビジュームはもともと好事家向きの観賞用植物で非常に高価

なものでした。まだ、「バイオテクノロジー」という言葉が生まれていなかった 1967 年、日本で初め

て組織培養による大量生産を手がけ、シンビジュームの大衆化に寄与しました。現在はシャクナ

ゲ、カルミアの大量増殖技術に力を入れています。 

 当社の水を変える技術“FFCテクノロジー”は、①酸化・還元のバランスを整えて、動植物の機能

や活性を高める、②土壌を改質し、自然界の物質循環を円滑にする、③水を活性化し、周囲の環

境を改善する、といった特徴があります。農畜産、水産、食品産業、衣服、建築、施設などさまざ

まな業界で導入されています。例えば、FFC テクノロジーによってヘドロが堆積している湾にアマ

モ＇海草（が蘇ったといった報告も届いています。近年、米国ハーバード大学を始め日本のいくつ
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かの大学と共同研究を行い、その研究成果は東京国際フォーラムで開催された「FFC 国際フォー

ラム 2009」等で広く発表しました。 

 

 

＇写真１（赤塚植物園のシンボル、シンビジューム   ＇写真２（シャクナゲの組織培養による大量生産

 
(写真３)株式会社ﾊﾜｲ赤塚植物園＇ｱｶﾂｶ・ｵｰｷｯﾄﾞ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ（ (写真４)有限会社ﾌﾞﾗｼﾞﾙ赤塚植物園 

 
(写真５)株式会社アカツカナーセリー・タイランド 
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会社概要 株式会社赤塚植物園 

公式サイト http://www.akatsuka.co.jp/index.html 

所在地 〒514-222９ 三重県津市高野尾町1868-3  

Tel： 059-230-1234  FAX： 059-230-0576 

代表者 代表  赤塚 耕一 
 

創業 昭和47年4月 

資本金 3,500万円 

上場の有無 無 

経常利益 2008年7月期： 4億5,000万円 

2009年7月期： 4億2,000万円 

2010年7月期： 3億円 

売上高 2008年7月期： 16億7,000万円 

2009年7月期： 16億2,000万円 

2010年7月期： 15億2,000万円 

業種 園芸植物の生産、卸販売、小売販売、研究開発 

保有施設 農場： 津市安濃町戸島 

従業員数 75名 

为要仕入先 豊明花き、鶴見花き、タキイ種苗、サカタのタネ、第一園芸、県内外生産農家、海外 

为要取引先 コメリ、ジョイフル本田、カインズ、第一園芸、赤塚、一般個人 

事業内容 園芸植物の生産、卸販売、小売販売、貿易業務＇種苗、園芸資材等（、 

バイオテクノロジーによる植物の生産、水の研究 

環境への取組 環境方針：平成 23年 1月 11日制定 

グループ企業  株式会社赤塚植物園、株式会社赤塚、株式会社エフエフシー・ジャパン、東京支店銀座

サテライト  

海外拠点： 株式会社ハワイアカツカ植物園(1974年（、有限会社ブラジル赤塚植物園

＇1972年（、株式会社赤塚ナーセリー・タイランド＇2002年（ 

）株式会社赤塚植物園ホームページおよびインタビュー等より作成 
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株式会社 和郷 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

農事組合法人和郷園は、創設以来、お客様のニーズを取り入れて海外を含めて、生産から小

売まで事業形態の幅を広げてきました。 

活動目標として、自然循環農法による、農業者の自律・健康・環境および農業関係者との緊密

なコミュニケーションを目指しています。つまり、生産者が産業としての継続だけでなく、生命の存

続という根幹に係っているという意識をもって、次世代に引き継いでいけるような自然環境を保全

しながら、自ら安全な農作物を生産し、自分たちの責任でお客様の元に製品を届けることが原点

と考えています。 

そうした活動は、国内にとどまず、香港への野菜などの輸出や、タイでの無農薬無化学肥料栽

培バナナ生産・販売および輸出、バイオマスガス発電事業へと広がっています。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.香港ビジネスを始めた動機について教えてください。 

A2. 

 2003 年に香港在住の日本人駐在員向けに、サラダ食材を輸出したのがきっかけです。残留農

薬なの問題があって、安心・安全な日本の農産物にニーズがあったためです。 

 まず、千葉県内の産直組織と和郷園が協業で、野菜セットの箱詰めを成田から香港へ１週間に

１回のペースで宅配する事業を開始しました。日本の旬を感じてもらえるように、箱の中にいな穂

を添えるなど、細い配慮をしたところ、お客様から好評をいただきました。 

 

Q3.香港市場で製品を販売するにあたり、価格、流通、広告等でどのような工夫をされましたか。 

A3. 

  対外的な信頼を得るために、日本発のＥｕｒｅｐＧＡＰ2を和郷園の１農場で取得しました。和郷園

では、現在団体認証で JGAP を取得しています。農産物の安全性と品質向上、生産・流通過程で

                                                   
2
 欧州の小売行団体＇Eurep（が作成した適切な農産物品質安全管理基準 

【インタビュー先】 株式会社和郷  専務取締役 内匠 正雄 様 

                      海外事業部 部長 毛利 公紀 様 

【インタビュー日】 2011年 11月 16日＇水（ 

【インタビュー先業種】 野菜・果実缶詰・保存食料品製造業、野菜卸売業、他に分類されない食料品製造業 
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の透明性を心掛けています。 

  流通面では、宅配サービスを始めた頃、受注分だけを扱い、在庫リスクがなかったため、日本

から香港への宅配が可能でした。また、香港の通関手続きは、非常にスムーズで、日本の産地か

らエンドユーザーまで 2 日間で届けることができました。他方、発泡スチロール箱への梱包＇こん

ぽう（の際の蓄冷材を入れるタイミング、製品に加算される高い運賃、香港で 3～10％の上乗せに

なってしまう流通手数料などの対応に苦労しました。例えば、日本国内において 2,500 円で販売さ

れる野菜セットが香港では約３倍の値段になってしまいます。 

その後、2007 年に現地法人「OTENTO 香港」を設立し、同現法が取引しているスーパーマーケ

ットやレストラン向けの食材輸出に切り替えました。１週間に５回、水産物と一緒に羽田から香港

に野菜を輸出しています。 

  和郷園の産直野菜と果物の輸出だけでは、収益は上げにくい状況でした。特に、夏は、野菜

の種類が減る時期なので品薄になります。香港の顧客のニーズの高い、築地市場の高級マグロ

などの高付加価値海産物を常時扱うことで、流通コスト分を回収しています。 

 

Q4.「OTENTO香港」設立に当たってのパートナーはどのように発掘されましたか。 

A4. 

 本社社員が何度も出張して、香港の流通・小売事情に精通した者を探し出しました。その結果、

「OTENTO 香港」設立と同時に、香港そごうに OTENTO コーナーを設置し、和郷園の産地直送野

菜を並べることができました。また、「OTENTO 香港」の代表の１人が、外食産業関係者の人脈を

もっており、関連商品をレストランに販売するルートが確立できました。彼らのおかげで、レストラ

ンとスーパーマーケットのベストミック展開が香港事業を成功に導いたといえます。 

 現在、「OTENTO 香港」の構成は、日本人営業７名、配達を含むローカル担当者が 10 数名いま

す。香港の空港からエンドユーザーまでの物流は、自前ルートを使っています。取引先は香港の

外食業など約 300軒で、現地販売高は 10年度に 10億円でした。 

 

Q5.香港での事業展開にあたってどのような課題・困難がありましたか。また、それをどのように解

決されましたか。 

A5. 

  福島第一原子力発電所事故の影響で、千葉県産の野菜・果物の香港への輸出を一時停止し

ています。日本政府の規制値は超えていないものの、香港政府から千葉県産の青果輸入の許可

が下りないためです。現在は、築地市場・産直の水産物や、他県産地の青果を輸出しています。 

 

Q6.タイでのバナナ・マンゴーの生産販売・日本への輸出を始めた動機について教えてください。 

A6. 

 バナナについては、東京都内にある生活共同組合が、タイのバナナ圃場＇農家（の栽培出荷管

理を和郷園に要請してきたことがきっかけになりました。 
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Q7.タイの現地法人「OTENTO Thailand」設立にあたっての現地パートナーはどのように発掘され

ましたか。 

A7. 

 日本の商社のタイ駐在経験者で、タイに 10 年以上在住し、独立して野菜作りをしていた現

「OTENTO Thailand」社長に、当社の木内博一社長が直接、バナナ圃場の生産管理を打診し、

2005年、「OTENTO Thailand」設立に至りました。 

 

Q8.タイから日本への輸出や現地販売にあたっての商品・価格・流通面での工夫について教えて

ください。 

A8. 

 まず、日本輸出用のバナナの生産農家との契約に当たって、現地で 80 年以上の実績があるタ

ヤン農協から協力を取り付け、日本の栽培基準に見合う生産普及活動と圃場点検管理を行って

います。 

 現在、「OTENTO Thailand」は、タヤン農協から、農家が栽培したバナナを畑ごと全量買い上げる

形態で契約をしています。 

 

現地でもバナナを販売しています。契約農家で生産した高品質バナナを OTENTO ブランドとし

て現地の高級ス-パーマーケットに卸しています。タイの国内販売では、タイのドール・バナナとほ

ぼ同等の売り上げです。タイ人研修生も日本の和郷園に受け入れています。 

マンゴーについては、タイのマンゴーのおいしさを日本の消費者にも知ってもらいたいという思

いからスタートしました。マンゴーのベストシーズンは、タイでは 3～5月の期間ですが、周年とおし

て、おいしいマンゴーをお客さまに届けたいため、シーズンごとに、南から北に産地リレーを結ん

でいます。そうした季節性を配慮して、契約農家を決めています。 

「OTENTO Thailand」のバナナ、マンゴー輸出や、現在、タイ国内販売が伸びていますが、2011

年の売上高は、3億円となっています。 

 

Q9.タイでの事業展開にあたってどのような課題・困難がありましたか。また、それをどのように解

決されましたか。 

A9. 

 「OTENTO Thailand」は、有機肥料の推奨、周辺農地からの農薬飛散の対応方法について、畑

周辺の見取り図を使ってアドバイスし、収穫はタヤン農協の担当者が行うといった、徹底した安全

管理をしています。 

タイでのマンゴー栽培ですが、マンゴーは病虫害、特に炭素病にかかり易いため、商品化する

には、どうしても農薬を使う必要があります。タイ国では、農薬使用回数の基準がないため、

OTENTOブランドのマンゴーに農薬を散布する際、日本の規格・基準に適合するように決めて、通
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常の農薬散布率の 20～30％に抑えるように徹底管理しています。 

 

Q10.今後の課題について教えてください。 

A10. 

タイで生産しているマンゴーおよびバナナについて、今後は、タイから日本以外の国への輸出

も手掛けたいと思っています。 

また、2010年 11月には上海に上海和郷園を設立しました。中国現地で数か所の農業コンサル

タントや観光農業園の設計アドバイザーを行っています。 

事業の多角化の面で、タイで電力企業が同国南部にパームヤシ殻によるバイオマスガス(メタ

ン)発電プラントを設置した際、山田バイオマスプラントの阿部邦夫場長が頻繁にタイに赴き、技術

支援を行いまいした。今後も、こうした事業に力を入れて行きたいと思います。 

 

 

(写真) OTENTO バナナ収穫風景        ＇写真（OTENTOマンゴー 
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会社概要 株式会社 和郷 

公式サイト http://www.wagoen.com/gaiyou.html 

所在地 〒289-0424 千葉県香取市新里1020-1 

TEL： 0478-78-5501 FAX： 0478-78-5502 

代表者 代表取締役    木内博一 
 

創業 1996年6月 

資本金 2,000万円 

上場の有無 無 

経常利益 2009年5月期： 2,800万円、2010年5月期： 2,400万円、2011年5月期： 1,800万円 

売上高 2009年5月期： 30億8,800万円、2010年5月期： 31億7,300万円、 

2011年5月期： 32億9,700万円 

業種 野菜・果実缶詰・保存食料品製造業、野菜卸売業、他に分類されない食料品製造業 

保有施設 工場：千葉県香取市神生1187-2、パックセンター：千葉県香取市高萩5-7-3 

出荷センター：千葉県旭市江ヶ崎1681-1 

従業員数 57名  

为要仕入先 和郷園、OTENTO、タイの海外現地法人 

为要取引先 ジーピーエス、パルシステム、コープネット事業連合、らでぃっしゅぼーや、東武ストア、菱

食、ダイエー、マルエツ 

事業内容 青果販売＇55％（、パック並びにカット野菜販売＇30％（、冷凍野菜の製造・販売＇10％（ 

環境への取組 自然循環型農業 

グループ企業 リサイクルセンター・山田バイオマスプラント 

冷凍野菜工場 

かりんの湯 

OTENTO田園調布店 

株式会社OTENTO＇事務所（ 

株式会社和郷＇東京事務所（ 

和郷AGS株式会社 

）株式会社和郷ホームページおよびインタビュー等より作成 
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株式会社フジコー 

 

1.企業概要について 

 

Q1.御社の概要・沿革等を教えてください。 

A1. 

当社は、不織布およびフェルトの総合メーカーです。1951 年に富士帽子工業株式会社として設

立しました。設立当初は、ウール帽子・帽体小型ファーフェルトの製造を手掛けました。その後、時

代とともに生産分野を拡大し、カーペット等の消費財も扱うようになりました。さらに、昨今の地球

環境問題に対しても、産業廃棄物や都市ゴミ焼却炉の耐熱フィルター材、河川護岸用吸出防止シ

ート等、さらに防弾チョッキに使われる強靭なパラアラミド繊維や PBO 繊維でも加工できる製造技

術を開発しました。これが、近年ＮＡＳ電池電極用材料、情報通信資材用フェルト、自動車内装材、

高性能マスク用等に製品化されています。 

1996年には合弁企業において中国河北省での帽体製造を開始し、1997年に香港に現地法人

設立、2008年に深圳にも拡大しました。今後は、環境関連の資材の海外生産も検討しているとこ

ろです。 

 

2.海外進出に関して 

 

Q2.海外進出の動機について教えてください。 

A2. 

1960 年代に日本の輸出全体の約 30％を繊維産業が占めていました。その後、円高の長期

化等で、日本の繊維産業の輸出は厳しくなり、海外での生産に踏み切りました。今後、現状以

上の円高が続くと日本から海外への輸出は困難を極めます。また、日本市場の将来的な縮小

も見込まれるため海外進出は不可避です。 

環境資材に関しては、現在、日本のユーザー向け生産がメインです。フェルト製のばい塵フィ

ルターを韓国および台湾へ尐量ですが輸出しています。海外での生産拠点はまだありません

が、将来は海外生産も視野に入れたいと思います。 

 

Q3.現地パートナーはどのように発掘したのでしょうか。 

【インタビュー先】 株式会社フジコー 取締役製造本部長 稲田一英 様 

                        取締役営業本部長 村井健三 様 

                        本社営業部門長兼海外事業部長 前原豊輝 様  

【インタビュー日】 2012年 3 月 14日＇水（  

【インタビュー先業種】 フェルト・不織布製造業、その他の民生用電機機械器具製造業、帽子製造業＇帽

体を含む（ 
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A3. 

中国河北省では、中国企業と当社が技術提携して合弁会社「定興麗達制帽有限公司」を設

立し、帽体の生産および日本への輸出を行っています。合弁の経緯については、中国企業が、

以前から輸出用に品質を上げたいという要望を持っており、当社が技術提携を申し出たところ、

両社合意に至り、現在の合弁会社の設立となりました。 

また、現地に進出した日系 OA 機器メーカーの要請により、プリンター資材を日本から輸出し

て同ＯＡ機器メーカーに納めていました。1997年から香港に駐在していた当社社員が、2008 年、

中国深圳の富士工精密器材＇深圳（有限公司を設立し、現地加工を開始しました。同社は独資

です。 

 

Q4.マーケティングの４P、product(製品)、price＇価格（、place＇流通（、promotion＇宣伝（の工夫に

ついて教えてください。 

A4.  

中国企業と当社の合弁会社「定興麗達制帽有限公司」は、帽子の元となる帽体を製造してい

ます。最終加工は、日本で行っています。生産分業することにより、日本で全て生産・加工する

より、コストを抑えながら、高品質な製品を製造することが可能になりました。 

また、OA機器用資材については、中国現地加工が可能になりました。日本で原板を生産し、

深圳の工場でOAメーカーが最終組立てし易いように加工して香港から出荷、輸出しています。 

 

Q5.今後の課題について教えてください。 

A5. 

円高と日本市場の縮小を考えると海外での生産体制の整備は一層、必要だと感じています。 

環境・エネルギー資材の海外での需要は伸びているとみており、今後、現地生産体制を整備す

る中で検討していきたいと思います。ただし、取引先は現地進出日系企業になるでしょう。現地企

業との取引では、売掛金未回収が発生した場合、中小企業では対応が難しいと考えるからです。

このような海外の習慣や規制に関する情報収集も今後の課題だと考えます。 

 

3.環境関連製品に関して 

 

Q6.環境分野で使用されている貴社の不織布・フェルト製品の特徴について教えて下さい。 

A6. 

環境分野の不織布生産では、産業廃棄物や都市ゴミ焼却炉の耐熱フィルター材＇PTFE やティ

ファイヤー（、河川護岸用吸出防止シート、多自然工法用保護マット、最終処分場向けマット、油

吸着材等の環境対策商品、さらに防弾チョッキに使われる強靭なパラアラミド繊維や PBO 繊維で

も加工できる製造技術を開発しています。都市ゴミ焼却場向け耐熱ろ過フィルター用フェルトの製

造販売については、米国デユポン社の開発技術と当社の製品開発技術の二人三脚で完成した
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製品です。こうした技術が、近年、ＮＡＳ電池電極用材料、情報通信資材用フェルト、自動車内装

材、高性能マスク用等に製品化されています。また、自動車内装材は、フェルト素材を使う事によ

り、従来の内装材より軽量化が可能となり、省エネルギーにもつながります。 

  

＇写真左（公害防止用集塵フィルター   ＇写真右（河川護岸用吸出防止シート 
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会社概要 株式会社フジコー 

公式サイト http://www.fujico-jp.com/ 

所在地 〒664-0857 兵庫県伊丹市行基町1-5  

Tel： 059-230-1234  FAX： 059-230-057 

代表者 代表取締役社長   野添誉之 
 

創業 昭和26年7月 

資本金 17億1,630万円 

上場の有無 有 ジャスダック証券取引所 

経常利益 

＇連結（ 

2009年3月期： 2億3,400万円、2010年3月期： 2億8,400万円、 

2011年3月期： 1億9,500万円 

売上高 

＇連結（ 

2009年3月期： 106億2,000万円、 2010年3月期：  95億300万円、 

2011年3月期：  92億3,600万円 

業種 フェルト・不織布製造業、その他の民生用電機機械器具製造業、 

帽子製造業＇帽体を含む（ 

保有施設 本社：40,500m²  石岡工場：31,000m² 

【本 社】 兵庫県伊丹市行基町1-5  

【支 店】 東京都台東区蔵前1-2-1  

【本社工場】 兵庫県伊丹市行基町1-5  

【石岡工場】 茨城県石岡市柏原17-2  

【営業所】 札幌、仙台、名古屋、九州＇福岡（ 

【物流】 茨城県石岡市山崎962-30 

従業員数 230名 ＇平成23年3月現在（ 

为要仕入先 東レ、伊藤忠商事、エヌアイ帝人商事、大場フェルト工業、長谷虎紡績、東邦テナックス、

大阪ガスケミカル、泉 

为要取引先 泉＇10.4％（、昭和グラビア、富士工香港有限公司、東邦テナックス、千代田インテグレ、

林テレンプ 

事業内容 ニードルフェルト・プレスフェルト・ニードルカーペットおよび帽子・帽体の製造、販売、

関連原料の加工、そのほか関連商品の製造販売 

環境への取組 株式会社フジコー本社及び本社工場において、繊維業界ではいち早く、環境の国際標準規格であ

る ISO 14001 を認証取得し、継続的改善活動を図っている。 

本社および本社工場環境方針：平成２１年８月１９日 改訂 

グループ企業 富士工香港有限公司 ＇香港（  

富士工精密器材＇深圳（有限公司＇中国（  

定興麗達制帽有限公司 ＇合弁会社：中国（ 

）株式会社フジコーホームページおよびインタビュー等より作成 
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Ⅳ むすび 

 

昨年度に引き続き、環境ビジネス関連中小企業のグローバル展開調査を実施した。 

円高の長期化と将来の市場縮小を見込んで、独自技術・経営戦略を持って、安定成長を目指

して海外市場に挑む傾向は各社に共通していた。メイド・イン・ジャパンあるいは、メイド・バイ・ジャ

パニーズカンパニーを前面に出し、海外で先手を打つことによって地盤を固めたいとの意気込み

を持つ企業も多かった。海外進出にあたっては、海外パートナー企業との信頼関係の構築は重要

なポイントとなっている。また、日本語と現地語に精通した社員の存在が大きいこともわかった。昨

年度調査と同様に、今回の調査全体を通して、様々な業種で環境＇水、省エネ、景観等（分野のビ

ジネスチャンスがあることもわかった。 

第 2 次世界大戦後の高度経済成長を支えてきた京浜工業地帯の一画にある大田区の中小企

業は、1980 年代のピーク時に、約 9,000 社あったが、現在はおよそ 4,000 社まで大きく減尐した。

しかし、そうした厳しい状況の中でも、大企業の下請けだけでなく、R＆D に注力し、環境・エネル

ギー分野の高付加価値製品を産みだし収益を上げている企業、設計からアフターケアまで面倒を

みることで、信頼を得て、すでに数カ国で業績を上げている企業、ISO14000 シリーズ等の環境認

証を取得することで、海外の大手企業から部品生産を受注している企業もある。技術力と海外市

場のニーズを掴むことで、各国の制度、商習慣、ひいては文化の違いに至るまで様々な事柄を経

験しながら前進する企業の姿は、環境ビジネスにとどまらずあらゆる分野の中小企業にとって参

考となろう。大田区および大田区産業振興協会による企業の強力なバックアップ体制も自治体の

海外支援の取り組みの参考となろう。 

今回繊維関連企業にもインタビューを行った。繊維産業は、成熟市場と言われて久しいが、近

年、不織布等の新技術を排水の再処理向け高機能分離膜あるいは大気汚染防止用フィルター等

の環境分野に応用し、国内外での需要を伸ばす傾向がある。中小企業でも環境・エネルギー分

野に道を開いている企業もある。今後、中国そして新興工業国において、人口増加や工業・農業

用水量の増加による飲料水不足解消および工業排水・排気の適正処理および大気汚染防止に

向けた技術ニーズは一層、高まるとみられる。 

農業・園芸分野も独自の流通・販売網を獲得して海外で成功している企業があった。2011 年 3

月の福島第一原子力発電所の事故により、輸出ビジネスでは苦戦を強いられる中、海外での有

機栽培・減農薬野菜・果物の生産･販売を増加させるといった工夫により収益を上げている企業が

あった。また、工業化に伴う都市化が進む国々で都市景観を維持するために緑地の保全、緑化お

よび公園の整備等にに貢献している企業もあり、農業・園芸分野にも工夫次第で海外の市場が開

拓できることがわかった。 

本調査では企業インタビュー調査結果の理解の一助として、業界全体の動向にごく簡単に触れ

たが、さらに深い分析を行うことにより、将来海外進出を考えている企業に役立つものになろう。 

  今回の調査が、環境ビジネスで海外進出を考える中小企業の皆様の一助となれば幸いであ

る。 
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＜関連ホームページ URL＞  

 

公益財団法人大田区産業振興協会＇WWW（  

http://www.pio-ota.jp/ 

 

タイ投資委員会(WWW) 

http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=en 

 

日本繊維産業連盟 ＇2011年 2 月（ 「EPA とビジネスチャンス-繊維分野を例にした EPA の活用

について」＇WWW（ 

http://www.jtf-net.com/shiryo/20110214_epa.pdf 

 

日本不織布協会 統計データ＇WWW（  

http://www.anna.gr.jp/data.php 

 

経済産業省 「平成 23年版通商白書」＇WWW（ 

http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/index.html 

 

ジェトロ 「2010年版ジェトロ世界貿易投資報告」＇WWW（ 

http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2010/ 

 

ジェトロ ＇2011年３月（ 「環境ビジネス関連中小企業のグローバル展開に関する調査」 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07000598 

 

ジェトロ ＇2011年 3月（ 「中国の省エネ・環境保護分野市場ニーズ調査報告書」(WWW) 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/reports/07000602 

 

）全て 2012年３月 27日アクセス。 

  

http://www.pio-ota.jp/
http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=en
http://www.jtf-net.com/shiryo/20110214_epa.pdf
http://www.anna.gr.jp/data.php
http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/index.html
http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2010/
http://www.jetro.go.jp/world/asia/reports/07000602
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アンケート返送先    FAX： 03-3582-5179 

e-mail：ORF@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 アジア大洋州課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：環境ビジネス関連中小企業のグローバル展開調査 Ⅱ 

ジェトロでは、海外進出を図る環境関連ビジネスに関る中小企業への情報提供を目的に本調査を

実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今

後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「環境ビジネス関連中小企業のグローバ

ル展開調査 Ⅱ」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご

感想をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願い

ます。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

お名前 

 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針＇http://www.jetro.go.jp/privacy/（に基づき、適正に管理運用させてい

ただきます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのため

に利用いたします。 

～ご協力有難うございました～ 
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■環境ビジネス関連中小企業のグローバル展開調査 Ⅱ 

■対象国：日本、全世界 

■発行年月：2012年 3月 

■発行：日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部  

■〒107-6006 東京都港区赤坂 1丁目 12番 32号 アーク森ビル 6階 

■電話：（03）3582-5179 （アジア大洋州課） 
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不許複製 

禁無断転載 

 

ⒸJETRO 2012 非売品 


