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　明けましておめでとうございます。
　皆様方には、日頃から、本県産業の国際化をはじめ、県政の推進に格別の御理解と御協力を賜ってお
り、厚くお礼申し上げます。
　御案内のとおり、我が国経済は、ゆるやかな回復基調が続いているものの、急速な少子高齢化の進行
による国内市場の縮小や労働力人口の減少といった構造的な問題に加え、アメリカと中国の貿易摩擦の
深刻化や中東情勢の緊迫化など、景気を揺るがしかねない多くの懸念材料をかかえており、先行きは不
透明な状況となっています。
　現在、県におきましては、「地域経済の活性化」を県政の重要課題に位置付け、営業本部を中心に市
町や経済団体・関係機関と手をたずさえ、生産者や事業者の方々の補助エンジンとして、愛媛が誇る優
れた産品やものづくり技術等の国内外への売り込みを強力に進めており、昨年度の県関与年間成約額は
約138億円と、目標としていた120億円を大きく上回る成果を上げることができました。とりわけ、海外
成約額については、全体の２割近い約24億円に達しており、今後、国内需要の一層の減退が見込まれる
中、本県経済を持続的に成長させていく上で、購買力の旺盛な海外マーケットをしっかりと獲得してい
くことが不可欠であると考えています。
　このため、昨年４月には、令和４年度までの本県の営業活動の方向性を示した「第２期営業活動中期
計画」を策定し、基本方針の一つに「海外展開の加速」を掲げ、市場動向をふまえたターゲット国の選
定や、その特性に応じた効果的な営業活動など、更なる実需の創出に向けた各種施策を推進していくこ
とといたしました。
　また、官民一体となった輸出支援組織「愛媛県地域貿易振興協議会」を通じ、本県との交流基盤があ
り、県内企業の関心が高いアメリカや東アジア各国、オーストラリアにおいて、愛媛フェアの開催等の
継続的なプロモーション活動や現地メニューの定着化による県産食材の販路拡大を図っているほか、貿
易に関する専門知識や人脈を有する「輸出競争力強化アドバイザー」を委嘱し、県内事業者の海外展開
をきめ細かくサポートしているところです。
　加えて、四国４県の連携の下、ベトナムにおいて現地飲食店との商談会を実施するとともに、近年、
急速に取引規模を拡大させている中国の越境ECへの企業の商品出品を支援するなど、四国というスケー
ルメリットを生かしたPRや販売促進等にも力を注いでいます。
　今後とも、関係機関と一丸となって、意欲ある県内企業や生産者の方々が積極果敢に海外への事業展
開にチャレンジできるよう環境整備に努め、本県の魅力ある産品の国外での販路開拓に全力を挙げて参
りたいと考えておりますので、皆様方には、一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

戦略的な海外展開を通じた
地域経済の活性化を目指して

愛媛県知事　中村　時広
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　2019年８月にジェトロ愛媛貿易情報センターに着任
しました本田貴

たか

子
こ

と申します。北陸育ちで、初めての
四国、愛媛県のあたたかい気候と人柄に日々支えられ
ながら過ごしています。愛媛に着任する前は、北アフ
リカに位置するモロッコの首都、ラバトのジェトロ事
務所に１年間赴任していました。
　本項では、ジェトロの活動と、ジェトロのおすすめ
サービスを４つ紹介致します。

　ジェトロは、経済産業省所管の独立行政法人として、
2003年に前身の日本貿易振興会を引き継いで設立され
ました。70カ所を超える海外事務所ならびに本部（東
京）、大阪本部、アジア経済研究所および全都道府県
に設置された国内事務所から成り、国内外あわせて
1,700人超の職員が在籍しています。
　そうした国内外ネットワークを通して、対日投資の
促進、農林水産物・食品の輸出や中堅・中小企業等の
海外展開支援に機動的かつ効率的に取り組むととも
に、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商政策に貢
献すべく活動しています。

　愛媛県では、国内事務所の一つとしてジェトロ愛媛
貿易情報センターを1991年に設立し、現在は松山市の
アイテムえひめ３階に事務所とライブラリー（データ
ベースコーナー）を構えています。
　ジェトロは皆さまの海外進出の段階に合わせて多種
多様なサービスを提供していますが、ここでは、すべ
ての方にご活用いただきやすいおすすめのサービスを
４つご紹介します。

１．貿易投資相談【無料】
　https://www.jetro.go.jp/services/advice/
　輸出入や海外進出の実務のご相談に対して、アドバ
イザーが回答する無料のサービスです。面談、お電話、
Eメールでの相談が可能です。2018年度は当事務所で
は、規制に関する相談を中心に480件超のご相談を受
けています。
　また、具体的な相談事例は、ジェトロのウェブサイ
ト上「貿易投資相談Q＆A」で検索できます。過去の
ご相談の事例を650件以上収録していますので、参考
にしていただけると幸いです。
　〈貿易投資相談Q＆A〉
　https://www.jetro.go.jp/services/advice/
　また、ジェトロ愛媛では、ライブラリーとデータベー
スを企業・個人の皆様に一般公開しています。貿易や
海外取引等に関する情報を、ライブラリーの書物や、
データベース（世界の貿易統計、関税率、企業情報な
ど）でお調べいただくことができます。
　
２．貿易実務オンライン講座
　https://www.jetro.go.jp/elearning/
　2002年１月からスタートしたｅラーニング教材で
す。年間数万件の貿易投資関連の相談に応じている
ジェトロならではの、実務に直結した充実の教材を、
目的に合わせて７講座提供しています。現場経験が豊
富な貿易の専門家が作成したオリジナルコンテンツ
を、受講者が貿易担当者になった感覚でストーリーに
沿って学ぶことができます。

Talk to JETRO first !
海外展開・進出、まずはジェトロまでご相談ください！

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センター
本田　貴子

2
     



　（１）30分で学べるはじめての輸出編【無料】
輸出のノウハウとジェトロの支援サービスを
短時間で学びたい方向けです。

　（２）貿易実務　基礎編【有料】
貿易実務の基礎的用語から貿易全体の流れま
で体系的に学習する、貿易実務初心者の方向
けです。

　（３）貿易実務　応用編【有料】
貿易実務の専門知識を深め、コスト削減やリ
スク回避などのノウハウを身に着ける、さら
に効率的な海外取引を目指したい方向けです。

　（４）英文契約編【有料】
英文契約の基礎知識を身に着けて取引に有利
な条項を見極める、海外企業と交渉する方向
けです。

　（５）中国輸出ビジネス編【有料】
中国輸出の実務に特化した基礎知識を身に着
ける、中国ビジネス初心者の方向けです。

　（６）輸出商談編【有料】
はじめて輸出商談に臨む方、これから海外ビ
ジネスに関わる方向けです。

　（７）英文ビジネスｅメール編【有料】
定型表現や具体的な書き方を商談プロセスに
沿って一から学ぶ、実践的な英文ビジネスメー
ルの書き方を学びたい方向けです。

　「貿易実務オンライン講座」は、新人研修や担当者
研修にも最適です。５名様以上で団体割引が適用され、
ジェトロの会員であるジェトロ・メンバーズ様や学生
様は１割引きで受講いただけます。同講座は、新人研
修、内定者研修、担当者研修等として、また、自己啓
発用プログラムとしてこれまで延べ26,000社を超える
多くの企業で導入いただいています。「30分で学べる
はじめての輸出編」は無料で提供しておりますので、
一度お試しください。
　
〈利用者様の声〉
　本講座はパソコンがあれば好きな時間に学習ができ
るので、出張時の新幹線の中など、空き時間を利用し
て受講に励みました。カリキュラムで印象的なのは、
「基礎編」の書類作成トレーニングです。例えば、ス
ペルを一文字でも間違えると不正解になってしまうの
ですが、実際の貿易実務に欠かせない正確さと心構え
が養われると思います。また、「書類、お金、モノ」
の流れがアニメで視覚的に理解でき、受講後もその要
点をまとめたテキストが手元に残るのは良いですね。

（ジェトロHP上から抜粋）
　　　　　 
３．海外ブリーフィングサービス【無料】
　https://www.jetro.go.jp/services/briefing/
　海外にご出張の際に無料でご活用いただけるサービ
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スです。
　世界約70カ所のジェトロの海外事務所にて、現地一
般経済事情やビジネス環境について、海外駐在員や専
門アドバイザーが面談形式で情報提供を行います。現
地の一般経済概況や商習慣、生活環境等を知りたい方
におすすめのサービスです。お申込みは前記ウェブサ
イトから可能です。海外出張の機会がある方はぜひご
活用ください。
　
〈利用者様の声〉
　海外で現地法人設立を検討する際、最も欲しい情報
は、発生しうるリスクに関すること。これまでソウル、
北京でジェトロの海外ブリーフィングサービスを利用
しましたが、海外の法体系やビジネス上のキーポイン
トなどの情報が簡潔に、分かりやすく提供されて、効
率よく出張の目的を果たすことができました。信頼性
が高く、中立的なビジネス情報が無料で得られるのは
頼もしい限りです。（ジェトロHPから抜粋）
　
４．海外ミニ調査サービス【有料】
　https://www.jetro.go.jp/services/quick_info/
　上記の海外ブリーフィングサービスよりも詳細な情
報を入手したい方におすすめのサービスです。４つの
調査メニューがあり、海外取引の足がかりとなる情報
をジェトロの海外事務所がお調べします。ジェトロ・
メンバーズ様は特別価格でご利用いただけます。
　（１）企業リストアップ

輸出入や販売代理店、製造委託等のパートナー
候補となりうる現地企業を10社リストアップ

します。
　（２）現地法令等検索

ご指定の法律や政令等の原文を検索します。
　（３）統計資料の検索

公的機関等が公表している輸出入や生産統計
などを検索いたします。

　（４）店頭小売価格調査
現地のスーパーマーケット等の小売店で販売
されている商品を調べます。

　
　調査対象国や地域は、ジェトロ海外事務所が所在す
る国・地域になります。お申込みはジェトロ愛媛で受
け付けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
　
　また、ジェトロ愛媛では年間を通して約30本のセミ
ナー・商談会などの事業を実施しています。貿易実務
講座や各種セミナーを開催しており、随時ジェトロ愛
媛のウェブサイト上で事業案内を掲載しています。
ジェトロ愛媛の無料のメールマガジンである「いよマ
ガ」にご登録いただいた方には、ジェトロ愛媛が主催
する事業の他、国内外に拠点をもつジェトロの事業を
月に１・２回の頻度でメールにて案内しています。ご
登録をご希望の方は以下、ジェトロ愛媛までお問合せ
ください。
　
　海外進出・取引においてお困りごとがある方もない
方も、まずは、ジェトロ愛媛までお気軽にご連絡くだ
さい。皆様のお問合せを事務所員一同お待ちしていま
す！

〈お問い合わせ先〉
ジェトロ愛媛貿易情報センター　
　〒791-8057 松山市大可賀２－１－28 アイテムえひめ３階
　TEL ：089-952-6055/0015
　Email ：EHI@jetro.go.jp
　URL ：https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ehime.html
　平日９時～17時

　メールマガジン登録をご希望の場合、上記のメールアドレスまで
「メールマガジン登録希望」とご記入の上、所属、氏名、住所、電
話・FAX番号、登録されるメールアドレスをご連絡ください。
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株式会社タクト野田

野田　實
代表取締役

１．概　要

社　　名：株式会社タクト野田

所 在 地：【本社】

　　　　　愛媛県松山市東垣生町841番地１

設　　立：1981年（昭和56年）６月

代 表 者：代表取締役　野田　實

資 本 金：2,000万円

売 上 高：36,000万円

従業員数：20名（グループ全体120名）

外国人採用：９名（グループ全体70名）

事業内容（生産品目）：

　　　　　レディースインナー

　　　　　メンズインナー

　　　　　スポーツインナー等の製造

２．沿　革

昭和54年：野田縫製創業

昭和56年：株式会社タクト野田設立

昭和57年：伊予市上吾川に委託加工開始

昭和62年：愛媛県砥部町に砥部工場開設

　　　　　愛媛県中山町に委託加工開始

平成元年 ：愛媛県松山市吉藤町に吉藤工場開設

平成２年：愛媛県松山市高岡町に高岡工場開設

　　　　　愛媛県松山市石井町に委託加工開始

平成３年：愛媛県松山市吉田町に委託加工開始

平成８年：愛媛県松山市石井町に委託加工開始

平成９年：愛媛県松山市衣山に衣山工場開設

平成10年：愛媛県松山市余戸に委託加工開始

平成12年：愛媛県北条市に委託加工開始

平成13年：中国に合弁会社開設

平成14年：愛媛県宇摩郡新宮村に新宮工場開始

平成17年：中国に外国人技能実習生教育センター開設

平成19年：愛媛県松山市東垣生町に新社屋開設

　　　　　本社移転（グループ企業集合）

平成28年：ベトナムに現地法人開設

　　　　　（外国人技能実習生教育センター開設）

令和元年：ベトナム工場貿易開始

令和３年：創立40周年を迎える

３．業務内容

　当社は、ブランドメーカーの商品を生産する縫製企

業として、社員一人ひとりが主体的に知恵と工夫と真

心を込めたモノづくりに努めています。

　そして世界に通用する縫製企業の実現を志していま

す。主要商品としてレディースインナー、メンズイン

ナー、スポーツインナー等です。

１）設備概要

　・ミシン　　400台

　・裁断機種　11台 

　・検査機種　15台

　・その他　　CAD、CAM等

本　　社
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２）生産技術の取組について

　（１）生産技術の取組

　　 　下着類の特徴である使用素材の伸縮性を利用し

た製品機能と立体縫製、そして肌に直接着用する

ことへのきめ細かな縫製対応と生産効率を追求す

るモノづくりへの取組をしています。

　　・立体縫製技術

　　・ニット素材対応技術　

　　・動画システムによる作業研究

　　・素材・縫製要領への対応

　　・最新鋭機器の導入による品質の安定化

　　・ CAD/CAMの導入による裁断作業の合理化と

精度の向上

　（２）生産方式の取組として

　　 　管理単位の縮小による目標の明確化、問題点の

事前予知と早期対応、進捗状況の共有化による生

産効率と経営成果を追求しています。

　（３）品質保証体制への取組として

　　・「.ゼロ宣言５」を展開中

　　　 製品として致命的な「異物混入、ネーム・ラベ

ルの誤表示、前飾り不良、工程抜け、縫い外れ」

の５項目を設定し、流出阻止の徹底に向け取組

中です。

　　・品質保証への取組

　　　 モノづくり過程での業務の標準化と体型化を図

り、つくり込み品質の徹底を推進中。

　（４）安全保証への取組

　　 　法令に違反する重要項目に関わる不良流出防止

への取組を行っております。

　　・金属検出器による検針の実施

　　・ 画像装置によるネーム・ラベルの全数照合の実

施

　（５）環境への対応

　　 　生産効率及び品質向上の要素を取り入れた独自

の環境マネジメントシステムを展開する事で、環

境改善項目の省エネルギー化、省資源化を図って

おります。

　（６）WEB会議システムの設置

　　 　取引先とのWEB会議をはじめ、海外とも経営

会議や工場間の打ち合わせ等積極的に活用してお

ります。

４．国際関連業務について

　Ａ．海外拠点や提携先などの状況について

　 　中国においては、急激な経済成長に加え、一人っ

子政策による若年層の減少、それに伴う賃金高騰、

又アメリカとの貿易問題等、不透明感も多く厳しい

状況が今後も続くと思われます。一方ベトナムにお

いては、資源の調達などの課題もありますが、順調

に進行していくと思われます。

　Ｂ．これまでの国際関連事業戦略について

　 　1993年頃から国内において従業員の確保が難しく

なる中、外国人技能実習生の事前教育や帰国後の活

用を目的として2001年中国に合弁会社を開設。（松

山大学卒帰国留学生）

　　◎海外展開を進める上において留意していること

　　　①経営者層の選抜

　　　　・経理を任せられる信頼できる人材の確保

　　　　・帰国技能実習生から選抜して教育

　　　②現地従業員の確保

　　　　・信頼できる政府との関係づくり

　　　　・帰国技能実習生の活用

　　　　・帰国技能実習生の家族などの協力　

　　　　・職業訓練校等との連携

　　　③外国人技能実習生の選抜及び活用

　　　　・帰国技能実習生による現地従業員の指導

　　　　・帰国技能実習生による実習生候補者への指導

　　　　・ 現地従業員の中から来日希望技能実習生を

選抜

　　　　・ 日本での優秀実習生は帰国後現地指導者と
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してステップアップ、又は自立補助

　　　　・ 外国人技能実習生を活用する事で意思の疎

通がスムーズになり、海外工場との連携も

容易になります。互いに協力して技術革新

等への挑戦も行うなど、相乗効果がもたら

されます。

　Ｃ． これまでの国際関連事業展開で良かった点、苦

労した点

　 　中国においては、帰国留学生や帰国技能実習生が

中心になって経営参加をした事もあり、問題は一切

なかったと思います。一方ベトナムにおいては、留

学生や帰国技能実習生もいない状況でスタートを

きったこともあり、１年余り苦難が続きました。こ

のような状況の中、帰国した中国人技能実習生が支

援に来ました。初めは言葉の壁や、習慣の違いなど

で大きな壁に幾度もぶつかりましたが、熱心な教育

指導、又帰国したベトナム人実習生３名の入社もあ

り、現在は順調に進捗しています。

　Ｄ．今後の国際関連事業計画

　 　今後も日本を基盤として国内外で留学生や外国人

技能実習生を活用し、さらに連携を深めながら海外

展開を推進してまいりたいと思っております。

５．経営理念

　我が社は創業以来、「信頼」を基調とし「品質こそ

がお客様との絆」を基盤にし、お客様との絆は社員に

よって作られることを一人一人が肝に銘じ歩んでまい

りました。

社　　是

　　私たちはむだむらむりのない明るい会社へ

　　力を結集してすばらしい社風をつくり

　　作業に責任を持ち品質向上に努め

　　業界トップに向かって前進しよう

経営方針

　　・時代が要求する愛される商品を作ります。

　　・お客様満足の商品を作ります。

　　・世界に通用する品質体制を作ります。

　　・社会に寄与する事、それがわが社の目標である。

　　・ 社員一人一人が信頼し力を合わせる事、それが

全ての原点である。

６．我が社のアピールしたい事

　・ CSRを厳守しながら、地域や社会に貢献できる企

業を目指します。

　・ SDGSの取組等を通して地域や社会に貢献する企

業を目指します。

　・ 外国人技能実習生制度や留学生制度等を活用しな

がら、更に国際社会との交流を深めてまいります。

　・ 地域に必要とされる企業を目指します。

ベトナムタクト野田の工場内
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はじめに

　弊社は1971年10月に創業し、日本国内に販路を拡大

する一方、創業から15年後の1986年２月に台北支店を

初めとして、海外進出をスタートさせました。以後、

北米、欧州、東南アジアの８ヶ国に39ヵ所の事業所を

設置しております。中国への進出は1996年９月、山東

省青島市に事務所設置を皮切りに、大連、上海に販売

拠点を設置し、2008年10月には海外初の工場を江蘇省

蘇州市に、2018年12月に江蘇省南通市に中国二番目の

工場を稼働させています。

　私は2006年10月から2017年３月まで大連営業所に、

拠点長として、10年６ヶ月赴任しておりました。この

中国赴任を振り返り、今後の中国ビジネスを展望して

みたいと思います。

日本食研グループ15社
本社所在地 愛媛県今治市富田新港一丁目３番地

代 表 者
日本食研グループ15社最高経営責任者（CEO）
大沢　一彦
最高執行責任者（COO）大沢　哲也

創 業 日 1971年10月１日
資 本 金 40億9,800万円
売 上 高 1,122億1,600万円（2018年９月期）
営 業 利 益 69億円（2018年９月期）
経 常 利 益 72億800万円（2018年９月期）
総 資 産 930億100万円（2018年９月期）
利益剰余金 686億7,100万円（2018年９月期）

従 業 員 4,628名（男3,535名／女1,093名）
2019年10月１日現在

事 業 所 337ヵ所（国内298ヵ所／海外８ヵ国39ヵ所）
※本社・工場含む　　　　　　2019年７月１日現在

工 場 10ヵ所（国内６ヵ所／海外４ヵ所）

事業所建屋

129ヵ所（国内106ヵ所／海外８ヵ国23ヵ所）
※本社・工場含む。複数事業所で同一建屋共有の
場合は１でカウント
→国内営業拠点（日本食研85ヵ所、グループ会社
26ヵ所）／海外営業拠点８ヵ国22ヵ所 ※本社含む
→工場９ヵ所（国内５ヵ所／海外４ヵ所）

平 均 年 齢 36歳（男38歳／女32歳）

１．駐在を振り返って

　私の中国との関わりは、2002年に弊社会長の大沢一

彦を団長とした、大連事務所新設祝賀会に日本から旅

行団の一員として参加したことに始まります。ここで

初めて中国の地を踏み、翌年2003年に社内語学留学生

制度５期生として、中国遼寧省大連市にある東北財経

大学で約１年間中国語語学留学をさせていただきまし

た。語学留学当時、私は入社６年目、29歳で独身でし

た。こんな若造を１年間もの間、会社のお金で勉強さ

せていただけたのは弊社・大沢会長のご厚意であると、

感謝しかありません。

　その後、2004年４月から2006年９月まで約２年半の

台湾駐在を経て、2006年10月から2017年３月まで大連

営業所に赴任しておりました。海外赴任期間は客観的

に見ますと長い様に感じますが、急激に発展していく

中国の荒波の中を無我夢中で動き回っておりましたの

で、改めて振り返ってみると、あっという間に時間が

過ぎていったように感じております。

　経済の発展と共に街の様子も留学当時の2003年と比

べると大きく変わり、今はベンツやBMW、レクサス

のような高級車を至る所で見かけますが、2003年当時

の大連市は中心地でもほとんど車は走っておらず、信

号は黄色の点滅信号がほとんどで、見かける車といえ

ばバスやタクシーか、限られた富裕層や政府の車とい

うのが一般的でした。ところが2009年に営業車を購入

した際、交通局へナンバープレートの申請を行ったと

中国ビジネスの展望

日本食研ホールディングス株式会社
　国際事業部　部長　荒井　嘉彦

愛媛本社・KO宮殿工場
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き、受付の担当者に１日何台くらいのナンバープレー

ト申請がくるのか尋ねたら300台超の申請があると言

われ、たった５、６年の間にずいぶん国が豊かになっ

たものだと実感したのを思い出します。

　国が大きく変化していく中、仕事を頑張れば頑張っ

ただけ会社も発展していき、大連営業所の所員が２人

から20人へ増え、営業所もアパートの１室からテスト

キッチンや会議室があるオフィスビルへ移転するなど

目に見えて環境が良くなっていく過程を実感しながら

仕事をさせていただけたのは非常に大きな財産だった

と思います。

　充実した日々の中でも、もちろん全てが順調にいっ

たわけではなく、2003年にSARS（重症急性呼吸器症

候群）が大流行し、2012年には尖閣諸島問題による不

買運動が全国的に広がるなどの事件が起こりました。

また、現地で採用し手塩にかけて育てた営業員が突然

辞めてしまう、工場スタッフの大多数が旧正月の休み

明けに帰省先から帰ってこない、市政府から工場に対

して理不尽な要求などありましたが、董事長、総経理

を中心に工場・本社・営業所が一丸となって「世界の

食文化の開拓者になる」という思いを胸に困難を乗り

越えてきました。

２．中国への進出

　中国での販売拠点設置は2001年９月に、青島事務所

から移転した大連事務所の開設に始まりました。以後

日本からの輸入商品の販売が始まり、ここから日本へ

の輸出向け加工品の管理業務から中国国内内販へと大

きく変化していきました。

　必死になってやっと受注した商品が、日中の政治的

な問題で日本からの輸入が数か月ストップしてしまい

欠品させてしまうなど辛い思いもしました。しかし前

述の通り、2008年に江蘇省蘇州市に独資での本社工場

が稼働したことにより、輸入商品から現地生産調味料

に切り替わり、本格的に中国内販営業がスタートし安

定してお客様に商品を供給できるようになっていきま

した。商品の品目数も少しずつ増えていくと同時に

我々の納品先にも少しずつ変化が出てきました。

　中国が豊かになっていくと、何かに投資したい中国

の富裕層が増えていき、お金を持っている中国人の方

達が日本のファストフード（牛丼チェーンやラーメン

チェーン）を模した店を雨後の筍のように開店させて

いきました。我々の商品の特徴である「誰でも調理が

出来、店舗展開しても各店舗の味が統一出来る」とい

う点と「更に踏み込んだ各企業の要望に応えた特別品

対応」という点が中国人オーナーのニーズに合致した

ことにより大きく売上を飛躍出来たのではないかと思

います。

中国 南通本社・工場

　更に2018年、南通市に二番目の本社工場が稼働し、

販売拠点も香港、大連、上海、北京、蘇州、広州、杭

州、南通と増えていき2020年には青島、天津、武漢、

深圳と新規開設予定がございます。　　

　また、優秀な現地社員が着実に成長し、拠点責任者

になっております。営業方法としては日本では直接お

客様へ商品を販売する直販営業をしておりますが、中

国では全国各地の問屋様を通じて業務用調味料を販売

しております。主に外食店を開拓するために営業員が

どのようなメニューが中国の方達に受け入れられるの

か、どうしたら問屋営業員の方達に協力していただけ

るか試行錯誤を日々繰り返しております。
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３．これからの中国

　米中貿易戦争により景気は低迷するなどと言われて

おりますが、豊かになった中国の皆さんが海外旅行に

行く機会はこれから益々増えていき、世界中のおいし

いものに触れる機会が更に増え、味やサービスに対す

る本物志向が増えていくと思います。そして更に便利

で簡単に調理が出来る調味料の需要は増えていくと想

像しています。より良い品質、味を求める中国国内需

要もますます増えていくと思いますので、おいしい便

利な調味料を使用した日本のような高品質商品の市場

も大きくなっていくと思います。

　実際に中国人の知り合いのウイチャット（中国版

LINE）をのぞくと日本品質のフライや焼き物の広告

を見かけるようになっています。2003年の赴任当時、

今の中国の発展を微塵も想像出来なかった私ですので

あくまで想像でしかありませんが、各省に弊社の拠点

が開設され、お客様がいつでもどこでも欲しい時に弊

社調味料を購入することが出来るようになっていき、

調味料市場が５年、10年後には私の想像を大きく上回

る市場に成長していくと期待しております。

　最後に弊社「現董事長の未来に対する明確な戦略と

洞察力」、「歴代の総経理の困難に立ち向かう真摯な姿

勢」、「現国際事業部本部長の現場を大切にする行動力」

を模範としながら、微力ではありますが、率先垂範を

実践し、これからも両国の友好、海外事業の発展、会

社の発展に貢献していきたいと思います。

広州営業所　展示会風景

北京支店　展示会風景 上海営業所　展示会風景

大連営業所　展示会風景
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　インドネシアは世界で第４位の人口規模を有し、毎

年約５%の安定した経済成長をしている、新興国を代

表する国の一つです。最近は所得の上昇に伴って、日

本に海外旅行する人も急激に増え、インドネシアから

の訪日旅行者数は年間約40万人に達しています。また

日本にとってインドネシアは、天然ガスの供給元でも

あり、自動車や家電製品など日本ブランドの販売先で

もあります。愛媛県とも県内企業の海外進出、技能研

修生の受入、大学間交流など関係が浅からぬ国の一つ

です。

　実は、筆者とインドネシアの出会いも愛媛県でした。

少し自己紹介をさせて頂きますと、筆者は2009年～12

年、ジェトロ愛媛の所員として勤務しておりました。

当時、中国の次の海外展開先として東南アジアに目を

向ける企業が増えていました。「これからはインドネ

シアが面白い」と耳にした筆者は、その後、語学研修

生としてジャカルタに移り、一時期東京での勤務を経

て、15年から現在まで約５年間、インドネシアの首都

ジャカルタで勤務しています。

〈インドネシアの進出メリットは市場規模・成長性〉

　さて、『愛媛県国際取引企業リスト2019』によると、

インドネシアに進出している県内企業数は、13年～19

年の間に７社から21社まで増加し、ベトナムと並ぶ人

気の進出先となりました。外務省の海外在留邦人統計

には、日系企業全体の海外進出傾向が掲載されていま

すが、やはり同様の傾向が見て取れます。但し、同統

計によると13年～18年の間で進出数が劇的に伸びたの

はインドですので、この点は愛媛県企業の動向と異な

ります。

　現在、ほぼ同数の県内企業が進出するインドネシア

とベトナムですが、進出後のメリットを比べると、相

違点が際立ってきます。ジェトロのアジア・オセアニ

ア進出日系企業実態調査によると、ベトナムの場合、

「市場規模・成長性」、「安定した政治・社会情勢」、「人

件費の安さ」にそれぞれ７割～５割の回答が集まった

のに対し、インドネシアでは、「市場規模・成長性」

に回答の８割が集中しました。つまり、今のベトナム

は市場規模、社会情勢、労賃のバランスが良いのに対

し、インドネシアは市場規模だけが突出したメリット

となっています。この点を別の角度から見てみると、

同調査において、両国に進出した企業の売上に占める

輸出比率は、ベトナムで53.1%であるのに対し、イン

ドネシアで24.4％に留まりました。インドネシアでは

日系企業のほとんどが国内マーケットで売上を立てて

いることが分かります。

〈経済規模の拡大と暮らしの変化に注目〉

　インドネシアの国内マーケットは、中間所得層（注）

と人口の増加によってますます拡大していくと推定さ

れています。ユーロモニターのデータを見ると、20年

の中間所得層は4,980万世帯、そのうち上位層は、約

1,000万世帯です。しかし、30年には上位層（注）が2,250 

万世帯まで増加すると見込まれています。また国連人

口統計によると同期間のインドネシアの人口は約

3,700万人増加し、２億9,900万人に達する見込みです。

インドネシア
－変わる暮らしぶりと
　中間層ビジネス

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
ジャカルタ事務所　山城　武伸

インドネシアの首都ジャカルタの風景
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人口減少にあえぐ日本とは好対照です。

　現地にいても、ここ数年でインドネシアの庶民の暮

らしが大きく変わったと実感しています。特にスマー

トフォンの普及に伴うデジタル経済の発展が、暮らし

ぶりを一変させました。13年頃までは携帯電話と言え

ばブラックベリーでしたので、そのころは街中にまだ

インターネットカフェがありましたが、今は手元でイ

ンターネットと常時繫がり、庶民は様々なサービスを

享受しています。例えば、ライドシェア・アプリはそ

の代表例です。公共交通機関が発展途上のインドネシ

アでは、従来から安価なバイク・タクシーが存在して

いましたが、利用しづらく、ニーズを十分に拾えてい

ませんでした。そのバイク・タクシーをスマートフォ

ンの位置情報と繫げたのが、「ゴジェック（Gojek）」

というアプリです。ゴジェックを使うと、ジャカルタ

のどこにいてもバイク・タクシーを呼び出し、支払い

も非現金決済で行うことが出来ます。それのみならず、

スーパーでの買い物代行、料理の出前、荷物の宅配ま

で依頼することができ、今や庶民の生活に無くてはな

らないアプリになっています。実に月間ユーザー数

2,800万人、年間取引額90億ドル（約9,855億円、１ド

ル＝109.5円）という巨大ITプラットフォームとなっ

ています。

　また、公共交通手段も急速に発達してきています。

17年末には、空港とジャカルタ市内が専用鉄道で繫

がり、19年３月にはジャカルタMRT（都市鉄道）がオー

プンしました。ジャカルタMRTは日本の政府開発援

助の資金で建設されており、車両や信号、改札シス

テムにも日本の技術が用いられています。インドネ

シアでは地下鉄に乗ったことの無い人も多く、土日

には試しに乗ってみようとする人々で溢れています。

特にMRTオープン当初は、列車が地下区間から地上

部に出る際、車内で歓声が上がる光景も見られまし

た。まさに日本の技術がインドネシアの人々に感動を

与えた瞬間でした。今では一日あたり約89,000人が利

用する通勤の足となっています。今後も更なる延伸が

予定されており、ジャカルタの公共交通の要として、

加速度的に都市の景色や人の流れを変えていくと思わ

れます。

19年３月にオープンしたジャカルタMRT

〈日系企業にはますます多様なビジネスチャンス〉

　こうした変化著しいジャカルタで、ますます多くの

日系企業がビジネスチャンスを模索しています。これ

までの成功例として、バイクや自動車は言わずもがな

ですが、他にも、敷島製パン株式会社の食パン、ユニ・

チャーム株式会社の生理用品、大塚製薬株式会社のポ

カリスエット、株式会社マンダムのヘアワックスなど

は、広く庶民に浸透しています。いずれも価格に対し

て品質性のある商品を提供し、地道な販売促進活動を

重ねてきました。更に、最近ではジャカルタ周辺に日

系ディベロッパーによる高層マンションの建設が進

バイク・タクシー「ゴジェック」
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み、日本食レストランが地方都市にも出店するなどの

動きが出ています。日系のコンビニエンス・ストアも

ローカル企業との競合に対応しつつ、徐々に店舗数を

拡大しています。中小企業でも洗車サービスを展開す

るなどユニークな進出事例が出ています。

　このように、インドネシアでは経済成長につれて、

多様なビジネスチャンスが生まれつつあります。ジェ

トロジャカルタが18年３月に行った中間層調査では、

回答者の約４割が「３か月以内に何かの日本製品を

買った」と答えており、日本の製品やサービスが既に

広く受入れられている事が分かります。今後、庶民の

所得が上昇し、暮らしぶりが向上するにつれ、ますま

す様々な物・サービスが広がっていくと期待されます。

〈インドネシアビジネスの支援体制〉

　ジェトロジャカルタは1959年に設立され、昨年60周

年を迎えました。これまでインドネシアでビジネスを

考える日本企業を支援する様々な活動を行ってきまし

たが、特に近年は、中小企業の海外展開支援の観点か

ら、現地の専門家と提携し、代理店・ビジネスパート

ナーの発掘、インドネシアの法務・労務・税務に関す

るご相談等のサービスを無料でご提供しています。大

企業の方にもインドネシアビジネスの可能性を調べる

「ジェトロミニ調査サービス」（現地制度の調査、取

引先候補のリストアップ等。ジェトロメンバーズには

年間無料調査枠あり）をご提供しています。

　また、インドネシアのビジネス制度の重要な変更や

現地での出来事、各種イベントの情報発信を強化する

ため、19年11月にジェトロジャカルタのFacebookペー

ジを開設しました。皆様のお手元のスマートフォンに

インドネシアの情報をお届けいたします（https://

www.facebook.com/jetrojakarta/）。インドネシアは

SNS大国でもあり、国内のFacebookユーザー数は、

世界第４位の１億2,000万人と言われています。同

Facebookページではインドネシア語でも記事を作成

し、日系企業で働くインドネシア人の皆様にも情報発

信をして参ります。

　更に、インドネシアのビジネス環境をより良くする

ため、インドネシア政府に対する提言活動にも力を入

れております。今後も日系企業がインドネシアとの良

好な経済関係の中で海外ビジネスを展開するための支

援をして参ります。インドネシアへご出張の折は、駐

在員が最新の経済・ビジネスの状況をご説明しますの

で、是非お立ち寄りください。

（注） 中間所得層は、年間可処分所得が5,000ドル以上35,000ド
ル未満の世帯を指す。このうち上位層は、年間可処分所
得15,000ドル以上35,000ドル未満の世帯。

ショッピングモールの日本食レストラン街 ジャカルタのショッピングモールの様子
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令和元年度 国際ビジネス支援講座の実施報告
愛媛県産業貿易振興協会 

　『産貿協』では、松山商工会議所およびジェトロ愛
媛貿易情報センターと提携して、令和元年度『国際ビ
ジネス支援講座』を開催しました。今年度は、新居浜
商工会議所、西条商工会議所、四国中央商工会議所お
よび宇和島商工会議所のご協力を得て、松山地区に加
え新居浜地区と宇和島地区においても開催することが
できました。
　この講座は、県内企業が輸出・入取引や販路拡大に
向けた海外進出を展開していくために必要な海外事業
担当者の育成を目的としています。
　特定テーマでは、海外進出で成功する要件、海外人
材の確保と育成方法、駐在員事務所や海外子会社等の
立ち上げ方と推進の注意点について事例を中心に解説
いただきました。経営者コースにおきましては、メガ
FTA時代の国際ビジネス戦略について、FTA活用の
背景と効果、FTA利用の成功要因と失敗の原因につ
いて解説をいただくとともに、各種機関の担当者から
海外事業支援策について具体的な説明がありました。　
　おかげさまで貿易実務の初心者や海外事業部門の実
務担当者から管理者・経営者の方々に幅広くご参加い
ただき、より充実した講座を開催することができました。
　
１．開催講座の内容
　以下、本講座の実施状況をご報告します。

【貿易取引〈基礎〉コース】
開催日時 令和元年10月17日（木）　 ９：30～17：00

講座内容

講　　師

第１講座　貿易取引の仕組と基礎知識
第２講座　取引契約で決めること
第３講座　貿易書類、貿易運送と通関
第４講座　決済と金融、日本の関税制度
㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　池田　隆行 氏

　貿易取引〈基礎〉コースは、株式会社グローバル・
ビズ・ゲート代表取締役 池田隆行氏に講師をお願い
しました。
　主に初心者を対象としており、貿易に関する基礎用
語から仕組み、各種規制や貿易制度、貿易に関する費
用、輸送、通関、決済、金融に至るまで、貿易を行っ
ていくうえで必要な基礎知識全般にわたって、具体的
で分かりやすいご説明がありました。

　基礎的なことが中心で理解しやすいと人気のある
コースで、貿易取引の初心者の方から実務担当者およ
び管理・経営者に至る多くの方々が参加されました。
貿易取引の基礎知識や実務面での理解が一層深まっ
た、とのご好評をいただきました。

【貿易取引〈輸出入実務者〉コース】
開催日時 令和元年10月24日（木）　 ９：30～12：00

講座内容

講　　師

第１講座　取引先開拓と各種規制への対応
第２講座　取引成約に向けた取組み
愛媛エフ・エー・ゼット㈱アイロット事業部
係長　玉井 奈緒子 氏

開催日時 令和元年10月24日（木）　13：00～15：00

講座内容

講　　師

第３講座　輸出入の手続き
第４講座　運送業者への委託、貨物海外保険
日本通運㈱松山支店　営業推進センター
通関士　高市　浩 氏

開催日時 令和元年10月24日（木）　15：10～17：10

講座内容
講　　師

第５講座　輸出入決済と貿易金融
㈱伊予銀行　国際部
F.T.Adviser　池内　亮 氏

講座内容
講　　師

第６講座　輸入信用状開設と輸出信用状接受
㈱愛媛銀行　国際部
主任　三浦　泰樹 氏

　貿易取引〈輸出入実務者〉コースは、実際に貿易実
務を担当しておられる方やこれから担当される方を対
象としたコースです。講師は県内で貿易商社や運送会
社に勤務されている方で、それぞれ実際の取引事例に
基づいた、興味深いお話がありました。
　各講座の内容は、以下のとおりです。
　第１、第２講座は、現在、愛媛エフ・エー・ゼット
㈱アイロット事業部で国際物流ターミナルの管理運営

〈基礎〉コースの講座風景
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など、国際営業に従事されている玉井様から、海外の
取引先開拓と各種規制への対応、市場調査・取引相手
の具体的発掘方法、取引交渉に際しての留意点等につ
いての解りやすい説明がありました。

〈輸出入実務者〉コースの講座風景（松山地区）

　第３、第４講座では、日本通運㈱松山支店 営業推
進センターの高市様より、物流面からコンテナの種類・
概要、輸送方法の選択・実務、梱包方法および通関手
続きの留意点についてご説明がありました。さらに、
比較的なじみの薄い貨物海外保険の付保、事故事例と
保険金請求の方法について、具体的で実践に即したお
話をいただきました。

〈輸出入実務者〉コースの講座風景（宇和島地区）

　第５、第６講座におきましては、㈱伊予銀行と㈱愛
媛銀行で国際業務に携わっておられる方から、貿易代
金の決済方法と仕組み、貿易関連金融の種類、為替相
場変動要因および輸入信用状開設や輸出信用状接受の
際の実務や留意点について、具体的な事例を基に解説
いただきました。

【貿易取引〈海外進出〉コース】
開催日時 令和元年11月１日（金）　９：30～16：30

講座内容

講　　師

第１講座　海外進出で成功する要件、日本社内で
の海外人材の確保と育成方法、海外事
業の立ち上げ方

第２講座　海外投資推進の注意点、人事労務につ
いて

中矢一虎法務事務所　代表
国際法務㈱　代表取締役
大阪市立大学　講師　中矢　一虎 氏

　貿易取引〈海外進出〉コースは、中矢一虎法務事務
所代表、国際法務㈱代表取締役、および大阪市立大学
講師として広範囲にご活躍されている中矢一虎氏にご
説明いただきました。
　第１講座において、海外進出で成功する要件に関し
て、日本国内での海外人材の確保と育成方法や、海外
進出の進め方についてご講義いただきました。
　第２講座では、海外投資推進の注意点や、事例を中
心とした海外人事労務（採用、労務内容、人事管理等）
について解説いただきました。

【海外取引〈経営者〉コース】
　海外取引〈経営者〉コースは、主に経営者や管理者を
対象にしております。
開催日時 令和元年11月７日（木）　13：00～17：30

講座内容
講　　師

第１講座　メガFTA時代の国際ビジネス戦略
㈱アールFTA研究所
代表取締役　麻野　良二 氏

講座内容
講　　師

第２講座　各種機関の海外事業支援策
・日本貿易振興機構（ジェトロ愛媛）
・国際協力機構（JICA四国）
・日本政策金融公庫
・中小企業基盤整備機構
・愛媛県発明協会
・えひめ産業振興財団
・愛媛大学

　第１講座は、㈱アールFTA研究所 代表取締役 麻野
良二氏を講師に「メガFTA時代の国際ビジネス戦略」
として、FTA利用の成功要因と失敗要因、原産地規則
と事故証明制度の活用についてお話しいただきました。

〈経営者〉コースのメガFTA時代の
国際化ビジネス戦略セミナー風景

　第２講座では、ジェトロ愛媛、JICA四国、日本政
策金融公庫、中小企業基盤整備機構から海外展開支援
サービスの内容等についての説明があり、愛媛県発明
協会、えひめ産業振興財団からは知財総合支援窓口の
ご案内、知財リスク対策、および中小企業等外国出願
支援事業について説明がありました。最後に、愛媛大
学 国際連携推進機構 国際教育支援センターによる
「留学生就職促進プログラム」について説明いただき
ました。
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２．受講者の状況

　 基礎
コース

輸出入実務者
コース

海外進出
コース

経営者
コース

受講申込者数 26名 68名 20名 20名
　 うち男性 19名 41名 13名 15名
　 うち女性 7名 27名 7名 5名
出席者数 24名 60名 19名 16名
出席率（注１） 92.3% 88.2% 95.0% 80.0%
（注１）「出席者数」÷「受講申込者数」

　４コース全体（新居浜地区、宇和島地区を含む）で
134名の受講申込みがありましたが、当日になって参
加できない人もあり、最終的には119名（出席率は約
89％）の方にご出席いただきました。
　貿易取引〈基礎〉コースは24名の方が受講されまし
た。貿易取引〈輸出入実務者〉コースでは、松山地区
24名に加えて、新居浜地区16名と宇和島地区20名が受
講されたこともあり、合計60名（昨年度36名）と大幅
に増加しております。特定テーマの貿易取引〈海外進
出〉コースは、今回が初めてのテーマではありました
が、海外進出を計画されている企業の担当者だけでな
く、幅広く各業種から19名の方にご出席いただきまし
た。
　最後に、〈経営者〉コースにつきましては、FTA専
門家による時宜を得たメガFTA時代の国際ビジネス
戦略についてのセミナーが好評でした。また各種機関
の海外事業支援策については、各機関がご説明いただ
く時間をさらに増やし、より充実した支援内容のご説
明をいただきました。
　今後とも、愛媛県内のより多くの皆さまに受講して
いただくために、講座内容や運営方法等を改善してい
きたいと考えております。

３．受講者のご感想、ご意見
　受講者の方にアンケート調査へのご協力をお願いし
ました。ご意見やご感想は、以下のとおりです。
（１）総合的評価（回答者のみ）

　 基礎
コース

輸出入実務者
コース

海外進出
コース

経営者
コース

大変良い 12名 18名 14名 11名
まあ良い 5名 21名 2名 1名
普通 3名 7名 0名 1名
あまり良くない 1名 3名 0名 0名
良くない 0名 0名 0名 0名

計 24名 49名 16名 13名

（２）受講目的（回答者のみ）

　 基礎
コース

輸出入実務者
コース

海外進出
コース

経営者
コース

現在、
業務に必要 11名 26名 3名 4名

今後、
業務に必要 4名 8名 5名 3名

一般的な
知識として 6名 12名 5名 3名

計 21名 46名 13名 10名

（３）講義内容や運営に関するご感想、ご意見
　〈良かった点〉
　・時間・内容ともに大変良かった
　・講師の話し方が聞きやすく、実例も良かった
　・ 色々な分野の専門家の方の話が聞けてすごく為に
なった

　・得意先のお客様にも紹介できる事業が多くあった
　・来年も新居浜で受講したい
　・契約書作成、注意ポイントが事例で良く分かった
　・ 色々な支援があるので、海外展開する上で気持ち
が楽になった

　・様々な助成金を知り、機会があれば活用したい
　〈改善して欲しい点〉
　・グループディスカッションとかもいれてほしい
　・もう一歩踏み込んだ講座でも良い
　・ 集中が続かないので１時間おきの休憩があれば
いい

　・初心者には理解できない、進行が速すぎる
　・回数を分けて、もっと詳しい内容を学びたかった
　・内容がすこし難しかった。勉強不足を感じました
（４）関心のある国・地域とジャンルやテーマ
　〈国・地域〉
　・中国、韓国、台湾、シンガポール、ASEAN諸国　　
　・米国、EU諸国、オーストラリア
　・ドバイ、サウジアラビア等
　〈ジャンル・テーマ〉
　・航空貨物輸入時の注意等（電池・危険品等について）
　・海外でのフランチャイズ
　・海外造船業界
　・生菓子／焼菓子
　・魚、野菜輸出
　・火薬輸出
　・知財（特許調査の方法）について
　・消費者向け販売会
　
　アンケートに回答いただいた皆様の、ご感想やご意
見をそのまま記載しております。次回以降の講座実施
の課題として、さらに改善を図って参りますので、今
後とも本講座の活用をよろしくお願いいたします。
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〒791-8057　松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3階
TEL089-953-3313　FAX089-953-3883
ホームページ：http://www.ehime-sanbokyo.jp
メールアドレス：eibassn@smile.ocn.ne.jp

内容についてご意見、ご質問があれば、下記までお問い合わせ下さい。

印刷：セキ株式会社
〒790-8686　松山市湊町7丁目7-1
TEL089-945-0111　FAX089-932-0860
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