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平成 29 年度特定非営利活動法人アジア起業家村推進機構事業報告 

 
 
１ 事業活動概況 

 
平成 29年度は、川崎市の助成が終了するなか、神奈川県のスタートアップ事業に公募して、

デロイトトーマツグループと一騎打ちになりましたが、2点差で惜敗いたしました。 

こういった公募事業は、最近、入札制度の厳格化により、以前のように長期にわたり、行政と

共に事業を行っていくことは、当 NPOのように財政力が弱い団体にとっては、組織の存続にまで

影響する状況になっております。 

したがって、平成 29年度は、新しいアジア起業家村推進機構の流れをつくるために、役員を

はじめ会員と共に奮闘いたしました。まずは、一昨年からの課題であるアジア等の留学生支援の

ための奨学金創設のための課題解決を行いました。 

これは、アジア起業家予備軍をもっともっとアジア等に広報して発掘して育成し、特に日本の

中小企業や日本の文化を体得していただくために、広くアジア等から日本に留学を希望する青少

年に日本への留学という希望を与えて、その貧困のために日本行きをあきらめてほしくないため

に、創設するものです。いわば、アジア青少年希望の奨学金です。 

そして、日本の技術や文化を学び、将来的には新しい事業を興す企業幹部さらには、日本と出

身母国との架橋をしながらウィンウィンの関係を築けるアジア等の起業家へと育成していく長

期展望の起業家育成プランになります。 

 29 年度は、実際に実験的プログラムとして、神奈川県内企業に 8 名のモンゴルの国立大学出

身の青少年を迎え入れて、異文化理解研修そして日本語研修を実施してまいりました。 

 企業も大変お喜びになっており、また、将来の企業を担う経営幹部あるいは、モンゴルでの創

業を支援する体制もとりつつ、新たな国際的な人財戦略を築きつつあります。 

一昨年の総会でその方向を目指して、定款変更を行い、川崎市の認証を得ました。また、会員

から事務局を募集して 1会員の応募があり、事務局担当として決定して、共に事業を進めてきま

した。 

ただ、いざ事業をはじめようとしたときに、内部から貸金業法の届が必要ではないかの指摘を

受けて、神奈川県金融課との調整を図ったところ、不特定多数が対象であれば、やはり貸金業法

の届け出が必要との結論をいただきました。そこで、普通の貸金業ではなく、特定非営利活動と

しての貸金業であり、それならば困窮者等を救うために存在する NPOバンク制度での届け出をす

ることで、各方面の調整を図り、期間的には 1 年半延びることになりましたが、30 年度に届け

出を行い、正式の事業として進める準備を整えました。 

なお、この事業は循環する資金としての位置付けですが、運用益が出た場合は、他の特定非営

利活動として活用していく予定です。 

 上記は第一に、NPO活動に必要な事業として、進めて参りますが、その次の重要な事業は、少

子高齢化の中で困窮する地方の活性化のために、アジア等の高度人財を地方で活用していただく

ことです。川崎では、アジア等起業家を 50 社誘致してまいりましたが、その企業から日本や母

国で関連する起業家が数社立ち上がっている事実があります。したがって、アジア起業家村が果

たした実験は、多大な起業家精神をアジアに喧伝し、普及していることになります。 

また、産業クラスターという経産省の施策が、ネットワーク時代に時代遅れになりつつあり、経

産省の中でも批判が強まっているとも聞いております。当 NPO では、IT,IOT の支援を行う定款

項目もあり、現在、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス SFC研究所新世代ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼﾃｨｺﾝｿｰｼｱﾑと

連携して、日本とアジアの地方をグローカルに結ぶ事業に取り組んでいます。 

 29年度は、東京ミッドタウンで開催された慶應義塾大学 SFC研究所 ORF（オープンリサーチフ

ォーラム）に協賛して、佐賀県知事をお呼びして、「幕末維新」の技術革新の力を現在の IT や

IOT の技術革新の力を地方、首都圏、アジア各地に結び付けて、物流等のイノベーションを興し

て、オリパラリンピックやその後の日本やアジア等の発展に尽くしていくことをこの場で宣言し

ております。 
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 皆様のご尽力を得まして、今年度は当 NPO の信頼感が増した時と心得ております。来年度は、

この実績を踏まえて、その実力をいかんなく発揮できるための財政基盤と信頼のネットワークを

さらに構築して、日本とアジアさらには世界と新しいスタートアップ企業を創造するためのプラ

ットフォームづくりに邁進していく所存です。 

 会員をはじめ関係の皆様のご支援、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
２ 事業の実績 
 １）ワンストップサービスに関する事業（自主事業） 

（内容）ＫＳＰ－ＴＨＩＮＫの入居企業１社（ウェリンテック・ジャパン㈱）への支援をおこな

うとともに、㈱リ・バースの入居支援を行った。また、ウェリンテック・ジャパンからのご紹介

の中国人起業家北京大学 MBA の Xu Kun（徐坤）氏の起業家とその知人の投資家周氏の起業相談

と日本企業とのマッチング支援を行った。また、タイから来日の Suwanchai Lohawatanakul（ス

ワンチャイ ローハワッタナクン）氏は、現在、タイ政府の中小企業振興局の長官に就任され

ておりますが、この方に対して、KSPの鈴木インキュベーションマネージャーや小林一アジアサ

イエンスカフェ会長とともに、タイにおけるスタートアップ相談を行い、この時のご縁もあり、

30 年度に（一社）日タイ経済協力協会のご支援を受けて平成 30年度にタイの大学教授来日の折

に、スタートアップ支援をしていく予定となっています。 

ブレインワークスグループの東京品川本社内に東京事務所を開設し、東京に集結するア
ジアや日本の地方政府からの相談に乗ってきた。新宿に会社のある３６００店舗の中華
料理店を束ねる中国起業家からは、日本と中国の中小企業の窓口を行いたいなどの相談
が寄せられ、今年度、東京での展示会などの協力をしていく予定となっています。 
 

平成 30年度末、入居企業 
KSP-THINK（アジア起業家村） 3社（中国３社、内 1社は現在日本人経営） 
アジアサイエンスカフェ ７社２団体（中国 2 社、べトナム 1 社、韓国 1 社、日本３
社・ＮＰＯ１団体） 
外部（川崎区内事務所） 1社（中国モンゴル） 

 
 
２）起業家予備軍発掘・育成事業（共催事業） 

（内容）今年度は神奈川県のスタートアップ支援事業（予算３千万円）に応札し、プ
レゼンを審査会で行い、７０点の高い評価を得たが、有限責任監査法人トーマツに３
点差で敗れる結果となった。 
したがって、予定していた予算が取れず、今年は、東京事務所を置くブレインワー

クスグループと共に１２月８日、３月１日に「ハーピーキャリアシンポジウムー新興
国の起業家が生まれ、はばたく日本へー」と題したシンポジウムを共催して、各１５
０名の参加を見て、これからますます発展が見込めるアジア起業家育成のマーケット
開拓の準備を進めた。 
（会場は、アットビジネスセンター（東京八重洲）とビジョンセンター浜松町） 

※この時の講師の一人として、アジア起業家村第一号入居企業の㈱VTM のホー・フィ
ー・クーン社長が登壇したが、彼の意見の中で、当初の会社から５社がスピンアウト
して設立されているとのこと、そういうホー社長も今回はもう一社設立して、その代
表として登壇している。その意味では、アジア起業家村は５０社を創業させたが、そ
こから次ぐ次と創業者を輩出しているといえるのではないか。 

また、今までの１７期のアジア起業家養成塾の成果を踏まえて、新たな時代を拓
くスタートアップ起業家創出のプログラムを検討してきており、３０年度から実施す
る予定です。 

これは、新たな実践的なカリキュラムに基づくスタートアップ企業創出プログラムを
アクセラレーターと呼ばれる起業家創出のプロフェッショナルを中心に、関連団体や
個人のメンターをアジア共創プラットフォームとして用意し、今までの基礎コースの
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上に発展形として形作るプログラムです。場合によっては、シリコンバレーや深圳で
のプレゼンにもチャレンジする道を用意いたします。 

 

 ３）上海市循環経済協力事業について（会員企業が川崎市の受託により実施した） 
別添資料１のとおり。 

 

  

 
 ４）アジア交流/マッチング事業（自主事業） 

① 「アジア交流」に関しては、川崎市産業振興会館３階の一画をアジアの起業家、NPO会

員等の交流並びにこれらの人と地元企業等との交流の場（アジア起業家交流サロン）と

して運営してきたが、川崎市の助成金打ち切りの方針により、３月３１日に引っ越しを

行い、場所をアジアサイエンスカフェに移して、予てより有志で設立した（一社）アジ

アサイエンスカフェの一室を借りて、自主事業として行うようにしている。 

やっと、キングスカイフロントの施設が整いはじめ、人口が増えるにつれ、また、２

０２０年には羽田空港から架橋され、街づくりも始まるのではないか。そろそろここで

の事業活動を積極化できる時期になってくる予感がしている。 

・中国とのビジネスマッチング事業 

アジア起業家村出身、中国起業家からのビジネスマッチングのご照会があり、対応に

当たり、新たなネットワークが来年度築ける予定です。 

・越国とのビジネスマッチング事業 

   経産省ジャパンブランド育成支援事業や厚労省新事業地域人材育成支援事業を踏ま

えてビジネスマッチングや人材のマッチングなどを行った。 

特にベトナムバリアブンタウ省においては、大田区のジャパンブランド育成支援事業 

の講師が都立六郷工科高校とバリアブンタウ省立職業訓練校との姉妹提携を成功さ

せて、あらたな展開をはじめている。 

② 各地の企業展示会等で各ブースを回り、アジア起業家村入居企業やアジア起業家養成塾

ＯＢなどのビジネスマッチングを促す営業を行った。 

③ 昨年に引き続き、NPO理事（ベトナム担当）や JAPAN ﾌﾞﾗﾝﾄﾞチームの一員が実際の日越

のマーケット開拓を行い、ビジネスマッチングシステムの実用化のための準備作業、現

地工場の機械装備や熟練工の調査を行い、基礎データの収集に努めると同時に、システ

ムの進化にも取り掛かった。また、ものづくり補助金申請の準備を行い、今年度申請の

予定です。 

④ 多摩川の架橋が目前に迫ったこともあり、川崎市と大田区の民間事業者の連携の呼びか

けがあり、上記の学校同士の連携も深めていくことを議題の一つとして取り上げていた

だくことを大田区や川崎市の代表の方々に依頼を行った。今年度は、ベトナムへのミッ

ション団を派遣する予定です。また、架橋セミナーを大田区と川崎市で開催することに

ついて準備を進めている。 

⑤ ベトナム交流促進事業 

ブレインワークスグループのカントー市を中心にベトナムミッション団に参加して、カン

トーフェスティバルやカントー大学のアジア起業家予備軍の事前調査を行った。今年度を

踏まえて、平成 30年度ベトナムミッション団を派遣していく予定です。 

⑥ アジア経営戦略研究所の活動 

アジア経営戦略研究所は、東京をはじめ全国の地域センターを中心に積極的な活動を行い

ました。その活動は別紙２のとおりです。 

 
 ５）国際会議等シンポジウム事業  

 

内容）当ＮＰＯの会員が主催した「上海ミッション」（１月 17日～18日）の中で、今回

はビジネスマッチング交流会を実施しました。 
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 ６）会員等交流事業 

 ①かわさきグローカルセミナー2017＆交流会 

■日付：17/06/17 (土)■時間：15:00 ～ 18:30■場所：アジアサイエンスカフェ 

■参加者 ４０人 

■内容 

アジア起業家は、日本の生涯現役の会とコラボする、さらに米国のシニアとともに成長す

る。  

第一部 

新時代に橋を架ける神奈川から誕生した世界的起業家 

片山ます江氏（ＮＰＯ顧問）講話 

テーマ：世界で通用する老人ホーム経営の神髄 

女性起業家の提言「日米高齢者は日本やアジアで活きる、定年８０歳の法人経営―シニア

人材をアジアや世界で活用！」 

第二部 

増田辰弘アジア経営戦略研究所長が語る 「日僑人の時代がやって来た」  

アジアにいる日本人の後ろ姿から見えてくるものー足で稼ぐ現場報告 

第三部 交流会 

 

②慶應義塾大学湘南藤沢 SFC研究所新世代インテリジェントシティフォーラム 2017  

■日付：17/11/22 (水)■時間：18:00 ～ 19:30 

■場所：東京ミッドタウンカンファレンスルーム Room7(ミッドタウンタワー４階） 

■参加者 80人 

■内容 

◆セッションタイトル 新世代インテリジェントシティフォーラム 

◆テーマ ＩＣＴ利用による地方創生 

●観光需要の掘り起こしとオリンピック●少子高齢化対策と医療福祉 

●人材と外国人需要の創造 

◆セッション概要 

新世代インテリジェントシティコンソーシアムでは、新しい世代でのインテリジェント化

を適用した生活、活動環境において、現状の ICT技術の探索や整備、それらを適用した新

しい利用法とその実証環境の開発、それらを地域に基づいた組織と実際に適用した実証実

験の実施などを目的とした活動を行い、我が国の経済、社会等の活性化に資する事を目指

しています。 

新世代インテリジェントシティコンソーシアムでは， 我が国の将来を左右する「地域創

生」へ向けての戦略的取り組みを模索してきました。まったなしの具体的な計画とその実

施を実際に取り組んでおられる方々をお呼びし、それぞれの地域での強みとその活かし方

や課題などを議論して頂きます。 

 また、様々な角度から経験，手法，試行などを議論を通じて， 共通の方向性，手法，

展望を参加者の皆様と共有し， 具体的事例につなげて行きます。 

◆コーディネイター慶應義塾大学名誉教授・博士斎藤 信男 

◆パネリスト山口 祥義（佐賀県知事）中西 健治（参議院議員、財政金融委員会理事）

浅尾 慶一郎（日本国際フォーラム参与、前衆議院議員）鍵和田 芳光（慶応義塾大学Ｓ

ＦＣ研究所所員、新世代ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼﾃｨｺﾝｿｰｼｱﾑ常任理事 NPO法人アジア起業家村推進機構

参与） 

 

③かわさきグローカルセミナー2018併催視察会＆新年交流会 

■日付：18/02/06 (火)■時間：13:00 ～ 18:30■場所：アジアサイエンスカフェ 

■参加者 5０人 

ア．ナノ医療イノベーションセンター視察会 



 5 

 川崎市国家戦略特区 KINGSKYFRONT視察会 

イ．座談会 アジア起業家村会員等、 

 それぞれのアジアとのお付き合い 

 （1）ｱｼﾞｱﾍｯﾄﾞｸｵｰﾀｰ国家戦略特区大田区の都立六郷工科高校とベトナムバリアブンタウ

職業専門学校との連携を進めて「日越の人財を共育してモノづくりを共進化」 

（2）ラオスの進出優位性を認識して支店開設 

（3）川崎市の工場をマザー工場に、越国 BVに進出 

   日本で養成したベトナム高度人財は、ベトナムでは経営幹部に 

（4）ベトナム語を学ぶ中で、楽しい翻訳家志望に！＝共育 

（5）その他会員の発表（アジアへのナビゲーター） 

 

④横浜グローカルセミナー2018アジア産業人材活用セミナー 

■日付：18/02/16 (金)■時間：13:30 ～ 17:00 

■場所：横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア 1F 会議室 

■参加者 5０人 

第一部 

１）．基調講演 13：40～14：20 

「アジア人財とのパートナーシップで成功を勝ち取る事業展開・人財戦略」 

外国人人財を活用して、アジアや世界市場での成長を目指す、横浜発国際的経営者の異文

化人財を活かす人材戦略―」（仮題）  

DaoApp共同創業者兼 CTO（アビックス㈱創業者）時本 豊太郎氏 

２）.基調講演 14：20～15：00 

「アジア人財を地域産業への投入は、地域の産業・不動産を活性化し、横浜・神奈川経済

を豊かにする」外国人が日本の生活での困りごと（家賃保証等）解決で成長を続けるベン

チャー企業（社員の 70％が外国人、外国人支援企業）(ＮＰＯ会員) 

㈱グローバル・トラスト・ネットワークス社長後藤 浩幸氏 

シンポジウム 15：10～16：50 

「中小企業を活性化するアジア等高度人財の育成・活用についてーベトナム・モンゴル人

財を例にして」 

日本で企業を成長させる、あるいは高度な開発を行うときには、今や異文化を持つアジア

の高度人財を活用することが喫緊の課題になります。それでなくても、日本では人財不足

です。優秀な人財を日本で探すのが極めて中小企業にとって厳しい時代、労働力不足の日

本から求めるより、はじめからアジアの高度人財を確保していくことが必要となることは、

優れた経営者であればすぐ理解できるかと思われます。その手助けとなるアジアの高度人

財活用のシンポジウムを開催いたします。 

コーディネーター  

NPO法人アジア起業家村推進機構専務理事兼事務局長 牟田口 雄彦 

パネリスト（予定） 

DaoApp共同創業者兼 CTO（アビックス㈱創業者）時本 豊太郎氏 

昭和精工㈱社長 木田 成人氏 

㈱グローバル・トラスト・ネットワークス事業本部長 紺谷 洋樹氏 

㈱ブレインワークス事業本部長 渡辺 慎平氏 

第二部 17:00～18:30 会場：横浜テクノタワーホテル 3階 

 

⑤かわさきグローカルセミナー2018 

■日付：18/03/07 (水)■時間：13:30 ～ 17:00 

■場所：川崎商工会議所会議室■参加者 8０人 

かわさきグローカルセミナー2018アジア（モンゴル・ベトナム等）高度人財活用セミナー 

平成時代後を見据え川崎を国際的な産業人財輩出拠点へ 

AI&IOT時代、アジア等高度人財を育成活用して中小企業を支え 
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高度化して川崎からグローバルニッチトップ企業群を創出へ 

アジア等高度人財と日本中小企業がコラボするかわさきを創造！ 

第１部 1)基調講演 

「アジア人財を地域産業への投入は、地域の不動産を活性化し、新潟経済を豊かにする」 

「アジアと日本の地方を結ぶ信頼のビジネス、日本のシルバー人財とアジア人財の和合で信

頼のアジアビジネスへ、カントーフェスティバル、ICTイノベーションセンターの設立、出

版・映画制作など、日本とベトナムとの共進化を目指す」 

2)シンポジウム 

中小企業等のアジア等高度人財の育成・活用についてー中国・アジア人財を例にして」日本

を超えて世界の舞台でビジネスを展開するときには、いち早く、情報を手に入れ、世界的な

マーケットでグローバル・ニッチトップ企業を目指していくべきです。そのときに必要な高

度な人財をただでさえ、労働力不足の日本から求めるより、はじめからアジアの高度人財を

確保していくことが必要となることは、優れた経営者であればすぐ理解できるかと思われま

す。その手助けとなるシンポジウムを開催いたします。 

 また、一方で、外国人を受け入れるための企業文化や地域コミュニティの内なる国際化が

必要で、それが地域産業の活性化やグローバルな展開の経営に貢献、多様な産業を誕生させ

るダイバーシティ都市へと川崎を変貌させます。 

第２部 交流会  

 

⑥ スペシャル 120セミナー時代を創る旬な人と出会う情報交差点- 

社会に貢献する事業を！  ＜無いものを創る＞ 

５０年前、夢と志を持った若者たちから「ベンチャー起業家」が誕生しました。 

人生１００年時代を迎えた今日、問われているのは「豊かな時間の過ごし方・暮らし方」です。

「仕事」を核とした人生や社会を見直し機会を提供させていただきます。 

今回は、ベンチャー第一世代の方々を迎え、いつまでも社会に参加できる「ベンチャー精神」を

感じ取り、行動に繋げて頂ければ幸いです。 

  ■ 主 催   NPO法人元気な 120才を創る会 

  ■ 協 力   NPO法人アジア起業家村推進機構 

■ 日 時  ３月１9日(月) 14時～19時 30分 

■ 会 場  参議院議員会館   B107号会議室(地下) 

■ 参加者    70名 

■ 講 演 

      テーマ：「価値のパラダイムの歴史的転換」 

～ポスト平成時代に求められる世界を動かす日本人の人間力～ 

講演者：大野雅之氏    株式会社 統合共育研究所 代表取締役  

  ■ パネルディスカッション 

  テーマ：「無いものを創る」 

  パネラー： 

下條武男氏   日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 名誉会長（NPO理事長） 

   中上 崇氏    株式会社 メタリンク 代表取締役社長（NPO顧問） 

   牟田口雄彦氏  NPO法人アジア起業家村推進機構 副理事長 

   持田昇一氏    生涯現役ゼロワンクラブ LLP オープンシステム PM 

   コーディネーター：澤登信子 NPO法人元気な 120才の会理事事務局長 

■ 交流会    
    スペシャル 120セミナー＆サロンのお知らせ 
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 ７）広報活動 

①会員や一般市民に対して、事業の PRを行ってきた。特にアジア起業家養成塾や各種イ

ベントについては、経費がかからず動員力のある当 NPOやアジア経営戦略研究所、そして

各地行政、商工会議所、団体メルマガ配信や SNSでの配信を行った。ほとんどがほぼ定員

か、定員を上回る動員があり、盛況であった。                                                                 

②川崎だけでなく、全国各地とアジア各地を結ぶアジア共創プラットフォームづくりを掲

げて、取り組んだ。東北和僑会での山形での講演や新潟市や佐賀県などとのアジア起業家

村構想の理解に全国各地に出かけて説明を行い、セミナーを各地方行政団体や商工会議所

と開催し、理解を得ることに成功し、今後、全国のプラットフォームづくりに寄与できる

と思える。また、今年度は、昨年度に引き続き、ベンチャーブログ「温故知新」配信者松

浦利幸記者の協力を得て各方面に積極的に記事を配信した。また、京浜多摩和僑会の協力

を得て、アジア各地の和僑会にも配信を行った。 

８）アジアビジネス支援事業 

  今年度は、特にブースを構えず、国内では、「川崎国際環境技術展 2018」「横浜テクノフ

ェア」墨田区で開催の「中国産業展」、ベトナムではカントーフェスティバルでの日本やベ

トナム進出日系企業の展示会を視察して、今後のアジア起業家のマーケット開拓に資する展

示会を見て歩き、今年度事業につなげていきたい。 

３．その他 

 
 １）理事会・各プロジェクトの活動 

年間５回の理事会と 6月に総会、12月に定款変更の臨時総会を開催した。他に、殿町プ

ロジェクトについては、一般社団法人アジアサイエンスカフェ理事会・総会、アジア経営戦

略研究所委員会、慶應義塾大学ＳＦＣ研究所などとの打ち合わせ 30回を越えるほど行って、

アジア起業家村構想の普及に努めた。もちろん、全国各地への普及を図る意味で、新潟市や 

佐賀県等の地方自治体、全国知事会への PRも行なった。 

さらには、参議院会館でのベンチャーフォーラム「無から有をつくる」でも、役員、顧問 3

人がパネリストで参加して、PRを行った。 

 

２）会員の現況（平成 30.3現在） 

     正会員  個人； 40名    団体；15社  

     活動会員 個人； ６名    団体；1社  

     賛助会員 個人；  0名    団体；2社   

     （参画事業者 経産省 Japanブランドフォロー 30社）    
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＜平成 29年度上海市循環経済協力事業の報告（＊川崎市委託事業）＞別紙１ 
●報告／2018年 6月 30日 日本ヒューマニクス（株） 

 

当年度についてはプロポーザル方式による入札となったが、首尾よく弊社が受託した。当年度

の川崎市からの委託事業は、（1）環境技術移転促進業務、（2）上海市環境保護局への環境技術

研修の二つであるが、仕様書に従い下図（事業実施一覧）のとおり実施した。 

 
（１）環境技術移転促進業務（実施期間；6月 23日～翌年 3月 9日） 

先ず上海のニーズ調査を行った。ニーズ調査は弊社の上海事務所と上海市環境科学学会と協力

連携して行い、それによって得られた約 20 件のニーズ情報を川崎国際環境技術展出展企業等

（133団体）やグリーンイノベーションクラスター加入企業等に提供してシーズを探った。その

結果、日立造船㈱、（有）東洋計装システム、（有）オー・エス・ピーの 3社に対してビジネスマ

ッチングとコーディネートを行い、3社ともパートナーとの合作の合意書の調印に至った。また、

上海市環保局の支援によって中国環境保護省が

主宰する「第三回 3iPET トップ 100」に日立造船

㈱、（有）オー・エス・ピーが採択されるという

快挙を得た。その後 3組の事業展開は順調に進み、

既にパートナーから数百万円の収入を得ている

企業もあり、参加企業からの当事業に対する評価

は頗る高い。 

（２）海市環境保護局への環境技術研修事業（実

施期間；11月 6日～17日） 

今回も、上海市環保局から 2名（上海市環境科

学学会所属）の被研修生を招いて実施した。スケ

ジュールは例年通り順調に進み目的は達成され

た。今年度は川崎市の招聘条件の変更提案に伴い同事業の継続が見送られ、結果的に当年度が最

後の事業となった。 以上 

 1/18 合同調印式（上海市環保局会議室にて）   
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別紙 2 

アジア経営戦略研究所事業報告（２０１７年度） 

 

１ アジアビジネス探索セミナーの開催 

 

第６１回 アジアビジネス探索セミナー 

日 時  ２０１７年５月２６日（金）１８：００－２０：００  

場 所   中央区八重洲 1－7－4  矢満登ビル ３F会議室     

ルノアール貸会議室（ 

１ 基調講演 

        ソフトウエア企業のアジア展開と課題 

       － 各国ごとにうまく機能を使い分ける － 

                        ＴＤＩプロダクトソリューション㈱    社長  廣田 豊 

 ２ これからの 日本企業におけるアジア投資戦略 

   インドなどの西南アジア、ＡＳＥＡＮ，中国、魅力にあふれるアジア市場 

                インド・タタアセットマネジメント㈱    アドバイザー  勝池 和夫 

３ 最近のバングラディシュの投資状況 

                         元ＪＥＴＲＯ ダッカ事務所長       原 克己 

 

第６２回 アジアビジネス探索セミナー 

日 時  ２０１７年７月２１日（金）１８：００－２０：００  

場 所   中央区八重洲 1－7－4  矢満登ビル ３F会議室    

ルノアール貸会議室 

１ 基調講演 

          拓けて来たアジアの通販市場 

       － 各国ごとにうまくポイントを掴むのが鍵 － 

                                ㈱四方事務所    社長  白川 博司 

２ これからの経済連携は 日本企業にどのような影響を及ぼすのか 

                           外務省経済局 経済連携課長      岩本 桂一 

３ 潮目が変わり出した最近のアジアビジネス 

                           ㈱小島衣料  オーナー        小島 正憲 

 

第６３回 アジアビジネス探索セミナー 

日 時  ２０１７年９月２２日（金）１８：００－２０：００  

場 所   中央区八重洲 1－7－4  矢満登ビル ５F会議室     

ルノアール貸会議室 

１ 基調講演 

   拓けて来たアジアの M&事情 

   － 中小企業でも対アジアの本格的な M&A時代がやって来た － 

       ㈱"日本 M&センター   ＆ＢＩＺ事業部 プロジュクトマネージャー  山内 宏至 

 

 ２ 最近における日本企業のアジアビジネスのトラブル事情 

                         奥野総合法律事務所      弁護士  坂野  維子 

３ アジアビジネス探索 ― 今月の驚き報告（カンボジア編） 

                            アジアビジネス探索者       増田 辰弘 

第６４回 アジアビジネス探索セミナー 

日 時  ２０１７年１１月１７日（金）１８：００－２０：００  

場 所   中央区八重洲 1－7－4  矢満登ビル ３F会議室     
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ルノアール貸会議室 

１ 基調講演 

          医療サービスの輸出産業化を図る 

       － カンボジア進出の体験から期待される日本のおもてなし精神 － 

                            （医）"北原国際病院 広報部  亀田 佳一 

 ２ ㈱エイチ・アイ・エスのアジアビジネス支援ビジネス 

        ㈱エイチ・アイ・エス関東法人旅行事業部  

シニアアカウントマネジャー      米尾 浩一 

３ アジアビジネス探索 ― 今月の驚き報告（ベトナム編） 

                              アジアビジネス探索者       増田 辰弘 

 

第６５回 アジアビジネス探索セミナー 

日 時  ２０１８年１月２６日（金）１８：００－２０：００  

場 所   中央区八重洲 1－7－4  矢満登ビル ５F会議室     

ルノアール貸会議室 

１ 基調講演 

            ２０１７年のアジア経済を展望する 

        ―  日本企業はカオス化したアジア経済をどう読み、どう生かすべきなのか － 

                     ㈱浜銀総合研究所    特任研究員   八木 正幸 

  ○現場からの報告 

               ㈱トウメイエンジニアリンアグ（インド）    社長    東明 裕 

             大協技研工業（株）（フイリピン）        常務   大山 純平 

２ 平成３０年度アジア進出支援関係予算の概要 

       経済産業省中小企業庁   海外展開支援室 専門官      宮尾 秀健 

 

第６６回 アジアビジネス探索セミナー 

日 時  ２０１８年３月２３日（金）１８：００－２０：００  

場 所   中央区八重洲 1－7－4  矢満登ビル ５F会議室    

ルノアール貸会議室 

１ 基調講演 

           グローバルニッチトップ企業が日本企業生き残りの鍵 

          － ものづくり勝ち残り企業１０００社に見るアジア戦略 － 

                経済産業省地域経済産業グループ  地域政策研究官 細谷 祐二 

２ ＡＳＥＡＮにおける自動車を中心とするアフターマーケットの現状と課題 

                    （合）アセアンプラスコンサルティング  代表  川崎 大輔  

 

２ アジアビジネス探索セミナー・地方セミナーの開催 

 

１）アジアビジネス探索セミナー・山形セミナー 

1日 時 平成 29年 4月 25日（火）   15.00～１８.00        

2場 所 山形市七日町 山形市七日町ワシントンホテル  会議  9階コスモス       

         懇親会 2階三十三間堂  

3  内容         

第一講 演題「これからのアセアン攻略について」        

  「アジアビジネスに日本企業はどう取り組むか」        

   ―わが社のアジアビジネス戦略－        

   タキオニッシユホールデングス㈱ 社長 鈴木敏夫 氏              

第二講 演題 「山形県における農業国際化の進展」        

      ―東北大震災以降の最近の状況についてー        

      (有)米シスト庄内  代表取締役 佐藤 彰一氏        
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報  告 山形県国際経済振興機構について             

 祝賀・懇親記念パーティ  （18.00～20.00） 

          

２）アジアビジネス探索セミナー・島根セミナー 

1 日 時 平成 29年１０月１３日（金）   午後 1４：00～１８.00        

2 場 所  松江テルサ  ４Ｆ会議室  （ 

３ 主催  ＮＰＯアジア起業家村推進機構     ㈱ブレインワークス   

４ 内容 

熱視線 ―――   島根から本格的なアジア展開始まる   

（１） 「日本企業アジア投資の最近の動向」       

ＮＰＯアジア起業家村推進機構  アジア経営戦略研究所長  増田 辰弘（遣島使）   

 （２） 「地方におけるアジア展開の現状と課題」        

                               ㈱ブレインワークス  社長  近藤 昇 

 （３） 「アジアビジネスに日本企が業はどう取り組むか」        

   ― わが社のアジアビジネス戦略 －        

                                小松電機産業㈱  社長 小松 昭夫  

（４）  「島根県のアジアビジネス支援政策について 

                   島根県商工労働部産業振興課    企画幹   三井 卓也 

 

３ アジア各国日本企業ビジネス状況調査 

 

１） カンボジア 

 平成 29 年 7 月 13 日から 7 月 19 日 

 北原国際病院（本格的な日本の病院におけるアウトバウンド事業） 

北九州市上下水道局（プノンペン水道公社などと連携してカンボジア国内で水道事業を推進） 

タマホーム（ホテル、サービスアパートメント事業を推進） 

特徴 

投資規制の比較的緩い同国の特性を生かし新しいビジネスへ挑戦するケースが多い。特に、北

原国際病院は我が国では初めての病院の進出で現地での評判も良く今後の新たな進出形態とし

て注目される。 

 

２）ベトナム 

平成 29 年９月 1２日から９月 1６日 

タンゴキャンディ（ベトナム国内でお菓子の製造、販売） 

ファッションクロスフルシマ（検査・検品業務） 

ロータスクリニック（現地日本人向け病院経営） 

サンフーズ（ミリンとウイスキーの製造と輸出） 

特徴 

 現在もっとも日本企業の動きが大きなベトナムでは、輸出関連、内需関連、ハイテク関連、労

働集約関連、サービス関連とラインアップが揃いつつある。ファッションクロスフルシマの様な

検査・検品会社が大量に中国から移転しポストの 1 角を占めている。    

 

３）タイ 

平成 29 年１２月 1４日から９月２1 日 

大協技研工業（自動車部品の製造、販売） 

サンフーズ（タイ国内での日本酒とウイスキーなどの製造と販売） 

ＧＬ（オートバイのファイナンス事業） 

中村茶舗（日本茶の販売） 

特徴 

市場が成熟化しつつあるタイでは国内内需向けの動きが著しい。中村茶舗などはその典型で、
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有名デパートの販売だけでなくバンコク市内で 3 つの支店を持ち、地下鉄の駅の売店でペット

ボトルでの販売もしている。 

 

４）ミャンマー 

平成３０年２月９日から２月１４けい日 

ティワラ工業団地（日系企業主導の工業団地 

王子製紙（製紙、オムツ、テッシュなどの製造、販売） 

クリタエイムデリカ（食品の製造、販売） 

小島衣料（婦人服、フォーマルウエアの製造、販売） 

ミャンマー・ジャポン（フリーペーパの発行、人材派遣業、不動産仲介業） 

ダウエー工業開発 

特徴 

 アウンサンスーチ氏の民主化政権で経済運営は心配されたが苦情は多いものの比較的順調に

推移している。人口も5000万人と多く、需要も旺盛であるだけに内需向けの進出が増えている。 

 

アジア経営戦略研究所事業計画（２０１８年度） 

１ アジアビジネス探索セミナーの開催 

第７３回５月 2３日（木）、第７４回７月 2６日（金）、第７５回９月 2０日（金）、第７６回１１

月 2２日（金）、第７７回１月 2７日（金）、第７８回３月 2０日（金）での開催を計画している。 

 

２ アジアビジネス探索セミナー・地方セミナーの開催 

 これまで、大阪、名古屋、徳島、山形、松江、札幌で開催してきており、残された地域の九州、北陸地

域での開催を計画している。 

 

３ アジア各国日本企業ビジネス状況調査 

ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア、韓国、中国各国の日本企業ビジネス状況調査を計

画している。 

 

４ 金型技術フォーラム 

 

 日 時    2018 年１０月中旬 

 場 所    大田区産業振興センター 

 内 容    アジア企業の追い上げを受けて日本の金型企業、ユーザー、指導機関の関係者

が一堂に会し日本の金型産業の強みと課題、今後の展望を話し合いを計画して

いる。 

 

 


