
あ
な
た
に
ぴ
っ
た
り
の

　
　
　
　パ
ー
ト
ナ
ー
が
見
つ
か
る

海外ビジネス相談会
in 東京ビッグサイトSWBS

18 19 20 10 177月 水 木 金
全日程

時～ 時

「SWBS海外ビジネス相談会」は海外展開を志す中小企業と海外展開支
援者のマッチングイベントです。海外展開に役立つセミナーや支援者への
相談を通じて、海外展開のヒントが1日で手に入ります。

ぴたっ

SWBSは、海外展開に意欲のある中小企
業の皆様と海外展開を支援している企
業・団体（SWBS登録企業）の出会いの場
をウェブとリアルイベントで提供します。

とは

ウェブサイトは国内最大級の海外ビジネス総合情報サイトです

海外展開志望の中小企業 海外展開を支援している企業 、どちらにもメリットがあります！

登録企業による
プレゼンテーションWebによる

登録企業の
サポート情報の

入手

リアルイベントWEB

中小企業との
マッチング・交流

action
条件を入力して検索！

海外展開志望の
中小企業様

と

海外展開を
支援している企業様

action
企業情報を登録！

海外展開に関する様々な
支援情報と出会えます！

海外展開を志す
中小企業と出会えます！

海外展開を支援している企業・
団体が発信しているその支援に
関する情報や国、自治体、公的
機関の助成金や施策情報を収
集できます！

得意分野や強み、PRポイントを
中小企業向けに効率よく発信で
きます！

会場  東京ビッグサイト西3・4ホール

https://swbs.smrj.go.jp/



受 付

中小機構　SWBSブースのご案内

中小機構のご紹介

４コマ漫画 「はじめての海外ビジネス」

ウェブサイトでも順次公開中

相談ブース

ミニセミナー会場

中小機構で提供している
海外展開に関する
様々な支援策をご案内します。

海外展開に挑戦する主人公を通じて、企業が海外展開
する際の注意点などを紹介しています。正しい情報を身
につけ、海外ビジネスの成功を目指しましょう！

各日10社ずつ、海外展開支援のエキスパートが
貴社のお悩み相談に応じます。
※支援企業一覧は2～4頁をご覧ください。

海外進出に役立つ情報発信セミナーを開催します。
地域別／進出状況別に、
海外ビジネスに役立つ情報をお届けします。
※登壇企業・団体は2～4頁をご覧ください。

【開始時間】 10：50～、13：00～、15：00～

■詳しくはWebへ
https://swbs.smrj.go.jp/event/20120/
ミニセミナーの後に各社のプレゼンテーションを実施します。

事前相談予約を承ります

中小機構

通 

路

通 路

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

❾

https://swbs.smrj.go.jp/comic/

■ ミニセミナー
10：50～ 13：00～ 15：00～

■ 相談ブース

アメリカ進出の実践的ポイント

特定非営利活動法人
国際社会貢献センター（ABIC）

❶欧州・米国全般、中国・香港・台湾などアジア全般
❷全業種対応

❶対象国　❷得意業種　❸支援概要  ❹プレゼン概要

株式会社ジェイビヨンド
代表取締役社長

海外ビジネス事始（ことはじめ） 全てのサービス業は
フランチャイズで世界を目指せ！

久門 哲雄
くもん てつお

株式会社ジェイシーズ
代表取締役 CEO

副島 暁啓
そえじま あきひろ

株式会社アセンティア・ホールディングス
代表取締役

土屋 晃
つち や あきら

海外進出するならアメリカへ、と考える方が多
いと思います。でもどうやって？ ―具体的事
例を交え進出のポイントをお伝えします。

❸海外進出支援、海外販路開拓支援はABICにおまかせ！150か国、35の
言語を操る2800名の会員による支援を提供します！
❹他の支援団体にはないABICの組織の特色、ABIC支援の魅力、具体的な支援

例の紹介などを説明します。

海外展開に関して、弊社に寄せられた様 な々ご
質問やご相談のなかから、キーとなる15項目ほ
どをご紹介し、解説いたします。

アメリカのサービス業がFCで世界を席巻して
いる。日本の食やサービスが世界中で求められ
ている今こそフランチャイズを学ぶ機会。

販路開拓 輸送・物流

販路開拓 輸送・物流

販路開拓 税務・会計

販路開拓 販路開拓

販路開拓 販路開拓

ユーピーエス・ジャパン株式会社

❶世界220ヶ国以上の国・地域
❷全業種対応
❸世界220以上の国や地域で小口貨物サービスをご提供。一般航空・海

上輸送サービスにも対応でき、国際貿易の円滑化をサポート。
❹海外展開を計画する皆様に、国際物流における課題等、輸出に関する

基礎知識をお伝えします。

TandemSprint, Inc.

❶アメリカ、英語圏
❷全業種対応
❸弊社は、御社の製品やサービスに興味のありそうな海外の企業を見つ

け、実際にアプローチして、商談の設定に挑戦します。
❹「海外でも売れる可能性があるか」「海外でも利益が出るか」は、事前に調べることができます。弊社が提供

する海外営業代行によって取引先候補を見つけてから海外進出を行った最新事例をご紹介します。

合同会社トロ

❶ASEAN、欧米
❷全業種対応/特に電気電子・精密機器に強い
❸集客力ある展示会ブース運営を、準備・本番・フォローの各段階で支援

します。2秒・3mで目を引く展示はできていますか？
❹集客力ある展示会ブース運営ができていますか？準備・本番・フォロー、

各段階のポイントを紹介します。

株式会社テリメリ

❶インド
❷全業種対応
❸インド専門の海外展開支援企業です。販路開拓はもちろん、インドでの

ビジネスのことなら、なんでもご相談ください。
❹近年急速に成長しているインドのECサイトの現状と、それらを活用する

弊社サービスについてお話します。

SSQQB株式会社

❶全世界（主に中国）
❷全業種対応/特に美容関連
❸92か国語対応、50種類の決済に対応したグローバルオンラインショッピ

ングプラットフォームwBuyBuyで始める海外販売
❹92か国語、50種類の決済に対応したwBuyBuyのご紹介、中国への進出

成功事例をお伝えします！

株式会社SIパートナーズ

❶中国、香港
❷全業種対応/特に販路開拓、物流に強い
❸弊社が取引している大手百貨店や越境EC各社への、戦略的な展開。ま

た物流全般含め、総括的なご支援をさせて頂きます。
❹中国展開の成功及び失敗事例、事前準備や心得ておくこと。ニューリ

テール政策の現状と今後の展望について

三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社

❶日本、タイ、マレーシア、中国、など
❷全業種対応／特に電子部品・バッテリー・家電に強い
❸国際物流・貿易・倉庫・輸送に関して、三井倉庫グループのグローバル

なネットワークを駆使して御社の海外展開をサポートします。
❹グローバル3PLコンサルティングとして海外進出を展開される企業に物

流ソリューションを提案します。

ワークシフト・ソリューションズ株式会社

❶アジアを中心に世界205ヶ国
❷全業種対応
❸アジアを中心に世界205ヶ国74,000人の海外在住者に販売代理店候

補のリストアップ、商談代理営業を依頼できます。
❹海外現地在住者に販売代理店候補企業リストアップや、該当企業との

商談アポ取り営業を依頼できます。

信達會計顧問有限公司
ST Corporate Services Co., Limited

❶香港、中国
❷全業種対応
❸法人登記および秘書、経理業務、行政書類作成、各事業ライセンス/ 

VISA取得のサポートを行っております。
❹香港での海外企業による法人設立と市場トレンド、法人税に関する今後

の見通し。

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

❾

プログラム　DAY 1 7月18日（水）
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■ ミニセミナー
10：50～ 13：00～ 15：00～

プログラム　DAY 2 7月19日（木）

■ 相談ブース

世界の学生の力を使った
海外進出について

（EDGE-NEXT採択校からの提案）

LISUTO株式会社

❶日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、その他　
❷小売業

❶対象国　❷得意業種　❸支援概要  ❹プレゼン概要

国立大学法人 北海道大学
人材育成本部 特任教授

WIPO GREEN（国際知的所有権機関による

環境技術移転を促進する仕組み）における
マッチメイキングプロジェクトのご紹介

海外に向けた
コンテンツマーケティング

飯田 良親
いいだ よしちか

一般社団法人 発明推進協会
主任研究員

諏訪 頼正
す　わ よりまさ

CROCO株式会社
ローカライズ・海外事業部  部長
エル・カジワラ-
エアリー

外国人博士課程留学生の活用に加え、世界15カ
国をつなぐフィンランド発のイノベーション創出基
盤DEMOLAによる事業創出の方法を紹介します。

❸LISUTO!は、国内外のモールに対応する多言語一括出品ツールです。AI
による自動化で、出品時の手間と時間を軽減します。
❹日本語で作成した商品情報を、各国マーケットプレイスの言語・仕様・通貨に自

動最適化して出品できます。

WIPO GREENで現在実施中の、ASEAN3か
国環境技術ニーズ調査／マッチメイキングプ
ロジェクトをご紹介します!

ただの直訳では、海外の方を不快にするかも!?
海外の文化や宗教を理解した、よりよいコンテ
ンツの制作方法をお伝えします。

越境EC 市場調査・現地調査

市場調査・現地調査

市場調査・現地調査

市場調査・現地調査 リスクマネジメント

市場調査・現地調査

市場調査・現地調査

販路開拓

販路開拓

レンタルオフィス

海外決済・送金

販路開拓

特定非営利活動法人NPOビジネスサポート

❶欧州域内国（含む英国）、中国、香港、東南アジア、インド
❷全業種に対応可能ですが、特に、環境/リサイクル、IT関連、アパレル、農業、製造業などに強み
❸中小企業診断士のコンサルタント集団です。診断士のノウハウを生かし

た海外戦略策定、調査、実施までトータル支援を行います。
❹海外経験豊富な診断士がコンサル機能をベースに、最適な海外戦略
（含インバウンド）、実施まで伴走支援します。

株式会社ニーズアーチ

❸海外展開前に国内で外国人の意見やアイデアが得られます。貴社サー
ビス/商品が本当に外国人に売れるのか、徹底検証致します。
❹外国人のニーズの汲み取り方、「誰に、何を、どうやって」を軸にした海外進出

前の事前調査の事例紹介など。

合同会社アセアンプラスコンサルティング

❸アセアンビジネス20年。進出のご支援だけでなく、アセアン人材を日本
企業にご紹介。アセアンとの真の架け橋を作ります。
❹これからはアセアン高度人材を活用したアセアン進出が主流になるのは

間違いない。最新の進出モデルを紹介!

株式会社Asia Plus

❸ベトナムを専門に年間100以上の調査を手がけるベトナム調査のプロ
フェッショナル集団です。消費者・企業調査とも実績豊富。
❹多くの調査から得た最新のベトナム市場情報、ベトナム人の琴線、ベトナ

ム市場攻略実例などを紹介します。

株式会社YellowLink

❸ミャンマー進出成功へのカギは進出支援パートナーとの出会いです！
   弊社は企業様とのご縁を大切に丁寧かつ明瞭にサポート致します
❹ミャンマー進出のメリット・デメリットや現地で得た最新の情報を元に今

後の可能性について情報提供致します

一般社団法人日中企業家聯合会

❶中国
❷全業種対応/食器・雑貨・インテリアなどが特に強い
❸中国の超富裕層へのプロモーション・テストマーケティング・販路開拓

を、当会だけの独自ルートで実現します！
❹完全にクローズドかつ巨大な中国富裕層コミュニティへ、日本の商品を販促

する具体的な方法をお伝えします！

株式会社ksnコーポレーション

❸弊社はドバイで自社製品の卸売や、日本洋菓子ブランドのショップ運営
をしています。実業の経験を踏まえ、皆様をご支援致します。
❹馴染みの薄い中東・アフリカ市場の現状と、日本企業にとってのビジネス

機会を解説します。

peem

❸弊所は、フランスにビジネスパートナーがいるという強みを活かし、「フラ
ンスへの有機食品および酒類の展開」の支援を致します。
❹世界第3位の市場シェアを持つフランスの有機市場（オーガニック）の魅

力をご紹介いたします。

株式会社UL Japan

❸海外展開時の製品安全、電波法などの法規制対応をサポート致しま
す！（認証取得、規制動向調査、申請代行などサービス有）
❹電気・電子機器の海外進出において必須となる製品安全と電波法認証

の概要をご紹介致します！

❶全世界（欧米、韓国、中国、東南アジア）ベトナムは現地支店もあり
❷全業種対応／特にMade in Japanの消費財、伝統工芸品、外国人向けのお土産などに強い

❶アセアン各国
❷全業種対応／特に自動車に強い

❶ベトナム
❷全業種対応。特に消費者調査に強み

❶ミャンマー
❷全業種対応／特にサービス業・製造業に強い

❶中東・アフリカ
❷全業種対応／特に食品に強い

❶フランス
❷有機食品（オーガニック）

❶世界各国
❷電気・電子機器

❶

❸

❺

❼

❾

❷

❹

❻

❽



独自ドメインサイトで始める
越境ECとオペレーションの
リアルについて

アリババ株式会社

❶全世界
❷全業種対応

株式会社BENLY 

海外進出成功のポイントは
「失敗事例」から学ぶことにあり

リアルとバーチャルの融合による
総合的な販売手法について

中瀬 浩之
なか せ     ひろゆき

サイエスト株式会社

小林 俊紀
こばやし とし き

INTLOOP株式会社
海外事業部 ディレクター

越智 正克
お    ち まさ かつ

世界シェアNo.1のECカートShopifyを使った
越境ECサイト制作と、オペレーションについ
てお話しします！

❸世界最大のBtoBサイト「Alibaba.com」に出展して、海外の取引先を開
拓したい中小企業をサポート致します。
❹Alibaba.comを活用した海外売上実現の方法やサービス、成果を出すためのポ

イント、成功事例を紹介します。

弊社の1000社を超える支援事例から海外進
出の失敗例をお話します。実際の事例を通じて
海外進出を成功させるポイントを伝授します！

アジアでは、今や店舗等のリアルだけでなく
WEB等のバーチャルを併用した販売が必要で
す。そのポイントを事例も交えご紹介します。

販路開拓

販路開拓 販路開拓

販路開拓

輸送・物流

販路開拓 翻訳・通訳

税務・会計

ジェイグラブ株式会社

❶米国、欧州、台湾、香港、中国、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、オーストラリア
❷全業種対応
❸海外ECモールeBay、Amazon出店からサイト制作まで越境ECの専門

家が支援。越境ECガイドを当日限定20社に進呈!
❹海外ECモールeBay、Amazon出店からサイト制作まで越境EC専門家が

教えます。越境ECハンドブックを20社に進呈！

ワールドファーストジャパン株式会社

❶米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、中国を含むアジア
❷全業種対応
❸海外のマーケットプレイスでご活躍されたい事業主様に安全で、リーズ

ナブルな売上げ回収のソリューションを提供します。
❹海外での売上げを現地で回収する簡単な方法をお話します。

TKC全国会海外展開支援研究会

❶アジア諸国全般
❷全業種対応
❸海外進出や越境ＥＣにあたって税務や会計は忘れがちですが、重要な

検討事項です。税理士による支援をご活用ください。
❹海外に進出した場合、タイムリーな業績管理、ミス・不正のない経理体

制が重要です。事例等ご紹介します。

Go Asia Offices Japan

❸日本で唯一のサービスオフィス専門家として、アジアでのオフィス探しに
関して、情報提供～契約までワンストップで支援いたします
❹アジア主要都市での賃貸オフィス契約の盲点と知られていないサービ

スオフィスの利用法を比較解説いたします

株式会社アークビジネスサーチ×パクセー・ジャパン
日系中小企業専用経済特区 開発株式会社

❸ラオスの南部、パクセーにおいて開発運営しているパクセー・ジャパン日
系中小企業専用経済特区のご案内。
❹当経済特区が、日系の中小企業にとって、ラオスの低廉な賃金メリットを確実に享受してもらいなが

ら安心して進出し、操業できる場所であること、そのためのサービスや支援も準備していること、本格
的な進出の前にお試しで操業したい企業や初期の投資を抑えたい企業へのレンタル工場の提供

株式会社ピーク・ワン

❸欧米、アジア各国における企業プロモーション活動、メッセージ・クリエ
イティブ戦略をグローバルな視点でサポートします。
❹外国人に受け入れられるデザイン、メッセージ表現や円滑なコミュニケー

ション手法について説明します。

株式会社マハナコーポレーション

❸英語、中国語、その他外国語でのホームページを、単なる翻訳ではなく
現地の文化やネット事情も考慮して作成します。
❹外国語ホームページ作成における、よくある間違いと成功例を合わせて

紹介します。

海外ＰＲ戦略研究所

❸日本唯一、中堅中小企業の海外ＰＲに特化した支援機関。米テレビ局、
新聞社、ウェブメディアから取材される手法をご提供します。
❹中小企業が一般的なＰＲを行っても取材される確率は低く、中小企業が

勝てる独自のＰＲ手法をお伝えします。

株式会社huddle

❸URLをいれるだけ！簡単0分導入でWEBサイトを多言語化。最短で世界
市場へアプローチできます。ブースにて無料デモ実施中。
❹８割のサイトが間違っている!? 海外から集客をするために最適なサイト

構築方法のポイントをご紹介します。

グローバルビジネスソリューション部
部長代表取締役

❶ラオス　❷初期の投資を抑えたい企業へのレンタル工場の提供❶アジア全域主要都市：中国、香港、韓国、台湾、ASEAN9か国、インド、オーストラリア、ニュージーランド
❷全業種対応／多国籍、大手企業から起業家まで（1名から100名規模オフィスまで対応）

❶アメリカ、フランス、シンガポール、香港、ベトナム
❷ IT、医療、金融、コンサルティングファーム、旅行、食品他

❶米国、中国、アジア、欧州などすべて
❷全業種対応／製造業、先端技術、医療、化学、学術などの実績も豊富です。

❶米国
❷食品業界/その他、B to C 企業

❶全世界
❷全業種対応／観光・メーカーで多数の成果

■ ミニセミナー
10：50～ 13：00～ 15：00～

■ 相談ブース ❶対象国　❷得意業種　❸支援概要  ❹プレゼン概要

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

❾

プログラム　DAY 3 7月20日（金）
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■ ミニセミナー
10：50～ 13：00～ 15：00～

プログラム　DAY 2 7月19日（木）

■ 相談ブース

世界の学生の力を使った
海外進出について

（EDGE-NEXT採択校からの提案）

LISUTO株式会社

❶日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、その他　
❷小売業

❶対象国　❷得意業種　❸支援概要  ❹プレゼン概要

国立大学法人 北海道大学
人材育成本部 特任教授

WIPO GREEN（国際知的所有権機関による

環境技術移転を促進する仕組み）における
マッチメイキングプロジェクトのご紹介

海外に向けた
コンテンツマーケティング

飯田 良親
いいだ よしちか

一般社団法人 発明推進協会
主任研究員

諏訪 頼正
す　わ よりまさ

CROCO株式会社
ローカライズ・海外事業部  部長
エル・カジワラ-
エアリー

外国人博士課程留学生の活用に加え、世界15カ
国をつなぐフィンランド発のイノベーション創出基
盤DEMOLAによる事業創出の方法を紹介します。

❸LISUTO!は、国内外のモールに対応する多言語一括出品ツールです。AI
による自動化で、出品時の手間と時間を軽減します。
❹日本語で作成した商品情報を、各国マーケットプレイスの言語・仕様・通貨に自

動最適化して出品できます。

WIPO GREENで現在実施中の、ASEAN3か
国環境技術ニーズ調査／マッチメイキングプ
ロジェクトをご紹介します!

ただの直訳では、海外の方を不快にするかも!?
海外の文化や宗教を理解した、よりよいコンテ
ンツの制作方法をお伝えします。

越境EC 市場調査・現地調査

市場調査・現地調査

市場調査・現地調査

市場調査・現地調査 リスクマネジメント

市場調査・現地調査

市場調査・現地調査

販路開拓

販路開拓

レンタルオフィス

海外決済・送金

販路開拓

特定非営利活動法人NPOビジネスサポート

❶欧州域内国（含む英国）、中国、香港、東南アジア、インド
❷全業種に対応可能ですが、特に、環境/リサイクル、IT関連、アパレル、農業、製造業などに強み
❸中小企業診断士のコンサルタント集団です。診断士のノウハウを生かし
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❹海外経験豊富な診断士がコンサル機能をベースに、最適な海外戦略
（含インバウンド）、実施まで伴走支援します。

株式会社ニーズアーチ

❸海外展開前に国内で外国人の意見やアイデアが得られます。貴社サー
ビス/商品が本当に外国人に売れるのか、徹底検証致します。
❹外国人のニーズの汲み取り方、「誰に、何を、どうやって」を軸にした海外進出

前の事前調査の事例紹介など。

合同会社アセアンプラスコンサルティング

❸アセアンビジネス20年。進出のご支援だけでなく、アセアン人材を日本
企業にご紹介。アセアンとの真の架け橋を作ります。
❹これからはアセアン高度人材を活用したアセアン進出が主流になるのは

間違いない。最新の進出モデルを紹介!

株式会社Asia Plus

❸ベトナムを専門に年間100以上の調査を手がけるベトナム調査のプロ
フェッショナル集団です。消費者・企業調査とも実績豊富。
❹多くの調査から得た最新のベトナム市場情報、ベトナム人の琴線、ベトナ

ム市場攻略実例などを紹介します。

株式会社YellowLink

❸ミャンマー進出成功へのカギは進出支援パートナーとの出会いです！
   弊社は企業様とのご縁を大切に丁寧かつ明瞭にサポート致します
❹ミャンマー進出のメリット・デメリットや現地で得た最新の情報を元に今

後の可能性について情報提供致します

一般社団法人日中企業家聯合会

❶中国
❷全業種対応/食器・雑貨・インテリアなどが特に強い
❸中国の超富裕層へのプロモーション・テストマーケティング・販路開拓

を、当会だけの独自ルートで実現します！
❹完全にクローズドかつ巨大な中国富裕層コミュニティへ、日本の商品を販促

する具体的な方法をお伝えします！

株式会社ksnコーポレーション

❸弊社はドバイで自社製品の卸売や、日本洋菓子ブランドのショップ運営
をしています。実業の経験を踏まえ、皆様をご支援致します。
❹馴染みの薄い中東・アフリカ市場の現状と、日本企業にとってのビジネス

機会を解説します。

peem

❸弊所は、フランスにビジネスパートナーがいるという強みを活かし、「フラ
ンスへの有機食品および酒類の展開」の支援を致します。
❹世界第3位の市場シェアを持つフランスの有機市場（オーガニック）の魅

力をご紹介いたします。

株式会社UL Japan

❸海外展開時の製品安全、電波法などの法規制対応をサポート致しま
す！（認証取得、規制動向調査、申請代行などサービス有）
❹電気・電子機器の海外進出において必須となる製品安全と電波法認証

の概要をご紹介致します！

❶全世界（欧米、韓国、中国、東南アジア）ベトナムは現地支店もあり
❷全業種対応／特にMade in Japanの消費財、伝統工芸品、外国人向けのお土産などに強い

❶アセアン各国
❷全業種対応／特に自動車に強い

❶ベトナム
❷全業種対応。特に消費者調査に強み

❶ミャンマー
❷全業種対応／特にサービス業・製造業に強い

❶中東・アフリカ
❷全業種対応／特に食品に強い
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❶世界各国
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❶ラオス　❷初期の投資を抑えたい企業へのレンタル工場の提供❶アジア全域主要都市：中国、香港、韓国、台湾、ASEAN9か国、インド、オーストラリア、ニュージーランド
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■ ミニセミナー
10：50～ 13：00～ 15：00～

■ 相談ブース ❶対象国　❷得意業種　❸支援概要  ❹プレゼン概要

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

❾

プログラム　DAY 3 7月20日（金）



中小機構

販路開拓・海外展開支援のご案内

事例セミナー受講後、中小機構ＳＷＢSブースにご来場いただいた方に、海外ビジ
ネスのノウハウがつまった冊子『はじめての海外ビジネス』を進呈いたします！

5 6

ジェグテックは、日本の中小企業と国内外の企業をつなぐビジネスマッチングサイトです。
国内外との技術提携や販売提携などの事業展開を目指す企業の登録をお勧めします。

「新価値創造展2018」は、中小企業が自ら開発した製品・技術・サービスを展示・紹介し、新しいアイデアや技術を求める大
企業・中堅企業等との連携構築、共創、ビジネスマッチングを目指す展示会です。自社の強み、魅力を「新価値創造展
2018」で発信し、さまざまな可能性とつながることで新しい価値を創造しませんか？

海外投資、輸出入や海外企業への委託生産など、海外ビジネスに悩みを持つ
中小企業に対し、豊富な実務知識・経験・ノウハウを持つ海外ビジネスの専門
家が、アドバイスをします。全国各地への出張アドバイス、海外現地でのアドバ
イス、メールや電話等でのアドバイスも実施しています。

❶海外企業のCEOと経営者同士で話せる（全席同時通訳を配置。参加費無料）
❷事前のリサーチで実りあるマッチングを実現（申込時に商談希望企業を指名可能）
❸海外展開の専門家がバックアップ（海外企業との商談ノウハウをアドバイス）

（第14回 中小企業総合展）

国際化支援アドバイス

海外展開を目指す日本の中小企業経営者と、日本企業との連携を希望する海外企業経営者（CEO）をマッチング
する商談会を実施しています。国内にいながら、信頼のおける海外ローカルパートナー企業と出会う機会を提供
します。

【商談分野】輸送機器、電子電気機器、金型、航空機部品、医療機器、食品加工　等
※海外の政府機関などと、海外企業の推薦で連携して運営しています。

海外企業CEOとの商談会

東京ビッグサイト  東2・3ホール

開催期間

11月14日（水）～16日（金）

新価値創造展2018のテーマ・出展カテゴリー
【産業・技術】 生産技術、新素材、IoT、ロボット
【健康・福祉】 健康、予防、医療、介護
【環境・社会】 環境、防災、社会・地域課題

「信頼できる企業」が
登録されている
マッチングサイト

❶ イベント等と連携した
ビジネスマッチングの
機会を提供

❸中小機構の
コーディネータが
マッチングを
サポート

❷

何度
でも 無料

https://jgoodtech.jp/詳しくは

https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/navi/詳しくは

海外進出企業による事例セミナー

ヘアカット専門店「QBハウス」の挑戦
～国境を超えて体幹を鍛える～

実際に海外進出を果たしている企業から、海外展開に至った経緯や成功・失敗談などをお話いただきます。自社の海外展開イメージ
を膨らませるきっかけになるセミナーです。

QBハウスは“日本初のヘアカット専門店”として誕生、現在では国内で530店舗、海
外も2002年のシンガポールから始まり、香港、台湾、米国で計120店舗展開してい
ます。一方、海外で“サービスを販売”する挑戦の過程で「知財」「人」といった面で日
本では考えられない失敗も経験。その奮闘と挽回劇についてお話いたします。 

15年前に初めて海外（中国）進出を果たして以来、約10の国・地域に展開してき
ました。スマホの普及、SNSの普及、インバウンドの波、越境ECの流れ、AIの活用
など、キーワードからポイントを押さえ、海外展開の今後の方向性を探ります。

18日
10：00～

10：40

12：00～
12：40

12：00～
12：40

海外展開方法の移り変わりとポイント 

 株式会社アドウェイズ クロスバウンドビジネスグループ 本部長　清水 洋一 氏

中小企業の海外進出時における
市場リサーチなどの注意点と弊社マスクの海外戦略

キュービーネットホールディングス株式会社　代表取締役社長　北野 泰男 氏

セミナー会場C

セミナー会場C

セミナー会場 F

弊社は自社の得意技術であるメッシュフィルターを用いた洗える高性能マスクを製
造販売し、フィギュアスケートの羽生選手も愛用しています。現在は大手スポーツ
メーカーとコラボマスクを開発したり著名な方 か々らも人気がある事から海外にも進
出していますが、その際の注意点とリサーチの大切さについて講和させて頂きます。

株式会社くればぁ 代表取締役社長　中河原 毅 氏

当セミナーはイベント主催者のサイトからお申込ください。
https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2018y0718gbw/index.html

19日

20日
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海外ビジネス相談会
in 東京ビッグサイトSWBS

18 19 20 10 177月 水 木 金
全日程

時～ 時

「SWBS海外ビジネス相談会」は海外展開を志す中小企業と海外展開支
援者のマッチングイベントです。海外展開に役立つセミナーや支援者への
相談を通じて、海外展開のヒントが1日で手に入ります。

ぴたっ

SWBSは、海外展開に意欲のある中小企
業の皆様と海外展開を支援している企
業・団体（SWBS登録企業）の出会いの場
をウェブとリアルイベントで提供します。

とは

ウェブサイトは国内最大級の海外ビジネス総合情報サイトです

海外展開志望の中小企業 海外展開を支援している企業 、どちらにもメリットがあります！

登録企業による
プレゼンテーションWebによる

登録企業の
サポート情報の

入手

リアルイベントWEB

中小企業との
マッチング・交流

action
条件を入力して検索！

海外展開志望の
中小企業様

と

海外展開を
支援している企業様

action
企業情報を登録！

海外展開に関する様々な
支援情報と出会えます！

海外展開を志す
中小企業と出会えます！

海外展開を支援している企業・
団体が発信しているその支援に
関する情報や国、自治体、公的
機関の助成金や施策情報を収
集できます！

得意分野や強み、PRポイントを
中小企業向けに効率よく発信で
きます！

会場  東京ビッグサイト西3・4ホール

https://swbs.smrj.go.jp/


