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    株式会社オズミック 

   代表取締役 大 倉 節 子 

 

                                                                           
2011年 7 月 3日 ― 7月 13日 

マニラ、ジャカルタ＆クアラルンプール 

業  務  報  告  書 

 

 今回の派遣の目的は： 

     １．2011年 9 月 20日～9月 27日に、日本アセアンセンターで開催  

     予定の「ASEANファションアクセサリー&ギフト展示商談会」 

     ２．2011 年 9 月 28 日～9 月 29 日に、マイドームおおさかに 
     おいて開催予定の［第 46 回大阪インターナショナルギフトショー 
     秋２０１１」 
 
 上記 2 会場での展示商談会への出展企業及び出品物の選定補助並びに製品改

良のための助言が中心であった。 3 ヵ国とも現地の輸出促進機関を訪問し、責

任者及び担当者と日本のマーケットの現状等につき説明及び話合いをし、企業

訪問をするというスケジュールである。以下国別に企業訪問と現地マーケット

に関しての所感を報告したい。 
 

 フィリピンの輸出促進機関である CITEM を訪問しミーティングを持った。 
マニラ･フィリピン 

日本のマーケットの現状については、ビジネスの現場に居るものとして４月、

５月の売上は極端に悪かったが、これは明らかに東日本大震災と福島の原発の

影響であると感じられた事。６月に入ってからは売上も徐々に回復しているの

で、９月の展示商談会の時期には、バイヤー達の気分も積極姿勢に転じている

ことを期待していると説明した。 
 また、フィリピン最大の輸出市場は米国であるためか、今までの私の経験か

ら推察すると、フィリピンの企業は日本との取り組みにあまり積極的でないよ

うに見受けられことを説明。確かに米国に比べ日本の消費者は一般に品質の高

い商品を望み、バイヤーは多品種少量の買付け傾向にある点は否めない。 
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 しかし昨今では、例えばベトナムの

企業などは、日本のマーケットは難し

いが、日本で売れる商品を製造すれば、

必ず他国に通用するので努力の甲斐が

あると言う人々が増えている。今回こ

のような姿勢に共感する、より多くの

フィリピンの企業と面談できることを

期待しているとお話しした。その後

CITEM のオフィス内に特設された今

回の候補企業のサンプルを集めたミニ展示会場へ移動した。以前に送られたリ

ストには１１社の名前が挙げられていたが、サンプルが展示されていたのは７

社のみで、そのうちオフィスがマニラ近郊にあり、訪問できるのは３社のみと

のことであった。 
 
３社のうち段突に優れていたのは「Craft Mill」」であった。ﾃﾞｽｸ周辺と収納箱

に特化した商品群。そのデザインも、製品の仕上がりもクオリティーが高く、

ASEAN 諸国の競合メーカーの中でも１-２位を争うと思う。過去にマニラと東

京のギフト・ショーで女性オーナーには

面識があり、商品も見ているが、ショー

ルームを訪問したのは始めてであった。

マニラ郊外の広大な敷地に、住居、ショ

ールーム、そして１００人余が働く工場

を併設している。 実際に商品の全容を

見ると、あらためてアバカやラフィアな

どフィリピンの主要な天然素材を良く網

羅しているのが解る。又最近では新聞紙

をリサイクルして新しい素材としてライ

ンに加えているなど、新しい試みもしている点を高く評価したい。 
 
 ２位にランキングした「Miles Ahead Corporation」。 こちらも郊外に大

きなショールームと工房を併設している。オーナーが大変オープンで魅力的な

キャラクターで、商品を見る限りクリエイティヴな人材と観察した。金属を使

った、職人の手仕事によるキャンドルホルダー、鏡などのデコラティヴなホー

ムデﾞコーを製造している。アンビアンテなどにも出品しているとのこと。欧米

のマーケットにも受け入れられる水準を備えている。日本市場にはサイズが大

きすぎる点を説明したところ、東京ギフト・ショーに参加した経験があり、今
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回も日本行きを熱望しているので、この点は注意するとのことであった。 

 
               

３位に推薦した「Alice Blue Candle」は、米国育ちの中年の男性が興した企業。

ソイワックス（大豆油）のキャンドルに、各々２

３種類の香りを配合した製品。 形状もキャンド

ル、ガラス容器、陶器などあり、コレクションと

しては小さいながら充実している。非常に解りや

すい一枚の商品説明書を日本語、英語の２種類用

意しているのが、良いマーケッティング手法と感

じた。 
私自身はアロマ市場にあまり詳しくないが、通常

のパラフィンワックスのキャンドルに比べ、ソイ

ワックスは再生可能で成分解性が高いため、環境

に優しく燃焼時間も長いとのこと。特に３．１１

以来、食事時など照明をキャンドルにして省エネ

ルギー効果を考える人々も増えているので、市場性のある商品であると考える。 
 
 訪問企業が３社のみであったため、マーケットリサーチの時間がとれマニラ

市場を良く観察することが出来た。ハイエンドの Green Belt には相変わらず

外国ブランドと国内の高級ブランドが軒を並べ、丁度お昼時だったので有名な

フィリピン家庭料理屋を含め店舗は大変賑わっていた。今回初めて新しい開発

地域「Global City」も見学した。かつて軍事関係の基地だったという広大な敷

地に、ショッピング・モール、ハイテクオフィス、アパートメントが立ち並ぶ

Complex で、夜１０時ごろでも若者で賑わっていた。その他のショッピング・

モールも大変な活気で、現地の内需がいかに盛んかを物語っているようだ。フ

ィリピンでは英語が日常語のように使われているため、マニラにコール・セン

ターを置く国際企業も多くあると聞く。それは国内の雇用を多く生み出してい
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るであろうし、マニラの好景気に寄与しているに違いない。 
  

 ２００８年以来、３年振りのジャカルタ。中心街の建物は益々高く、街路樹

は良く整備され、ASEAN の大国であるインドネシアの貫禄を感じさせる。 但

し交通渋滞はまったく改良されず、むしろ悪化しているように思う。地下鉄な

どの公共交通手段は常に国のプロジェクトの第一に挙げられているが、常にア

イデアに終わっていると聞く。 

ジャカルタ・インドネシア 

 しかし街中に緑が増え、生き生きしていると感想を述べたところ、それは国

が「Go Green」キャンペーンを展開中だからとの説明であった。 特に官庁街

はそれが顕著なので、かなり国威発揚を意識しているのかなとも感じられた。 
 
 前回のインドネシア訪問でも感じたが、貿易省のスタンスはとても積極的で

日本アセアンセンターでの展示商談会のために大変多くの企業をリストに挙げ

てくれている。今回もフィリピンと比べて特に感じるのかもしれないが、面談

した企業は１２社に及び、ジャカルタ以外のバリやバンドンから来てくれた企

業も多かった。皆日本のマーケットに強い興味を抱いていて、国全体が親日的

であることが大きく影響しているように感じられた。 

   

  今回特に感じた点は、３年前と比べて企業が若返り、企業家精神を持ったオ

ーナー達が増えたことである。以前は天然素材を伝統的な手法で編んだバスケ

ットや、バティックのサロンやスカーフなど、おみやげ屋的な商品が多かった

が、今回は数年前に設立された、小さくて若い企業が多かったせいか、伝統的

なモチーフや技術を使いながらも、現代的な表現手段を使って、新しい商品を

生み出していた。短時間ではあったがマーケットを見る機会も与えられた。ハ

イエンドの小売店、Alun Alun では、ジョグジャカルタやソロの伝統的バティ

ックから、リサイクルの素材を使ったバッグやお財布などのファッション・ア
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イテムまで、幅広く扱っていて、インドネシアのローカルマーケットの現状を

垣間見ることが出来た。 
 
 １位に推薦した「Papiruska Indonesia」は国際感覚を持った姉妹が生み出す

ステーショナリーのコレクション。伝統的なバティック柄を何処まで現代の日

常的な文具に生かせるか、先が楽しみな企業である。 

     
 ２位にランキングした「La Spina」は、こちらもまたバティック布をごく日

常的なフットウエアに展開している。オーナーの女性は外国企業に長く在籍し

た経験があるためか、ファッションの感覚に優れ、同時に手作り感のある製品

をラインアップしている。カタログも洒落ていて新しいタイプのインドネシア

企業である。 
 

３番目の「Chameo Couture」もまたバ

ティック柄をモチーフにしている。こち

らはリゾート家具に使う HDPE と呼ぶ

人造の藤素材をバティックと組み合わ

せたバッグのコレクション。夫人がデザ

インし、米国留学経験のあるご主人が経

営を担当している。急成長を嫌い、全て

自家工場で、環境に配慮した経営を目指

しているとのこと。こちらもインドネシ

アのニュージェネレーションを代表するような企業で興味深かった。 
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 上記３社は結果として、全て伝統のバティックを土台に、従来のサロンやス

カーフではない、現代の生活に密着した製品を展開する企業であった。幸いに

インドネシアの今を伝える人々に出会えたと感じている。 
 

 日本の紀伊国屋書店もテナントとして入っている、ツインタワー一階のショ

ッピングセンター、KLCC/Kuala Lumpur City Centre は日曜日のため家族ず

れなどで大変な賑わいであった。とても印象的だったのは、アラブの人々が、

家族で休暇を過ごしている姿であった。女性は皆、目を除く全身を黒の民族衣

装で包んでいる。ラマダンに入る 7 月は彼等にとって休暇の季節で、同じイス

ラム教を奉じるマレーシアが居心地の良い最良の避暑地なのだそうだ。マレー

シアにとっても大きな観光収入となっているとのことであった。MATRADE の

貿易サービス促進部ライフスタイル担当部長とのミーティングでは、前任地の

パリで今年 9 月恒例のパリ・トレードショーの一つ「Who’s Next」にマレーシ

アのブースを設け、若手の企業を数社参加させるとのこと。新任部長の大変積

極的な姿勢が印象的であった。 

クアラルンプール：マレーシア 

    
 今回の企業訪問は 8 社。テキスタイル関連 3 社。ピューター2 社。伝統工芸の

ジュエリー1 社。陶器 1 社。それにビジネス・トラベル用バッグ 1 社。 
 最初に訪問したのはテキスタイル関連の Habibah Enterprise。その創設者ハ

ビバはマレーシアの代表的伝統工芸、ソンケットの第一人者。15 年ほど前、消

滅しつつあったマレー半島、東海岸のコテージ・インダストリーを、現在のハ

イエンド・マーケットに向けたソンケットとして生きかえらせたパイオニアと

のこと。当時のマハティール首相のお墨付きで、外国政府や高官への贈り物と

して、又自国の政府高官やアッパークラスの人々が着用する晴れ着として世に

送り出している。MATRADE 担当者も是非日本に紹介したいとの強い要望であ

ったが、ソンケットは民族衣装であり、そのまま日本国内マーケットでの販売
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は難しい。加工するにしても、一着の値段が５００~１６,０００リンギ、日本円

にして￥１５，０００～４８０，０００で製作に 3 ヵ月近く掛かるのでは、日

本の 100 万円に近い西陣の帯や友禅を、ギフト・ショーで紹介するのと等しい。 
 そのかわり、最上級のソンケットをマレーシアの美術工芸品としてギャラリ

ー等で展覧会を開催して、マレーシアの国のイメージを紹介する手段として活

用すべきであると考える。幸いにモダンなモティーフのバティックを、工房で

製作している若い女性デザイナー/オーナーのグループ、CLIFF INK に出会っ

たのでそちらを推薦した。 

 
 ピューターやジュエリーもマレーシアの伝統工芸品であるので推薦したいと

思ったが、双方とも伝統工芸品としての歴史があるため、国や大企業の記念品

としての特注品製造の傾向が強く、一般のギフト商品として売れる物が少ない。 

大変高度な技術を持つ企業達なので、彼らには外国に売れる商品を企画するデ

ザイナーを雇うべきであると進言した。 
  
 蛇足になるかもしれないが、2004 年にアレーシアを訪問した際の、所感の一

部をここに加えたい。この 7 年間のマレーシアの輸出促進ポリシーの変化には

大変興味を覚えるので。 
 2004 年のマレーシア訪問の目的は［マレーシア伝統工芸品の対日輸出実現及

び拡大に向けたフィージビリティー調査］であり、サラワクとサバをも含む 6
州を実働 10 日で回るという強行軍。この企画の背景にはマレーシアの人口の

50%以上を占めるマレー人が主に従事する伝統工芸品・ハンディークラフトを

何とか輸出企業に育て、その活動の中から企業家精神を持ったマレー人の人材

を育てたい、という国としての方針が有るように見受けられた。  
 実際には竹や藤などの天然素材を使った製品は、デザイン、仕上げ、価格、

どの点を見ても日本市場に溢れている ASEAN 他国の製品との競合は不可能に
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近いと観察した。但しソンケットや銀製品などはデザインと価格を日本市場に

向けて改良すれば可能性は大きい。いずれにしろマーケティングが必須である

から、マレーシアと言う国をより多くの日本人に知ってもらうために先ず国の

イメージを発信し、観光事業を促進し、その後製品を売り込む戦略をとるべき

であるとの報告書を提出した記憶がある。 
 
 今回訪問した陶器やカジュアルバッグは、特にマレーシアで無くともいずれ

の国にも存在するジャンルであり、それだけに国外に打って出るにはデザイン

や価格の面で国際的水準に足していなければならない。そのためには若干の改

良が必要とは思うが、来日し、東京・大阪で自分達でマーケットを見て学んで

欲しいと思い推薦した。 

    
 今回訪問した 3 ヵ国は ASEAN 諸国のいわば先進国。 国内の経済的成長を

背景に今までの伝統的産品の輸出から一歩前進して、自らが国際的水準の目線

で新しい商品企画に挑戦する意気込みを感じた。これも ASEAN 諸国発展の現

れとして、非常に喜ばしい現象だと思う。 
                                 以上 
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