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自己紹介 

名前：村松 賢志（むらまつさとし） 
(父親：村松 成豊、ラオス名：Hom Songpadith) 
年齢：38 歳 
生まれ：日本生まれ東京育ち 
学歴： 
California State University Long Beach, 
Computer Science Major 卒業 (2006 年) 
国立台湾師範大学中国語科修了（2007 年） 
法政大学大学院イノベーションマネジメント学科 
イノベーションマネジメント専攻卒業（MBA)（2015 年） 
 

 

 

 

まず始めに、私自身の紹介をする前に私がラオスと深い縁があることについて触れさせて

ください。 

 

私の父親はラオス生まれです。幼少期に父親を亡くし、母親と 4人の兄弟の世話をしなが

らラオスで苦労した時代を過ごしました。縁あって、1969年に日本へ自費留学することが

でき、毎日アルバイトをしながら勉学に励む毎日を過ごしていました。そんな折、私の母

親（日本人）と知り合い、その後に長男・次男（私）・三男が生まれました。 

 

私が育った環境は、父親が持つラオス文化、そして母親が持つ日本の文化が混ざり合っ

た、とても異色なものでした。父親の元にラオス友人・後輩が訪ねてくれば、ラオス語が

飛び交う環境があり、その景色を見ながら私は育ってきました。 

 

そんな折、父親は東南アジア食材の輸入卸ビジネスを立ち上げ、私は小学校時代よりビジ

ネスに勤しむ父親の背中を見てきました。私は、世界の見聞を広めるため、大学はアメリ

カへ留学し、中国語の重要性を感じ、社会人になる前に台湾へ 1年間の語学留学をしまし

た。アメリカの地では、アメリカ生まれのアジア友人と交流を持ち、アイデンティティと

いうものに深く考えさせられる経験をしました。そして、様々な言語の友人とつながった

ことで、自分がやるべき課題が更に拡がったように感じました。 

 

結果として、日本語、英語、中国語を身に着け、日本に帰国し、父親の会社で働くことに

なりました。東南アジアとの繋がりを次世代でも維持し、将来的に会社を存続させるため

に、中小企業診断士の資格取得に至りました。 
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診断士資格の取得に至る過程で、法政大学ビジネススクールにて MBAも取得しました。そ

こでは、もっと広い視野でビジネスを創造できる人間を輩出しようというプログラムがあ

りました。そのプログラムに、私の生い立ち、海外で得た経験、アイデンティティを踏ま

えて考えたところ、１つの答えが見つかりました。 

 

父親が苦労してラオスから日本へ、次世代のために強固な基盤を作り、私がその上で育っ

たのであれば、今度は私が日本やアメリカで得た経験でラオスへ恩返しをするつもりで

す。まずはラオス発展の為に活用し、ともに共存共栄できるような活動をしたいと考えて

おります。診断士と MBAを取得してから様々な方にお会いしましたが、私はいつもこの活

動の根幹である「ラオスと日本の懸け橋プロジェクト」のことを、時間が許す限り触れて

います。 

 

以上のような背景のもと現在に至り、アセアンセンター及び JETRO 様から本日のご機会を

頂きました。ご清聴頂く皆様に自分自身のことを認識して頂き、明日から新しいモノの発見、

コトの実行へ足を踏み出せればと考えております。 

 
2017 年 6 月吉日 

村松 賢志 
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1 日本法人：寮都産業株式会社 (Lieu Tou Industry Co., Ltd) 

1.1 東南アジアと関連性のあるビジネス 
寮都産業株式会社は 1979 年に設立以来、東南アジ

アと常に関係を持ちながらビジネス展開をしてきまし

た。設立当時は、日本から車輌関係や建築機械などの重

機の輸出をしており、会社を安定させるための資本基

盤の作り上げに成功しました。 
 車輌関連の輸出ビジネスにある程度の目途が見え始

めた頃、次は東南アジアの食材にターゲットを絞りま

した。当時 1980 年代初頭では「エスニック料理」とい

う言葉は皆無に等しい状況でした。そのような環境下

において、魚を発酵させて作られる魚醤「ナンプラー」

の日本国内への輸入をスタートしました。ナンプラー

そのものが、ほぼ日本国内では認識されていなかった

時代から、現在ここまで普及された経緯を振り返れば、

日本国内のナンプラー認知の功労者と言えます。 
 エスニック料理の人気が爆発的に出た背景として、皇太子殿下の弟・秋篠宮殿下様がタイ

にてナマズの研究をすることがメディアに取り上げられたことが挙げられます。タイを始

め東南アジア文化が日本人にも触れられる機会も増え、大きな転換期になったと考えられ

ます。 
 そして、1980 年当時片手で数えられる程度の東南アジアレストランの数が、現在では約

400 店舗を超える数まで増えました。弊社は、主に関東近郊のレストランをターゲットに絞

り、食材の輸入卸販売を維持しながら現在に至ります。 
 

1.2 ラオスから現地商品輸入卸 
東南アジア食材輸入卸販売でビジネスが安定した頃、次の新しい商材を求めラオス国

内の商品に目をつけました。寮都産業の社長が生まれ育ったラオス国内にてビールシェア

99％を誇る地ビール「ビアラオ」と初めて触れ合った瞬間でした。2002 年当時、わずか 500
ケースほどの輸入量から、日本国内にて徐々に拡販していき、2017 年では 6000-7000 ケー

スの年間輸入量まで増やすことができました。 
輸入量増加の背景として、2005 年の名古屋で開催された「愛・地球博」ラオスパビリオン

での販売、毎年 5 月代々木公園にて開催される「ラオスフェスティバル」が挙げられます。

その他にも、以前と比べてメディア等でラオスが取り上げられる機会が増えたことも考え

られます。 
私たちが「ビアラオ」を販売する意義は、「ビールが好きな日本人にビアラオを飲んでもら

えれば、より多くのヒトにラオスを知ってもらうことができる」、そして「ビールを入口に

楽しみながら、ラオス文化へ興味をもってもらうことができる」ことです。ビール販売がラ

オス貢献に繋がることが、まさに「ラオスと日本の架け橋」のモデルケースになっています。 
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このような経緯を踏まえ、現在に至りビアラオ正規代理店としての地盤を固めることがで

きました。東南アジアの港の無い内陸国ラオスから、同国を代表するビールの安定供給と販

売が実現していることは、物流ノウハウと現地事情に精通、そして販売先が整っていたこと

が理由として考えられます。このようにして、日本とラオス間における貿易ビジネスが成功

した珍しいケースとなりました。 
 

2 ラオス法人：STE LAO International 

ラオス国内で日本向け商品の開拓や、両国間のビジネス展開をより効率的かつ効果的

に実行するために、STE LAO International というラオス現地法人（寮都産業の子会社）

を設立しました。ラオスから輸出入する際の玄関口、及び農業関連新規開拓企業として機能

しています。 
日本とラオスの商習慣や文化の違い、法規定などによると、外国資本の会社単独では実務

作業や現地交渉が難しい場合があります。そこで、現地ビジネスパートナーやコーディネー

ターがいる方がよりスムーズに完了する場合があると考えられます。 
 

2.1 日本とラオスのビジネスギャップ 
弊社がラオス国内既存製品「ビアラオ」の次に考えた、ラオスと日本の架け橋になる日

本向け商品は「農業製品」でした。東南アジアでも有数の農業国であるラオスにて生鮮野菜

を作り、日本へ輸出するために現地雇用を生み出すモデルを考えました。日本国内のタイレ

ストランをターゲットとして、ラオスにて「レモングラス」、「ガランガー」、「パクチーファ

ラン」などを現地農家に生産委託しました。 
ところが、日本への生鮮野菜輸入時の植物検疫は非常にハードルが高く、ラオスの委託農

家と日本が求める商品水準に関する問題点が浮き彫りになりました。ラオスでは日常的に

使用される農薬が日本への輸入では適用されないため、使用を中止するよう要望しました。 
 ところが、現地農家の習慣が日本向け商品ルールよりも優先する為、なかなか理解させる

ことに行き詰ってしまいました。 
 

2.2 自社農場経営 
  日本向け農業製品を作り上げることは、委託生

産ではリスクが高い場合がありました。結果として

12 ヘクタールの土地を購入し、自社管理体制下にお

ける農場経営を実施しました。その結果、上記に記

載した野菜を完全無農薬、または有機ベースで作成

し、日本へ安定した輸出が可能となりました。 
物流手段は、ビエンチャンからベトナムのハノイ

を経由して成田空港へ毎週生鮮野菜が運び込まれて

います。以前は、バンコク経由のルートもありまし

たが、トランジットの際バンコクの空港にて暑い中長時間放置されるという問題もありま

した。ハノイ経由であれば、トランジット時間も短くなるので野菜輸送においてはコストも
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抑えられ、より新鮮な野菜やハーブが届くようになりました。 

 

 
2.3 日本市場へ輸出 
日本の既存タイレストラン顧客向けの東南アジア生鮮野菜生産事業から得た、現地農

家とのやり取り、物流ノウハウを踏まえて新規商品開拓ビジネスを展開しました。テーマと

しては、日本では余り認知されていない東南アジア既存商品の開拓です。 
現在、ラオスでは「キンダム」、英語では「ブラックジンジャー」、日本語では「黒しょう

が」を日本向け商品として、日本水準にするために完全指導のもと有機・オーガニックに特

化した安定生産が可能になりました。日本市場ではサプリメントの原材料として使われる

ほか、黒しょうがの持つ高い栄養価から医学会がプロデュースするレストランの材料とし

て使用されています。こちらのレストランでは食事から健康をサポートするというテーマ

で営業されています。 
このように自社が踏まえた経験から、ラオス現地との円滑なコミュニケーションや知識

共有することで、日本でも通用する水準の商品開発に成功してきました。 

 
 

3 中小企業診断士：海外進出支援サポート 

ここからは、寮都産業で学ぶことができた経験を踏まえて、私個人の活動に移ります。 
寮都産業での業務を踏まえて、会社業務の効率化、新規事業開拓を目指す為に、国家資格

のひとつである中小企業診断士を取得しました。中小企業診断士とは、経済産業省の外局と

して設置されている中小企業庁に登録し、各個人がそれぞれの強みを活かし、中小企業の経
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営改善・事業提案のサポートを行います。 
その傍らに MBA も取得し、私の特異なラオスと日本の文化を持つバックグラウンドを活

かすことで新たな道を創造しようと考え始めました。私の場合は「日本からラオス」、もし

くは「ラオスから日本」への橋渡しを強みに自分の立ち位置を築いております。今後はラオ

スへの貢献度をより高めるために一企業の個人的な活動から団体の活動としてより多くの

ヒトを巻き込みながら、活動しております。 
私一個人では達成困難なラオスと日本間事業でも、グループとして活動できる方がより

良い意見交換や、新しい協力者との連携も可能になると考えております。現段階では、日本

国内及び、ラオス国内におけるビジネス、スポーツ・ボランティア団体、各地域の商工会、

大学そして政府関連と様々なネットワークが構築できています。一つずつを上手く活用、も

しくは組み合わせることで、新たなシナジー効果を産み出せると考えております。 
 
3.1 ラオス現状視察ツアー 
上記に述べた日本サイドの各団体は、最適なアイディアがあっても、未だラオスの現状

を知らないヒトが多いのも事実です。私としては、診断士としての立場を活用し定期的なラ

オスを訪問する機会をつくります。訪問時はそれぞれのニーズに適した諸団体とのミーテ

ィングやマッチングに繋がる時間を設けようと考えております。 
 
3.2 教育・文化支援 
実働している業務としては、日本でも活躍できるような人材育成の活動を拡げていま

す。ラオスの大学生を対象として、日本語や日本の文化・ビジネスマナーを学ばせる機会を

作っています。これらを身につけることでラオス国内の日系企業、もしくは日本での就労機

会も向上すると考えられます。言語や文化とは異なりますが、簿記や会計といった商売をす

る上で正確な数字を計算するセンスを磨くことも必要と考えています。 
人材育成という意味では、日本での義務教育期間にあたる年齢の学生を対象に日本水準

のスポーツ教育を施す活動を考えています。プロサッカーやプロボクシングと言った日本

のスポーツに関わる組織や技術レベルはアジアではトップクラスであると考えています。

スポーツを通じてラオスの子供たちが将来活躍できる環境を整備できれば、ラオス発展の

貢献にもつながります。 
2020 年には東京でオリンピックも開催されるため、より多くのラオス選手が日本へ来る

機会を作りたいと考えています。 
 

4 Lao-Japan Gateway 有限責任事業組合：ラオスと日本の架け橋 

私は、寮都産業から学んだノウハウを元に、中小企業診断士として海外展開をサポート

する業務をより効率的かつ効果的に実行するために、ラオスへの貢献と発展を目指す有志

と共に Lao-Japan Gateway 有限責任事業組合を設立しました。日本で案件をまとめ上げ、

ラオス現地スタッフと一緒に実行できる組合となっています。あるいは、ラオスの企業が日

本進出への情報発信および足掛かりとなる土台になっています。 
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4.1 ミッション 
Lao-Japan Gateway は、日本とラオスの情報、ヒト、機会をつなぎ、相互のビジネス

活動を活性することに貢献します。オープンな“コト”づくりの場を提供すると同時に、ビ

ジネスを見つける・育てるために役立つ便利なサービスを提供していきます。 

 
 
4.2 対象 

 ラオスに感心のある、日系企業、NGO、ベンチャー、起業家 
 日本に関心のある、ラオス企業、ラオス人ビジネスパーソン 
 ラオスと日本の交流、国際貢献などに関わる組織、個人 

 
4.3 業務内容 

 コワーキングスペース/シェアオフィス、ビジネスサービス（WORK) 
 市場調査、フィージビリティスタティ 
 テストマーケティング（マーケット動向サーチ、モニター調査、パイロット販売） 
 情報提供サービス（ビジネス情報、政治経済ニュース、市場トレンドなど） 
 IT ソリューション（業務支援システム、IT インフラ/セキュリティ、ネット活用） 
 人材育成・研修（新人研修、ビジネスマナー、赴任前研修、人材マネジメント） 
 交流事業（日本-ラオス人材交流、ワークショップ/セミナーの開催） 
 スタディツアー、視察ミッションの企画催行、受託 
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4.4 WORK スペース内外観 (ビエンチャンオフィス) 

 
 

4.5 所在地及び連絡先 
日本：東京都板橋区東山町 18-6（寮都産業と同住所） 
ラオス(ビエンチャン)：Unit08 Watchan Village, Chanthabury District, Vientiane 
Capital 
連絡先 
E メール: laojapan.gateway@gmail.com 

 

5 おわりに 

最近の世界各国と関わりを持つビジネスにおいて、自己利益のみを追求するのでは、未

来永劫、長い時間かけて継続できる保証があるとは言い難いと思われます。「経済発展率」、

「環境問題」、「人種差別」、「貧困問題」、「食料自給率」といった世界中に起こっている問題

を解決することにも加担できるような価値が、これからのビジネスに求められている形だ

と考えられます。この新しい価値には必ず「提供する側」と「受け取る側」の二つのプレイ

ヤーが存在します。それぞれの立場にいるヒトは時として、自分の役目が習慣化してしまう

ことがあります。当たり前のように提供し、当然のごとく受け取ることに慣れてしまい、そ

の活動の意味が薄れる事もありえます。ところが、ビジネスモデルの視点を少し変える事で、

「受け取る側」自らが作り上げている商品でその立ち位置を変えることも可能になります。 
発展途上国であるラオスは、様々な国や民間企業からの支援を受けながら自国の経済を

支えている一面を持っています。そんな一面を持ちつつも、ラオスと日本の民間企業や諸団

体、それぞれの協力体制を構築することが必要だと考えられます。それぞれの進むべき道の

先に「新しい気づきや可能性」を見出すことが、これからの時代に求められるビジネスのモ

デルケースになりうる期待が高まると考えられます。 
私一個人の想いや活動が諸団体に届き、その先に見えるゴールの 1 つとして「ラオスの

発展」に繋がり、日本とラオスの関係がさらに良好になることを希望しています。 
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この度は私のような若輩者がアセアンセンター及び JETRO 様の依頼によりラオス経済

セミナーに登壇する機会となりました。私が父から受け継いだラオスからの縁を、日本水準

にアレンジしてラオスへ恩返しする姿勢でこれからも望んでいきます。今セミナーに参加

された皆様に少しでも、貢献できるよう邁進していく次第です。今後とも宜しくお願い致し

ます。 
 
 
ご意見やアドバイス、仕事のご相談はこちらへ 
 
寮都産業株式会社 / Lao-Japan Gateway 有限責任事業組合 
東京都板橋区東山町 18-6 
TEL:03-3974-0719, FAX:03-3974-0790 
E メール : smuramatsu1979@gmail.com 
村松賢志（むらまつさとし）まで 

TEL:03-3974-0719
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