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（１） SANKO LAO Co., Ltd
• 資本金 ：US$300,000.00

• 設立 ：28th October 2016

• 代表者 ：Tetsuya IKEDA(Mr.)

• 本社（パクセ-ジャパン日系中小企業専用経済特区）
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Lot No., 4 (Pakse-Japan) 11A, Nonveng Village, Pathoumphone
District, Champasak Province, LAO P.D.R

Sanko Lao Co.,Ltd

1.SANKO LAOの概要



（２）パクセ工場の概要
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生産予定のコンクリート二次製品

Sanko Lao Co.,Ltd
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歩道車道境界ブロック

Sanko Lao Co.,Ltd

ボックスカルバート
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RM-ブロック

Sanko Lao Co.,Ltd

落ち蓋式U型側溝

オ
カ
コ
ン
式
張
ブ
ロ
ッ
ク
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（１）.海外進出の経緯
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平成9年10.5兆円

平成29年 6兆円

主力事業における

危機感

（国土交通省ＨＰ資料）

Sanko Lao Co.,Ltd

２．海外進出



アセアンへの進出企業の考察
（帝国データバンク：特別企画 ＡＳＥＡＮ進出企業実態調査 2016年5月17日）
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ASEAN のいずれかに進出している
企業は1 万1,328 社判明した（複数
国進出による重複を除く）。進出国別
に見ると、トップは「タイ」の4,788
社（構成比30.4％）となり、「シン
ガポール」（2,821 社、同17.9％）、
「ベトナム」（2,527 社、同16.0％）、
「インドネシア」（ 2,021 社、同
12.8％）などが続いた。

Sanko Lao Co.,Ltd



ラオス：ファーストステージ

• 2015年10月 ＪＡＣＩＣ（日本建設情報総合センター）の指導のもとにラオス金鉱山開発業務委託
をベトナム企業と締結

• 2015年11月 Ｆ/Ｓを開始・・・

• 2016年7月 撤退を決定・・・契約解除
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ラオス：セカンドステージ（本業へのチャレンジ）

• 2016年4月 ラオス計画投資省大臣特別顧問鈴木先生との意見交換

• 2016年7月 ＭＰＷＴ（ラオス公共事業運輸省）を訪問：ラオスにおける公共事業
の問題点等意見交換

ラオスの道路の問題点

１．基準がない。 ２．修繕費に多大なコストを要している。

2019/10/25 14Sanko Lao Co.,Ltd



• 2016年9月 ＭＰＷＴの計画協力局副局長他2名日本へ招聘
2014年10月ラオスにて日本国土交通省とＭＰＷＴの技術協力のＭＯＵ締結当時国交省足立技監（現在参議院議
員）と当時大臣秘書のカムラ氏（計画協力局 副局長）

【ラオスをなぜ選んだか】

１．今後の成長性と政権方針の安定性（ＬＤＣからの脱却）

（後発発展途上国 Least Developed Country)

２．人口が650万人とマーケットが小さく、大手の参入の可能性が低い

３．自社の技術がラオスの発展に貢献できる可能性がある
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岡山コンクリート工業㈱総社工場 ㈱三幸工務店施工実績現場

Sanko Lao Co.,Ltd



ラオス：サードステージ

• パクセ ＰＪＳＥＺへの進出決定

• 現地法人設立 2016年10月
• 社 名 :SANKO LAO Co.,Ltd
• 資本金:300,000ＵＳＤ

• 業 種 ：コンクリート製品の製造販売
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三幸工務店 出資７０％
岡山コンクリート工業 出資３０％

Sanko Lao Co.,Ltd
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2017年4月 現地にて起工式を開催 ２０１７年１１月 工場建設状況

コンクリート二次製品工場の完成 ２０１８年７月１８日 竣工式

Sanko Lao Co.,Ltd
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（２）.ラオスへの進出に伴う政府関連支援制度の活用

ＪＥＴＲＯ：新輸出大国コンソーシアム 専門家派遣

（２０１６年１０月採択 現在終了）

内閣府：プロフェッショナル人材戦略事業

２０１６年５月 海外事業経験者1名採用

◇ＮＥＸＩ（日本貿易保険）：海外投資に対する保険の付保を検討

ＡＯＴＳ（海外産業人材育成協会） ：

：海外産業人材育成事業 第一班８名２０１７年４月

第二班４名２０１８年１月

（ラオス研修生にて制度活用 滞在費3分の2補助）

ＪＢＩＣ（国際協力銀行）：現地法人へのファイナンスによる資金調達

２０１７年１２月 ３００万ドル（地元金融機関との協調融資）

ＪＩＣＡ：中小企業海外進出支援事業（2018年 第1回案件化調査採択）

３回目のチャレンジ
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パクセ日本語学校にて

ＡＯＴＳ東京研修センター卒業発表会

オカコンにて勉強会東京から岡山へ

オカコン総社工場 研修開始Sanko Lao Co.,Ltd



道路の耐久性が向上し、ライフサイクルコストを低減させることにより、①道路維持費用の削減、②道路維持費用
の削減による新たな道路建設費用の捻出、③公共事業予算の健全化、④耐久性の高い道路により斜面崩壊など
の災害低減及び都市部での渋滞緩和に寄与する。

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果

 共同事業体の現地子会社Sanko Laoが現地ゼネコンをパートナーとして事業を展開する。
 Sanko Laoは技術（製品製造、施工）、現地ゼネコンは原材料の安定供給及び現地ネットワークという強みを活

かしながら、①ODA、②政府公共事業、③民間を顧客と想定して、事業を展開していく。

日本の中小企業のビジネス展開

ラオス国
耐久性の高い道路整備を可能にするコンクリート二次製品の導入

にかかる案件化調査

 提 案 企 業 ：株式会社三幸工務店、岡山コンクリート工業株式会社

 提案企業所在地：岡山県岡山市

 サイト ・ C/P機関：ラオス国ビエンチャン特別地区、ビエンチャン県、ルアンパバーン県及び

チャンパサック県パクセー郡 ・ラオス国公共事業・運輸省

企業・サイト概要

 コンクリート二次製品は、専用工場において鋼性
型枠を用いて製作後、現場へ設置されるコンク
リート製品である。一般的なコンクリートと比較して、
①高品質、②低価格で、③天候に左右されず、④
短納期が可能となる。

 経済成長を促進する道路を効率的に整備すること
 都市内道路の混雑を緩和すること

ラオス国の開発課題 中小企業の技術・製品
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PCa製品設置 

 

デモ工事実施状況 １００ｍ側溝工事（50ｍ Ｐｃa工法、
50ｍ 現場打工法）


		

		



		

		



		PCa製品設置
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Pca工法 従来型工法

比較項目 PCa製品 往来の工法

工事期間 1.5日 7日

工事費用 3,055.6 USD 4,794.9 USD
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コンクリート二次製品は、高品質で天候に左右されず、短期間での施工が可能である。
従って、ラオス国のインフラ整備事業のコスト削減、工期短縮、ライフサイクルコストの低
減に寄与し、公共事業費の適正化をもたらし、開発効果の高いインフラ整備の実現。

（３）.ラオスへの投資と取組み方針
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三幸工務店が日本で培った公共工事における建設技術とオカコンの日本の高度成長をもた
らしたコンクリート製品製造技術が、ラオスの公共インフラとラオス経済の発展に貢献できる

基準つくり 人材育成 技術移転

Sanko Lao Co.,Ltd



基準つくり

• 日本政府のラオス政府へのＯＤＡによる技術協力

• ＳＡＮＫＯ ＬＡＯによる普及・実証の展開

人材育成

• ラオスへ技術者派遣によるコンクリート等の知識・技術・施工研修

• 研修生として日本にて実務研修（現在１２名研修実施）

• 現地工場にてインターンシップの実施

技術移転

• 現地工場にてラオスの企業に対する研修・技術協力

• ＪＶによる工事受注等

ラオスにおける公共インフラの安心安全・耐久性・経済性の確保を実現
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ビジネスモデル IN LAOS



３.中小企業にビジネスチャンス

（１）日本とメコン諸国の経営資源の比較

高度成長を生み出した技術力

企業のマネジメントノウハウ

金融緩和よる低利な資金

人口減少による労働力不足

及びマーケットの縮小

労働生産性と海外人材の確保

（従業員の高齢化と後継者不足）

デフレ環境下の経済低成長

アセアン全体6億人の

マーケット

高い経済成長率

豊富な若い労働力・労働意欲

安価で豊富な原材料・ＳＥＺ税制優遇

技術力

資金

就労の機会

教育、医療

メコン諸国における

ビジネスモデルの創
造

強み

日
本

メ
コ
ン
諸
国

弱み



（２）．ラオス企業と日本中小企業ビジネスマッチング

ラオス企業の日本に対する期待

建築（技術・資材・デザイン）

物流（コールドチェーン低温流通体系）

生鮮食品、医療品、冷凍製品

農業・畜産（生産技術・加工技術・農業機械・

灌漑設備・飼料関連）

食品加工業・製造業

（米・キャッサバ・トウモロコシ、コーヒー・バナナ他）

加工・関連製造

（ゴム関連製造業、鉄鋼・鉄筋加工業、建築資材関連

の製造業）

観光（ホテル投資・運営）

医療（技術・機器・施設・人材）

低利の資金

日本中小企業がラオス進出に対する期待と条件

 現地生産においての安価な労働力

（中国・タイ・ベトナムより損益分岐点がどの程度下がるか）

 日本における労働力の確保

（現地法人から企業内移動による在留資格取得）

 ＡＥＣを前提としたマーケットの確保

（輸出入関税の撤廃、人物金の移動の自由化）

 ラオス国内・アセアンの販路の確保

 資金の海外（日本）移動に関する法制度

 ラオス国の労働法等の法制度の情報共有化

 海外人材（現地マネージャー）の確保

 税制ほか優遇措置

 日本金融機関の積極的支援

 現地のおける生活の安全性（医療技術・設備）
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MEKONG BUSINESS FUND
運営会社

地方銀行A

地方銀行B

地方銀行C

メコン諸国の開発ニーズに
対する技術を有する
中小企業A 中小企業B 中小企業C

JETRO・JICA及び
開発コンサル

メコン諸国の
開発
ニーズ
（技術）

情報

資金
提供

資金

情報

投資

各金融機関の取引先の中
メコン諸国の開発技術を
保有する中小企業に対し
て海外進出支援を展開

メコン諸国のマーケッ
ティング当該国の法
務・労務・会計等支

援

日本の中小企業海外進出促進モデル

メコン諸国への進出

中止企業海外進出支援 政府系資金



事業主体
現地法人 IN LAOS

又はジョイントベンチャー

ＬＡＯＳ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＦＵＮＤ

JAPANESE 
COMPANY:A

JAPANESE 
COMPANY:B

JAPANESE 
COMPANY:C

コンサル会社

出資及びマネジメント指導・
マーケッティング・販路開拓

進出企業に対する
土地・設備等資金支援

ＰＪＳＥＺ
(パクセージャパンＳＭＥ ＳＥＺ開発株式会社）

ラオスの法務・労務・諸手続き支援

賃料
及び

配当

配当・
コンサルフィー

アセアンをマーケットと
する食品加工・製造業

アセアンをマーケットとす
る建設資材加工・製造業

（３）中小企業のアセアン（ラオス）進出ビジネスモデル
（ラオスの資源と労働力を活用した日本中小企業技術のアセアン進出）

＊ファンド資金出口として自己資金及びメインバンクによるリファイナンスによる償還

その他加工・製造業

ラオス
ローカル企業
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中小企業の技術貢献と継続的な成長に向けたラオスへの挑戦

合弁会社設立

PJSEZ 優遇税制

JAPAN Co.,Ltd LAO Co.,Ltd
出資 出資

技術、設備、マネジメント 豊富な資源、労働力、マーケット、
情報、法制度

ラオスビジネスファンド・日本の銀行
・ファンド
・企業
・投資家

資金提供

土地・設備資金提供

設備投資

中間財・最終財（消費財・生産財）生産

輸出・国内販売（マーケットをアセアン諸国）

技術移転

収益確保・人材育成

ラオスにおける国内資源の活用と貿易収支の改善による経済成長：LDCからの脱却

現地法人からの労働力
の確保

技術・資金の確保

Sanko Lao Co.,Ltd

現在輸入に依存している建材、食品
を国内生産に切り替える
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（４）．終わりに：日本の中小企業とラオス

日本の中小企業
の課題

ラオス企業の
必要な経営資源

M&A及びＪＶ
ビジネスモデルの

確立

ラオス企業の成長 日本の中小企業の生
き残り

日本政府の進出支援と金融機関の支援

ラ
オ
ス
政
府
の
日
本
企
業
の
受
入
体
制
の
強
化

ラオスと日本および両国の企業がＷinＷinとなる継続的な成長を実現
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ご清聴ありがとうございました
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