
「新価値創造展2018」、「J-GoodTech」の案内

…日越企業連携の促進を目指して…

２０１８年１１月１２日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（ＳＭＲＪ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ただいま紹介にあずかりました中小機構の●●でございます。今日は１５分という短い時間ですので、ポイントを絞ってご説明したいと思います。、本日お集まりの皆様は、まさにここタイでお仕事をされているということで、タイで使える、使っていただきたい施策をご説明いたします。



１．新価値創造展2018のご案内
…ベトナム企業との商談会…



 本部、全国9カ所の地域本部
中小企業大学校（研修施設）9校

 役職員
・理事長：高田 坦史
・役職員数：約1,270名

他にアドバイザー等外部専門家 約3,000名

 創業・企業からイノベーション、事業承継までカバー
 相談・情報提供、コンサルティング、人材育成等の総

合支援
 全国ネットワークを活かした高度・広域な支援

 経済産業省所管の独立行政法人
 日本国の中小企業政策全般にわたる唯一の総合的な政策実施機関

中小機構の特色

中小機構の支援体制

１．中小機構（SMRJ）とは

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
では、まず中小機構とはなんぞや。詳細は資料を見ていただくとしまして、ここでは、ポイントは２つ。中小機構は日本の中小企業政策全般にわたって総合的に実施している国の唯一の政策実施機関であるということ。もう１点は、職員は８００名ですが、そのうち海外派遣は３名。うち２名がタイにいるということです。つまり、中小企業の海外展開支援では、タイにとても力を入れているということで、中小機構のタイでの支援に対する熱意を少し感じてもらえたらとうれしいなと思います。
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・SMRJは、ベトナム・日本の中小企業支援協力のため、計画投資省企業開発庁
（AED）と2007年に覚書を締結。
・また、2016年には、計画投資省外国投資庁（FIA）と覚書を締結し、ベトナム
日ビジネスマッチング実現を目指す。覚書締結後、2016年、2017年の新価値創
造展（ビッグサイト）へ、それぞれ15社のベトナム企業を招聘。WEB、リアル
でのベトナム企業、日本の中小企業のマッチング成功事例を創出している。

２．中小機構（SMRJ)とベトナム政府機関等との連携

（ベトナム企業の展示）

（ベトナム企業・日本企業の商談会）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３つの施策の紹介の前に、中小機構のタイ工業省の関係を少しだけ触れさせてください。工業省は、現在、中小企業支援に大変力を入れています。これはご存知のとおり、タイがバンコクと地方の格差が大きく、地方経済の発展には、中小企業の育成が最重要課題であるからです。そのため、工業省は、ジァパンデスクを設置し、地自体とMOUを締結し、タイ企業と日本の中小企業とのビジネスマッチングの実現させたいと考えています。ちなに、工業省内には、海外のデスクはジャパンデスクのみで、他の国のものはないことからも、日本との協力に期待していることの現れだと思います。こうしたなか、中小機構は、実はジェトロバンコクに２０年以上職員を派遣し、工業省との関係をこれまでも築いてきていて、更に強化すべく、人材交流を始めたということです。ジェトロバンコクと連携することにより、日系企業の相談対応に強いジェトロ、タイローカル企業とのネットワークを持ち工業省、そして中小機構三者が連携することで、タイ・日ビジネスマッチングの更なる成果を創出できるのではと考えております。



３．海外ビジネスの専門家による個別アドバイス

 海外投資、輸出入や海外企業との業務提携など、中小企業の国際化に関する経営課題
に対し、国内外約400名の専門家ネットワークで各社の実情に応じた解決策をアドバ
イス。（うち、ベトナム在住アドバイザー12名（ホーチミン7名、ハノイ5名））

 全国10箇所（中小機構本部、地域本部、沖縄事務所）に常設相談窓口を設置している
ほか、全国各地へ出張してのアドバイスや海外現地でのアドバイス等も実施。

 ベトナム展開に関する相談は、中国に次いで多い状況。

29年度実績（5,239件）
国別

国際取引
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海外政府機関等と連携
し優良企業*を招聘

海外展開を目指す国内中小企
業（海外進出、販路拡大）

日本国内での商談

日本企業と連携を希望する
海外企業経営者等（CEO)

・中手機構主催の大規模マッチングイベント（新価値創造展2018：11/14～16
ビッグサイト、中小企業600社、海外企業60社の出展）

・日本企業との代理店契約や合弁設会社設立等を希望するベトナムなどのアジア
諸国の 企業経営者（CEO）等を日本に招聘。

・ベトナム外国投資庁推薦企業10社が参加。通訳付きで商談を支援
・会場内サブステージでホアン長官の講演実施（11/15 11:30～12:30）

中小機構が最適な商談
の組み合わせをアレン
ジ

海外企業経営者との商談会の様子

＊日本側参加企業ニーズで絞り込み

４．ベトナム企業商談会 in  新価値創造展2018

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、中小企業のCEOのネットワーキング事業です。タイを含め、海外企業は政府機関の推薦する優良企業、日本サイドは海外展開を志向する中小企業のCEOのネットワーキング事業です。本事業は、どちらかというと、在タイ日系企業というよりは、日本の本社が参加するイメージです。このネットワーキングに参加するには、さきほどのジェグテックへの登録を前提にしていますので、ジェグテックを活用した取り組みという位置づけになります。



中小機構コーディネーター

掲載企業 優秀な
国内・海外企業

仲介！

海外企業との商談会では、現地子会社を保有する企業が多く参加



No. 開催地 業種・イベント名 対象国 時期
海外招聘
企業数（社）
【】はベトナム

日本企業数
（社）

１ 東京 新価値創造展
ベトナム・タイ
インドネシア他

１１月
１４日－１６日

４０
【１０】

８０

２ 東京
自動車産業商談会
（オートモーティブワールド2018）

ベトナム・タイ
インドネシア

１月
１６日－１８日

３０
【１０】

１２０

３ 東京
医療機器産業商談会
（東京ケアウィーク）

ベトナム
フィリピン他

２・３月
３０

【１０】
１２０

４ 東京 ベトナム優良裾野企業商談会 ベトナム 7月 30 120

（注）上記はあくまでも現時点の予定であり、変更される場合がありますので、ご了承ください。

５．今後のベトナム企業との商談会（予定）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは今年度のタイ関連のCEOネットワーク、商談会の予定です。今後、実施が決まり次第、情報発信してまいりますので、ご関心があれば、ぜひご参加いただければと思います。



２．J-GoodTechのご案内
…商談会を補完するオンラインマッチング…



中小機構、また全国の都道府県など支援機関等が、技術や製品、サービスの強み、販路
拡大に向けた社内体制を確認し選定した「信頼できる中小企業」、また海外の政府機関
等が、日本企業との提携、連携に関心のある海外企業を選定した「信頼できる海外企
業」、及びジェグテックの趣旨に賛同する大手企業を会員とし、会員間での情報交換を
進めマッチングを支援するサイト。

中小企業は自社の技術や製品、サービスがお客様にどのように役立つか情報発信。
インターネット上で、材料、設備、加工方法、また技術の専門用語（日本語検索、英
語検索）で自社が検索される。自社サイトに加え、ジェグテックをWebマーケティン
グのツールとして活用できる。

1-1．日本の中小企業と海外企業をつなぐビジネスマッチングサイト

国内掲載中小企業数 掲載海外企業数 マッチング件数

約12,000社 5,545件 18,455件



コーディネータ

【製造業】
電子機器、機械、金属

製品、食品等

【サービス業】
企業向けサービス

【流通業】
卸売､専門商社、物流

11

Face to Face
商談

【製造業】
電子機器、機械、金属

製品、食品等

【サービス業】
企業向けサービス

【流通業】
卸売､専門商社、物流

１-2．J-GoodTechの全体図

国際ビジネス連携

・製品及び部品の購入
・技術連携
・生産連携
・販売連携

情報発信・交換／企業情報検索



日本

12,000社

タイ

1,500社

マレーシア

１５０社

インドネシア

６００社

台湾

1,600社

ミャンマー

６0社

韓国

２・各国企業の登録状況

ベトナム

1,500社



3-1．スタートのきかっけは大手企業とのマッチング促進

① 新たな開発、生産技術、副資材、調達パートナーを探したい
大手企業

② オンリーワンや優れた技術、製品を保有しているにも関わらず
知られていない中小企業

優
れ
た
日
本
の
中
小
企
業

大
手
企
業



「ジェグテックパートナー」 とは、ジェグテックの趣旨にご賛同のうえ、本サイトの活用に協賛いた
だいている大手企業の皆様です（400社）

3-2．J-GoodTech大手パートナー企業



４．J-GoodTechで会員登録（無料）いただくとできること

① 企業情報の検索と問合せ

② 自社情報の発信
（中小企業、海外企業のみ）

③ 会員企業との情報交換



① パートナー候補となる企業情報を入手し、問合せできる。
新たなパートナー候補となる日本の優良な中小企業、またベトナム企業を
探すことができます。日本の中小企業は、中小機構が登録審査した企業を登録。
ベトナム企業は、外国投資庁、ベトナム商工会議所、日越人材交流センターから
紹介を受けた企業を登録。気になる企業へは直接、連絡を取ることができます。

② 自社の製品・技術・サービス情報を発信することができる。
顧客に自社のことを知ってもらうために重要になるのが「企業情報ページ」。
「企業情報ページ」には、自社の得意とする技術・製品・サービス情報を掲載
し、 日本企業をはじめ諸外国の企業に貴社の情報を伝えることができます。

③ 会員企業同士で提携、連携に向けた交流、情報交換ができる。
技術提携、生産連携、販売連携に向けたニーズ情報を開示し、新たな提携先や
協業先発掘に向けた情報交換、また他社に役立つ情報の提供や新製品開発情報
など会員企業同士で、様々な情報提供、情報交換、交流を実施することができます。

企業情報の検索と問合せ

自社情報の発信

会員企業との情報交換

4-1.J-GoodTechで登録会員ができること(詳細）



1500社のベトナム企業がジェグテックに登録。

この企業から、会社名、従業員数、分野等で

企業を検索。

ベトナム企業の掲載例

（英語での企業概要、特徴、

製品・サービス情報）

4-2.企業情報の検索と問合せ(ベトナム企業の検索・問合せ）



P_018

例えば、「ベトナム 物流」というワードで検索すると21社

がヒット。詳細な企業情報を入手するために、「カネパッケージ」

を選択し、企業ページへアクセスする。

関心がある企業には、直接コンタクトしてアプローチ。

4-2.企業情報の検索と問合せ(中小企業の検索・問合せ）



日本語、英語にて自社ページの編集を行います。自社の製品情報、技術情報、サービスについて登録・編集できる。

基礎となる企業概要情報

自社のアピールポイント
上手に記載すれば、ＳＥＯ
対策としても有効になる。

製品・技術・サービス情報の
詳細をアピールする。

4-３.自社情報の発信（中小企業、海外企業のみ）



1 すべての会員企業がパートナー探索情報を発信し、
提案を募ることができるニーズ掲示板

2 海外企業との情報交換はコーディネーターが
中小企業にとってわかりやすく（翻訳）する

登録会員企業全社へ配信

中小機構専門家

ニーズ探索

提案

提案サポート公開
サポート

ニーズを
抱える会員企業

4-４.会員企業との情報交換



4-４.会員企業との情報交換（画面の紹介）



海外企業のニーズは中小
機構ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀが海外企業
と連絡調整し、翻訳した
うえで発信。

4-４.会員企業との情報交換（画面の紹介）



精密部品等の梱包材メーカー
日系企業向け梱包材提供に関
する協業を目指すベトナム企業

ジェグテック掲載情報を見たベトナム企業が当社へ商談申
し入れ。技術提携に向けアドバイス展開

カネパッケージ株式会社

緩衝材・設計・試験・製造
従業員700名（内ベトナム200名）
流通段階での衝撃や震動を緩和し製品を保持する
「緩衝材」を開発。取扱品目は、精密機器、医療機
器、自動車部品。
海外での業務提携先の拡大を目指している。

ベトナム企業

（企業名は秘匿）

５．日本企業とベトナム企業のマッチング事例①

Matching

J-GoodTechでベトナム企業の情報を見たカネパッ
ケージ株式会社が商談会の申し入れを要請。
ベトナム企業がCEO商談会にて来日した際、商談を
実施。
技術提携に向けアドバイスを展開している。

ベトナム企業と日本企業との生産連携により両社のビジネス拡大が実現



薬品、衣料品の販売を行う企業。

感染症予防に効果のある製品を取り揃え

るため、ラインナップの強化に務めてい

る。

①J-GoodTech上で、企業・製品情報を発信
②ＣＥＯ商談会でベトナム企業との商談を行った結果、ベ
トナム商社との販売提携に向けたＮＤＡを締結

TBA Co.,Ltd.ベトナム企業

（企業名は秘匿）

Matching

日本企業のイノベーティブな製品を活用してベトナムで新たな市場を創造

遺伝子検査紙を含む検査ツールの開発、製
造、販売、従業員数：6名
誰でもどこでも簡単にできる 簡易遺伝子
検査紙。高額医療が受けられない層を対象
に、インフルエンザ、デング熱などの感染
症等の検査を安価に提供する医療サービス
のマーケット創出

５．日本企業とベトナム企業のマッチング事例②



６．マッチング～商談成立に向けた取り組みと工夫

① 現地日系企業（大手、中小）の積極的取り込み
・ベトナム企業がグローバルサプライチェーンに組み込まれるためには、生産技術
（工程設計、QCDの継続的改善技術）高度化が必要不可欠。
・現地日系企業との技術提携が期待。ベトナム企業と日系中小企業のネットワーク
は手薄。

・ベトナム商工会議所、ホーチミン商工会議所経由での日系企業の取り込み開始。

② ベトナム企業の登録拡大と積極的ベトナム企業の選別
・日本企業がベトナム企業とビジネスを期待するとき、やる気のあるベトナム企業
とコンタクトをとり、現地訪問できる環境を整備中。
・事前にサイトでベトナム企業情報を入手しておく。

③ 言語、商習慣などの障害をコーディネータが支援
・商談前にいかに相互の思いを伝えあうか。
・お互いが相手企業の課題解決提案ができるとマッチングが成立しやすい。
・それでも商談後にコミュニケーションが途切れる可能性。コーディネータが
サポートする。



７．経営課題解決に貢献する提携先の発掘…JGoodtech活用

（日系企業側の課題解決に繋がる提携）
１．市場拡大に伴う人手、生産能力不足、

市場アクセス入手

２．ベトナムの投資環境課題の克服
ベトナム政府機関との折衝能力、情報力
インフラ不足を補う現地企業の物流網
人材交流（経営、生産管理、財務管理）

（越企業側の課題解決に繋がる提携）

１．生産性向上に繋がる技術提携、設備導入。

２．AECのみならずＣＰＴＰＰでのサプライ
チェーン参加に繋がる生産管理、品質管理
などの技術向上

1. 分野、国内外を問わず市場アクセスを持つ提携先とのマッチング
2. 不慣れなベトナムでの事業課題解決に至る経験の共有
3. 市場参入を短期に実現する為のＭ＆Ａの対象発掘
4. 中間管理職をターゲットとする人材確保の為の情報交換
5. 生産委託先や調達先となるベトナム企業の発掘



【本件に関するお問合せ.J-GoodTech登録照会】

独立行政法人中小企業基盤整備機構

販路支援部 販路支援課 樋口 光生

higuchi-m@smrj.go.jp

※「登録希望」などの簡単な送信文をお送りいただければ対応します。

ジェグテックサイトＵＲＬ： https://jgoodtech.jp/

ジェグテック 検索

mailto:higuchi-m@smrj.go.jp
https://jgoodtech.smrj.go.jp/
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