
福岡県の海外ビジネス展開支援策
- アジアと連携し、アジアのビジネス・交流拠点を目指す -

２０１９年２月
福岡県 商工部新事業支援課

坂 英明
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主な海外ビジネス展開支援策

⼈⼝減少により国内市場の拡⼤が⾒込めない中、成⻑するア
ジア市場を取り込み、事業の維持・拡⼤を目指す県内中小企業
の海外展開を支援し、個々の企業の成⻑を促進することにより、
県内経済の更なる活性化を図る。

目的



出展：「国土の長期展望」中間とりまとめ 概要（平成23年２月21日国土審議会政策部会長期展望委員会）
4

【我が国における総⼈⼝の⻑期的推移】
○ 我が国の総⼈⼝は、2004年をピークに、今後100年間で100年前（明治時代後半）の
水準に戻っていく。この変化は、千年単位でみても類を⾒ない、極めて急激な減少。

主な海外ビジネス展開支援策



主な海外ビジネス展開支援策

出展：「国土の長期展望」中間とりまとめ 概要（平成23年２月21日国土審議会政策部会長期展望委員会）

【我が国における総⼈⼝の推移（年齢3区分別】
○高齢⼈⼝が約1,200万⼈増加するのに対し、⽣産年齢⼈⼝は約3,500万⼈、若年⼈⼝は
約900万⼈減少。その結果、高齢化率は約20％から約40％に上昇。
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名目GDP年平均成長率
(2017-22)

世界全体 5.10%
アジア全体(※) 7.00%
     日本 2.10%
     中国 8.50%
     香港 3.70%
     韓国 4.10%
     台湾 2.90%
     ASEAN 8.30%
        シンガポール 3.20%
        インドネシア 9.60%
        マレーシア 9.60%
        フィリピン 11.90%
        タイ 3.70%
        ベトナム 7.80%
        カンボジア 8.50%
        ブルネイ 5.90%
        ミャンマー 10.70%
        ラオス 9.10%
    インド 9.90%

主な海外ビジネス展開支援策
【アジア各国の名目GDP成⻑予測 (IMF World Economic Outlook 2017年4月版)】
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【輸出企業が直面している商取引面での課題】
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主な海外ビジネス展開支援策

出展：中小企業庁
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主な海外ビジネス展開支援策

海外事務所

福岡アジア
ビジネスセンター
（福岡ABC）

海外ビジネス
訪問団派遣

©福岡県
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福岡県の海外事務所（４カ所） （その他業務委託２カ所）

香港

上海

バンコク

サンフランシスコ
（フランクフルト）

（ソウル）

主な海外ビジネス展開支援策
(1) 海外事務所

©福岡県

県職員が駐在
業務委託
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海外事務所のビジネス支援

① 経済情報等の収集・提供

② 現地企業の情報収集・提供

③ パートナー候補企業のリストアップ

④ 訪問先企業のアポイントメント

⑤ 企業訪問のアテンド など

主な海外ビジネス展開支援策
(1) 海外事務所

©福岡県

各事務所の連絡先・住所
http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/kokusai/zimusyo.html
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概要

名 称 福岡アジアビジネスセンター（略称：福岡ABC）
設置場所 福岡商工会議所ビル８Ｆ（6月25日に福ビルから移転）

（福岡市博多区博多駅前２－９－２８）
施設概要 セミナールーム、交流スペース、ミーティングルーム
体 制 常勤スタッフ4名、登録アドバイザー6２名
開 設 ２０１３年１月２３日
実 績 個別コンサルティング件数1,093件、成果件数141件

（開設以来の累計）

県内中小企業が積極的に海外展開できるよう、情報提
供から現地サポートに至るまでワンストップで支援

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

©福岡県
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機能

② 学習・交流

① 個別コンサルティング

③ ビジネスサポート

２ 主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

©福岡県
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機能① 個別コンサルティング

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

（分野別）1６名
・環境3、⾷品２、製造業１、⾃動⾞１、ＩＴ全般１、法律２、

会計１、流通1、ハラル１、eコマース2、HACCP1

（国別）国内20名、現地26名 計46名
・中国7、香港1、韓国２、台湾3、ベトナム7、タイ4、
・インドネシア２、ラオス2、ミャンマー3、カンボジア3、
・シンガポール3、マレーシア1、フィリピン2、インド１、
・バングラデシュ1、アメリカ３、イタリア１

登録アドバイザー
６2名
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機能① 個別コンサルティング

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

個別コンサル件数（平成３１年１月末現在）

形 態 販路開拓６割、現地進出２割、委託・提携・輸⼊２割

業 種 製造業４割、卸売・小売業３割、飲⾷・サービス業１割、
情報通信１割、その他１割

国・地
域

ASEAN４割、中国（香港含む）３割、台湾１割、その他２
割

成 果（平成３０年１２月末現在）

１，１８８件

１５３件（販路開拓１１２件、現地進出２６件、現地委託１５件）

■最近1年間の国別相談件数の伸び
中 国：２６３→２９６件（+３３件）
ベトナム：１３１→１５４件（+２３件）
米 国：５６→７３件（+１７件)
タ イ：８０→９５件（+１５件）
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《相談事例》

福岡アジアビジネスセンターへの相談事例

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

©福岡県

タイで⾃社製品の製造を委託する際の契約書の記載事項に
ついて、アドバイスをもらいたい。（⾷品卸売業）

ベトナムでの提携先を探している。現地企業との商談
アレンジやマッチングを依頼したい。(建築）

インドネシアへの製品輸出時のインコタームズ(貿易条件）
などの注意点を知りたい。（卸売業,小売業）

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社
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機能② 学習・交流
イブニングセミナー（20〜30名規模）

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

• 国や分野など具体的なテーマを設定
• 月に１〜２回、平日の⼣⽅に開催
• 既にアジア展開している企業や外国政府機関等

から講師を招聘
• セミナー＋交流会の構成で海外⼈脈作りを支援

©福岡県

グローバル経営者養成塾（25名）

• 海外展開に積極的な中小企業経営者が対象
• ケーススタディ、グループディスカッションを

通じて、海外展開に必要とする実践的な経営ス
キルを身に付ける。

• 9月〜11月の間の４日間で実施



お名前： 交流会（有料500円）の参加

会社名： □ 参加
部 署： □ 不参加
役 職： ※上記のどちらかの□にチェックをお入れください。

お申し込みは本状に必要事項記入の上、ＦＡＸ：０９２－７１０－６１９６に直接送信頂くか、
上記必要事項をe-mail: info@ｆ-abc.orgまで送信下さい。

又、当センターホームページ、http://www.f-abc.org からもお申込み頂けます。

申込書(定員30名:先着順)

第

155 福岡アジアビジネスセンター

お問合せ先： 福岡アジアビジネスセンタ- TEL 092-710-6195

Evening Seminar
回

海外進出、リスク管理は万全ですか？
～安全対策のノウハウを学ぶ～

2019.3.11[月]
会 場： 福岡アジアビジネスセンター
（福岡市博多区博多駅前２丁目９－２８

福岡商工会議所
ビル８階）

第1部
PM5:00-6:00 第2部

PM6:00-7:00

無料 希望者のみ¥500

Seminar セミナー Networking 交流会

有料

お飲み物と軽食をお出しして行う立食形式の交流
会です。
講師や参加者皆様の情報交換の場として開催し
ております。

海外進出、リスク管理は万全ですか？
～安全対策のノウハウを学ぶ～

ALSOK（綜合警備保障株式会社）
顧問

四宮 信隆 氏

-日本企業が多数進出する東南アジア等で起こり得るリスク（社内犯罪や事件・事故）と対策を学ぶ-

海外進出する日本企業において、現地の従業員や業者
による金品・情報の持出し等の会社内で起こる犯罪や、
日本人駐在員が思わぬ事件・事故に巻き込まれるという
問題は数多く発生しています。
今回は、海外でのリスク管理や安全対策についてご経験
豊富な 綜合警備保障株式会社 顧問 四宮 信隆氏
よりお話を伺います。

【講師】 ALSOK（綜合警備保障株式会社）
顧問 四宮 信隆 氏

【略歴】
元在ポルトガル日本国大使館 特命全権大使 元在ドミニカ共和国日本国大使館 特命全権大使
元在モントリオール日本国領事館 総領事 元在マルセイユ日本国領事館 総領事
元在イタリア日本国大使館 公使 元在サウジアラビア日本国大使館 公使 現海外事業本部 顧問（海外進出企業支援等）

＊定員を上回った場合。申込み締切日の前にお申し込みを打ち切らせて頂く場合がございますので、
予めご了承ください。

ＱＲコードからも
(お申込ページ)
お申込頂けます!!



御社名

御住所

御電話 ＦＡＸ

御担当者 所属・役職

メール

ご希望時間帯
（○をお付け下さい。）

1)13：00～13：50 2）14：00～14：50 3)15:00～15：50 4)16:00～16：50

お聞きになりたい内
容

具体的にお書き下さい。

Business Consultation

海外ビジネス法務個別相談会

福岡アジアビジネスセンターの法律アドバイザーの田中雅敏弁護士をお迎えして、
海外ビジネス法務相談会を下記の通り開催致します。 （担当弁護士が変更になる場合もございます。）

対象：海外とのビジネスをお考えの経営者、担当者の方。

お申し込みは本状に必要事項記入の上、ＦＡＸ：０９２－７１０－６１９６に直接送信頂くか、
下記必要事項をe-mail: info@ｆ-abc.orgまで送信下さい。

又、当センターホームページ、http://www.f-abc.org からもお申込み頂けます。

明倫国際法律事務所

代表弁護士

田中 雅敏氏
田中雅敏氏略歴
企業法務、労働法務、国際業務、契
約関係等を幅広く扱う福岡の明倫国
際法律事務所、 代表弁護士。
アジアを中心とする国際的なネット
ワークを活用し、日本から中国やタイ、
シンガポール、ベトナム、その他ASEAN
諸国に展開する企業の支援に関して
豊富な実績を持つ。
慶応義塾大学卒 平成11年4月 弁
護士登録 平成13年3月 弁理士登
録
平成22年1月 明倫国際法律事務
所 （旧明倫法律事務所）設立

1 第1部 13:00 ― 13:50

2 第2部 14:00 ― 14:50

3 第3部 15:00 ― 15:50

4 第4部 16:00 ― 16:50

相談時間枠 1部枠(50分間)定員1企業となります。

福岡アジアビジネスセンター
（福岡市博多区博多駅前２丁目９－２８ 福岡商工会議所ビル８階）

2019.3.14[木]

参加費
無料

お問合せ先： 福岡アジアビジネスセンタ- TEL 092-710-6195

士業、コンサルティング企業様からのお申込みは、
原則としてお受けいたしません。

ＱＲコードからも
(お申込ページ)

お申込み頂けます!!
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機能② 学習・交流

越境ECを活用した海外輸出支援

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター

• 越境ECの実践を通して効果的な商品ＰＲやマーケティングなど、専門
家による伴走型支援

• Amazon等の既存の越境ECインフラを活用して、実際に商品を海外に
販売

• 各参加企業が取り扱う商品を海外購⼊者に対し、実際に越境ECモール
で販売し、売上アップを目指す。

©福岡県

• 事業を通じて知識と経験を積み技術を身に
付け、参加企業⾃ら越境ECの⾃⽴運営で
きるよう導く。

• 【平成30年度】11月下旬から3月の間で
実施
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機能③ ビジネスサポート

現地輸⼊業者等を招聘しての商談会開催
などによる、海外への販路開拓等を支援

©福岡県

商談会・個別のビジネスマッチング等

イタリア⼈バイヤーと県内企業との商談
会を2018年3月に開催→成約6社

主な海外ビジネス展開支援策
(2) 福岡アジアビジネスセンター



21

県内企業によるビジネスミッション団を構成し、県が現地関係機関と連携して
共同で現地企業との商談会やビジネス交流会、企業訪問等を実施。
◆これまでに県が培ってきた現地政府機関等との信頼関係を最⼤限に活用
◆経営者同⼠の交流を軸とした経済関係強化を図り、ビジネス成約の確度を

高める
【内容】

商談会／現地企業訪問 等

主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

《平成30年度の取組み》
○ 中国（深セン）

時 期：平成30年10月
分 野：ベンチャー企業

（IT・ものづくり等）

©福岡県

○ タイ
時 期：平成31年1月
分 野：全業種

平成26年から実施

○ インドネシア
時 期：平成31年3月
分 野：農業ビジネス
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇中国（深セン）

■日程：平成30年10月28日〜31日
■参加企業数：10社
■対象業種：ＩＴ、ベンチャー
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇中国（深セン）

■ピッチイベント

■各社のビジネスプランをＰＲ

■ピッチ後は個別商談会
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇中国（深セン）

■視察：電気街

■視察：ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業

■視察：ﾃﾝｾﾝﾄ本社
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇タイ

■日程：平成31年1月27日〜30日
■参加企業数：16社
■対象業種：全業種
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇タイ

■タイ商工会議所(TCC）訪問

■ネットワーキング
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇タイ

■タイ工業省訪問

■タイ投資委員会(BOI)訪問



©福岡県 28

主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇タイ

■市場視察(ｱｲｺﾝｻｲｱﾑ）

■市場視察(ｱｲｺﾝｻｲｱﾑ）
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主な海外ビジネス展開支援策
(3) 海外ビジネス訪問団派遣

〇タイ

■ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ視察

■日系企業視察
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■東京の⼤使館、⼤阪の総領事館に次いで日本で
3番目の拠点を福岡に開設。

《記念セミナー開催》

主な海外ビジネス展開支援策
(4) トピックス

①タイ総領事館開設（2018年10月1日）
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2018年

①タイ国福岡総領事館の開設

②タイ国政府観光庁福岡事務所を再開
2018年

交流拡大

主な海外ビジネス展開支援策
(4) トピックス

①タイ総領事館開設



例）ベトナム総領事館設置による効果（2009年4月）

©福岡県 32

輸⼊額の増加

輸出額の増加

ベトナムへの進出企業の増加

留学⽣数の増加

在福岡ベトナム⼈の増加

ベトナムからの⼊国者の増加 12倍

19倍

54.6

倍

2.3

倍

5.2

倍

2.6

倍

2008年 1,734人 → 2017年 21,215人

2008年 600人 → 2017年 11,615人

2008年 71人 → 2017年 3,877人

2008年 466億円 → 2017年 1,109億円

2008年 275億円 → 2017年 1,444億円

2008年 9社 → 2017年 23社

主な海外ビジネス展開支援策
(4) トピックス

①タイ総領事館開設
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主な海外ビジネス展開支援策
(４)トピックス

②ワンストップ海外展開相談窓⼝ 開設

■福岡ABCは今年6月25日より、JETRO福岡と共に福岡商工会議所
ビルに移転
■この機をとらえ、海外展開支援機関５団体が連携し、「ワンスト
ップ海外展開相談窓⼝」を設置。



海外展開を希望する企業が、複数の
支援機関に足を運ぶことなく

「ワンストップ」で、企業進出・
販路開拓・貿易実務⼿続まで、
海外展開で直面するあらゆる課題について相談できる
窓口です。

専用HPフォームにて
相談希望日、内容を
記入し、お申込み。

各機関で課題を共有し、
各事業を活用した

支援内容をご提案。

5支援機関で
継続的なサポート。

※対象：九州に所在する企業

ワンストップ海外展開相談窓口 福岡 検
索専用HP：

お問い合わせ：092-710-6199（受信専用番号）

ご相談のポイント！

まずは⾃社で現時点不足している課題（計画づくり・
マーケティング、商品開発、物流構築、マッチング）を
明確にしていただくことが重要です。

※事前予約制



ご清聴ありがとうございました。
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