ＳＷＢＳ海外販路拡大相談会

出展者一覧

社名

No

支援カテゴリ

対象国

出展概要
ポリスターは貴社の海外事業部になります！貴社商

1 株式会社ポリスター

商社

中国

品を中国市場でプロモーションや情報管理、申請手
続きのサポートまで致します。
情報発信プラットホーム「JAPAND」で、世界から

2 菱沼貿易株式会社

商社

ASEAN、欧州、その他英語圏 引き合いを入手！商社である菱沼貿易が引合い対応
から取引までサポート。
自社店舗、日系百貨店およびローカルスーパー等に

3 ふぁん・じゃぱん株式会社

商社

マレーシア

売り場を持っているため、テストマーケティングや
販路開拓を実施できます。

4 株式会社仲山商事

商社

5 太洋物産株式会社

商社

中国・マレーシア・シンガ
ポール・タイ

東南アジアの日系企業（百貨店）を中心に、日本製
の雑貨、陶磁器、ガラス類、工芸品、インテリア用
品等を輸出しております。

南アフリカ及び、U.A.E.サウ

貴社商材の中近東、アフリカへの進出展開を船積み

ジアラビアなど中近東諸国

業務から、現地での販売までお手伝いします。

得意業種
全業種対応／特に化粧品、日用
品

全業種対応

全業種対応／特に食品・化粧品
に強い
食品以外全種類対応、国産鉄瓶
急須の白（カラー）、チタン商
品、歌舞伎の隈取柄の商品、錫
（大阪）、国産パジャマ、お守
電気、機械、セキュリティー

当社は香港の上場企業であるCITDと日本ユニシスの
6 CITD JAPAN株式会社

商社

中国、香港

合弁企業です。両社の企業ネットワークを活用し課
題を解決いたします。
日本の四季とそれに伴う本物の旬の商材を創造的に

7 株式会社藤生

商社

シンガポール、マレーシア

提案、提供。現地にて日本人専門ｽﾀｯﾌによるｻﾎﾟｰﾄ支
援、企業です。

8 ミカサ通商株式会社

商社

東南アジア、EU諸国、北米

貿易業を通じてメーカー様の海外の得意先様と物
流・決済条件・英訳契約書など折衝を致します。
ハノイに現地法人あり。日本人が常駐しサポート体

9 株式会社ファーストシステムコンサルティング

商社

ベトナム

制は万全です。法人設立、会計処理、人材紹介等及
び多様業種対応可能です
日本のクラフト商品を販売するLAのショップを基盤

10 株式会社トランセント

商社

米国

全業種対応

農産物（青果物、農産物に関す
る一時加工品）
食品（酒類、和牛）カバン、生
活雑貨（傘、カトラリー、陶
器）
全業種対応可能です。
ECサイト、エステサロン、繊維
業、製造業、ソフト開発、人材紹介
に実績があります

に、海外で累計10億円以上販売するブランド構築の 全業種対応/特に雑貨に強い
実績を持つチームが支援。
中国向け越境ＥＣに載せる食品を探しています。EC

11 全日空商事

商社

中国

サイトで魅力を表現できる商品をお持ちの方お待ち

取扱商材

食品

しています。
弊社はアジアを中心に世界161ヶ国、約6万1千人の
12 ワークシフト・ソリューションズ株式会社

13

株式会社ピンポイント・マーケティング・ジャパ
ン

14 SKY ELEPHANT INC

販路開拓支援

アジアを中心に世界161カ国

海外在住者の登録を持っていて日本からネット経由
で直接仕事依頼できます。
17年に渡り日米に拠点を設け300社以上をコンサル

販路開拓支援

北米

ティング。JETROや商工会議所等公的機関からも評
価されています。
北米法人ならではの現地ネットワークを利用し効率

販路開拓支援

北米

的な販路開拓をご提案！北米展開のファーストス

全業種対応

全業種対応/特に技術説明が必要
な産業材に強み

全業種対応

テップを低予算で実現します。
インドで貴社製品を展開してみませんか？インドの
15 株式会社テリメリ

販路開拓支援

インド

ＥＣサイトに貴社製品をのせるサービスを始めまし

全業種対応

た。テスト販売もお手伝い。
16 大和國際通産有限公司

販路開拓支援

台湾

台湾に拠点を持ち、5年以上営業しております。台湾
進出に関わることは是非ご相談願います。
ゼロからのインドネシア、必要なもの全てご提供可

17 サリカ株式会社

展示会・商談会支援

インドネシア

能です。美容業界（化粧品等）支援実績No1、他業
界も多くご支援しております

18 株式会社ニーズアーチ

19 株式会社ファナフランス

20 ジェイグラブ株式会社

21 株式会社ペンシル

海外小売・テストマーケ
ティング
海外小売・テストマーケ
ティング

越境EC（B to C)

越境EC（B to C)

越境EC（B to C)

越境EC（B to B)

等）

海外展開前に国内で外国人の意見やアイデアが得ら

ンドネシア、ベトナム、タイ、シン

れます。貴社サービス/商品が本当に外国人に売れる Japan商材、伝統工芸品、外国

ガポール、マレーシアなど）

のか、徹底検証致します。
EPA実質合意で注目される欧州市場進出。当社は欧

人向けのお土産などに強い
全業種対応（テストマーケティ

フランス

州市場の中心、フランスでのテストマーケティング

ングに関してはプロダクツに主

米国、欧州、台湾、香港、タイ、マ

をお手伝いしています。
対応）
越境ECって何？どうやって事業開始したらいい？と 全業種対応／特に二次流通品、伝統工

レーシア、シンガポール、インドネ

お悩みの事業者に越境ECのプロがよろず相談を1社

シア、フィリピン、オーストラリア

ニメ、スポーツ用品に強い
30分無料実施します！
健食・コスメEC支援で多数の成功事例あり。調査・

台湾

広告・制作・運用・物流をワンストップで提供。日

英語圏

ング、インフルエンサー他、最新動向に合せて戦略
を練っていきます。
世界最大のBtoBマッチングサイト「アリババドット

23 アリババ株式会社

美容業界（化粧品・健康食品

全世界（特に欧米、韓国、中国、イ

本のおもてなしを海外にも。
1万円から始める海外展開。小規模テストマーケティ
22 株式会社BizitJapan

全業種対応

全世界

コム」に出展して海外の取引先を開拓したい中小企

全業種対応／特にMade in

芸品、コスメ、J-POP、コスプレ、ア

健康食品・化粧品に強い

日本製品。ギフト用品。自然派
化粧品。他

全業種対応

業をサポート致します。
世界中からバイヤーが集まる卸専用の越境BtoBマー
24 株式会社ラクーン

25 エイグローブ株式会社

越境EC（B to B)

アジア、ヨーロッパ、北米

ケット。 翻訳も輸出手続きも不要！スピーディーな アパレル、雑貨全般(食品除く)

アメリカ、ベトナム、インド

海外展開が可能です。
何から始めればいい？という中小企業向け。メイド

海外バイヤーマッチング ネシア、タイ、シンガポー
ル、ドバイ
シンガポール・タイ・中国・インドネシ

26 ビンテージアジア経営者クラブ株式会社

27 COUXU株式会社

海外バイヤーマッチング

ア・マレーシア・台湾・ベトナム・香
港・フィリピン・カンボジア・ミャン

インジャパンを海外バイヤーに直接売り込むお手伝
い。通訳チャットで英語不要。
シンガポールを拠点に、日本国内で唯一の低価格＆
定額で中小企業の海外事業のアウトソーシング・販

マー、アメリカ、イギリス

路開拓をサポート致します。

香港、シンガポール、台湾、

海外2000企業のネットワークを構築し、アジア圏で

海外バイヤーマッチング ベトナム、ミャンマー、タ
イ、インド、マレーシア

お茶、食品、釣り具、ギフト

の小売商材の販路開拓を支援。上記地域の近代的小
売店80％をカバー

全業種対応／特に医療に強い

全業種対応/特に小売消費財に強
い

社名

No

支援カテゴリ

対象国
米国、ベトナム、フィリピ

28 サードフォース株式会社

ハンズオン支援

ン、マレーシア、シンガポー
ル、タイ、ドイツ、オースト
リア、イタリア、オランダ等

29 サイエスト株式会社

ハンズオン支援

出展概要
助言・コンサルに加えて、貴社社員に代わり販路開
拓実務を担います。海外代理店・提携先などのパー

31 三富株式会社

32 株式会社ジェイシーズ

ハンズオン支援

ハンズオン支援

アジア全域・ヨーロッパ・北

3800名を超える海外事業経験豊富な専門コンサルタ

米

ントが、貴社実務担当者として事業を推進します。

ハンズオン支援

シンガポール、ASEAN、中国 ローバルに乗り出すユニークな２段階マーケティン

中国、台湾、シンガポール、
マレーシア、タイ
北米、欧州、アジア・パシ
フィック

業種を問わず対応致します。

トナー開拓に強みがあります。

シンガポールをラウンチパッド（発射台）としてグ
30 i2P Ventures

得意業種

グを提案し一緒に伴走します。
国際展示会の追客営業、中国企業との価格および契
約条件交渉、輸出手続きまで中国ビジネスのあらゆ
る営業ニーズに対応します。
結果にコミットするハンズオン型コンサルティング
とワンストップ・サポートが「小さいけれど、グ

全業種対応

IT、エレクトロニクス、ソフト
ウエア、部品産業その他
産業機器、機械、原材料など、
工業製品に強いです。

全業種に対応

ローバル」をお約束します。
市場調査を専門とし、様々な業界で実績多数。バイ

33 B&Company株式会社

ハンズオン支援

ベトナム

ヤーへのヒアリング、レポート作成、視察アレンジ

全業種対応/B2B業種も得意

等、予算に併せた提案が可能
34 オフィス・アストレックス(Office ASTREX)

35 株式会社ksnコーポレーション

36 アイディーテンジャパン株式会社

37 海外ＰＲ戦略研究所

38 Meeting Force

39

40

独立行政法人
日本貿易振興機構(JETRO)
独立行政法人
中小企業基盤整備機構

ハンズオン支援

ハンズオン支援

ＰＲ販売支援

ＰＲ販売支援

ＰＲ販売支援

アドバイス

インドネシア、ベトナム、タ

３年で売上5倍の実績！アジアでの実務・支援経験は

イ、マレーシア、シンガポー

２０年超。BtoB製品のアジア販路開拓・売上拡大な 製造業／B to B製品

ル、フィリピン、台湾、中国

ら私達にお任せ下さい。
弊社はドバイで自社製品の卸売や、日本洋菓子ブラ

全業種対応

中東、アフリカ、インド

ンドのシャトレーゼを運営しています。実業の経験

特に、食品及びBtoB商材全般に

アメリカ、イギリス、フラン

を踏まえ、ご支援致します。
作り手の負担を軽くし手間を減らし地域が誇る地域

ついて強い
地域コンテンツ全般（ものづく

ス、イスラエル、パレスチ

産品のストーリーを世界に届け継続的な実売を強化

り、伝統工芸品、酒、茶、食、

ナ、台湾、香港、タイ等

する地域創生サービスのご提供
販路拡大の成否は「伝え方」で決まります。英字新

等）

アメリカ

聞出身の代表が“メディアが取材したがる視点”で商 製造業、サービス業

中国

全世界

品＆情報設計を支援します。
・コンサル会社や広告代理店が出来ない中国現地で

全業種対応／特に食品・酒・化

の企画を具体的に実施・現地で営業や人的代行業務

粧品・日用品・嗜好品・旅行

・中国B3C直接アプローチ企画
世界約70ヶ所以上の海外ネットワークと、多様な

など(除く

サービスを取りそろえ、日本企業の皆様の海外ビジ

全業種対応

ネス展開をサポートします。
海外展開に関するご相談に「無料で」「何度でも」
アドバイス

全世界

応じる、国際化支援アドバイス制度の出張版です！
お気軽にお立ち寄りください。

全業種対応

産業機械系・IT系)

