主催： 国土交通省 土地・建設産業局

国際課

中堅・中小建設企業のための

海外進出戦略策定セミナー
（インドネシア）

平成27年

火

時間：10:30~16:０0（10：00受付開始）
会場：浜松町 WTCコンファレンスセンター
(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル3階）

参加費：無料
対象者：経営者層・海外事業部担当役員
定員：30名程度（応募多数の場合はセミナー事務局にて人数
調整する場合があります)

申込方法：裏面申込書、またはインターネットから
お申込下さい
募集締切：4月30日（木）
海外進出戦略策定セミナーは、中堅・中小建設業に向け、海外進出のための事業計画策定のポイント
などをレクチャーするセミナー、インドネシアでの現地訪問、ビジネスマッチング、帰国後のフォロー
アップ面談などを通じて、各社の海外進出の戦略立案から事業計画に至るまでの一連のプロセスを一貫
して支援します。
今年度は、成長する東南アジアの中でもとりわけ大きな建設市場が広がるインドネシアへの進出戦略
策定を支援します。
インドネシアでは日系企業の施工現場の視察に加え、ジャカルタで開催される「日・インドネシア建
設会議」に参加頂き、自社・自社技術のプレゼンテーションの場や、現地建設企業等とのビジネスマッ
チングを行います。
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＜成長する東南アジア＞

～とりわけ大きな建設市場が広がるインドネシアへ進出を検討してみませんか！！～
高い経済成長が期待されるインドネシア
・インドネシアの人口（現状約２億５千万人）は、2070年まで増加する見込みがある
・インドネシアの人口構成は、ASEAN平均よりも若く2030年まで「人口ボーナス」
を享受（中間層の拡大と消費拡大）することが予測される

一方、高い経済成長の実現にはインフラの基盤整備と産業育成が課題（建設需要の拡大）
・海洋国家構想（港湾・湾岸開発等）・ジャカルタのみならず全国24箇所港湾開発関連建設需要の拡大
・MRT（大量高速鉄道）工事進行中・・円借款約1400億円供与合意、日系建設企業の活躍の場の拡大
・倉庫物流施設工業団地の開発・・・・日系企業の建設業・不動産業進出可能性は更に拡大

今後のインフラ整備、インフラ関連の周辺で建設需要（5年間約50兆円）が広がるものと予測されている
■カリキュラム
時間

プログラム

講師

10：00

受付開始

10：30

主催者挨拶

国土交通省土地・建設産業局

10：40

1.本プログラムの説明
2.インドネシアの経済情勢・投資環境
・インドネシア概要/特徴
・経済および日系企業進出動向
・消費市場
・ビジネスの課題
・新政権の方向性

事務局
独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）

11：30

3.インドネシアにおける建設業の活動状況
・日系建設企業の進出状況とインフラプロジェクト紹介
・中堅・中小建設企業の海外進出支援など

独立行政法人国際協力機構（JICA）

12：00

昼休憩

13：00

4.実例企業紹介/質疑応答
＜ローカル企業とのパートナーシップ構築の道＞
・ODA普及・実証調査事業によるインドネシア進出戦略
・チウリン川地下放水路建設工事JV奮戦記

株式会社イセキ開発工機
国際部 課長代理 脇田

＜海外進出の際の留意点・事業構築の方法について＞
・インドネシア進出への背景・考え方
・インドネシアでの建設業経営の課題について

三宝電気株式会社
取締役管理室長兼海外事業部統括部長
嘉納 秀樹氏
中小企業診断士
鐘江 敏行氏

15：00

5.インドネシア視察訪問における調査ポイント
失敗しないためのインドネシア建設市場への進出準備と現地
調査/質疑応答

15：10

6.訪問団スケジュール・参加要領質疑応答

事務局

16：00

閉会

11：20

13：40
13：50

国際課

智晴氏

■講師紹介
株式会社イセキ開発工機
国際部 課長代理
脇田 智晴氏

ＪＩＣＡの普及・実証事業を活用してインドネシアへ進出し、平成26年1月ウィジャカリヤ（イン
ドネシア企業）とのＪＶにて「ジャカルタ特別州チリウン川地下放水路建設事業（約16億円）」の
受注に成功する。
インドネシア進出への国内での戦略企画及びＯＤＡ事業の獲得に向けて主導的な役割を担った。

三宝電機株式会社
取締役管理室長
兼海外事業部統括部長
嘉納 秀樹氏

三宝電機(株)は国内取引企業の海外進出やプラントの海外輸出の際、現地工事の設計、現地施工等
を行う。同社は日系製造業やプラントエンジニアリング会社を主な顧客として18年のインドネシア
事業の歴史をもつ。嘉納秀樹氏は現在、海外事業部統括部長として国内からインドネシアを含むア
ジア３拠点の事業の統括責任者をおこなう。

鐘江 敏行氏

中小企業診断士。ゼネコンで25年の海外事業を経験した後に独立。中小建設企業、専門工事業の海
外展開を積極的に支援している。

■インドネシア訪問団参加相談会（ウェブ会議）

セミナー終了後、下記要領にて訪問団に参加検討企業のためのウェブ会議を開催します
・日程：5月14日(木)、15日(金)
・方法：提出頂いたエントリーシートをもとに、ご相談にお答えします
・準備：カメラ・マイク内蔵パソコンまたはウェブマイク、外付けカメラ
※時間などについては、セミナー当日、相談会申込書にてご案内します
※日程のご都合の悪い方は、ご相談下さい

インドネシア訪問団

平成27年6月15日(月) ～ 19日(金)

■期間：
平成27年6月15日(月)～6月19日(金)＜6月14日(日)夕刻までにジャカルタへお入り下さい＞
■対象者： 真剣にインドネシア進出を考えている中堅・中小建設企業の 経営者・海外事業部役員
（経営者をサポートするご担当者）
■定員：
20名程度（渡航往復費用・宿泊費・飲食代・保険等は自己負担）
参加費
■募集要件：1.自社の会社紹介（日本語・英語）を提出すること
無料
2.本訪問団の一連の行程に参加すること ※16日(火)は参加必須
3.帰国後、インドネシア進出策定計画書を提出すること（アドバイスあり）
※但し、応募者多数の場合、5月12日(火)海外進出戦略策定セミナー参加者を優先します
■申込方法：5月12日(火）以降事務局HPよりエントリーシートをダウンロードしてメールにてお申込み下さい
■訪問先：（訪問先・日程・行程は交渉・調整中のため、変更する場合があります）
日程

訪問先（ジャカルタ市内・近郊）

狙い

6月15日
（月）

午前：移動
午後：日系工業団地
㈱マリモ「日系企業向けサービスアパート」
（デルタマスシティ）

現地の日系企業向け不動産事業の状況と建築物
の仕様を視察調査する

6月16日
(火）

午前：日・インドネシア建設会議

インドネシアの建設業経営に係る行政の動向や
規制（障壁）の状況を確認する

午後：ビジネスマッチング

現地進出するためのパートナー候補となるロー
カル企業とのビジネスマッチングを行う

午前：インドネシア投資調整庁

外資受入の姿勢や建設業が進出するための規制
などについて確認する

午後：PT.KAJIMA INDONESIA
建設プロジェクト現場見学

先行進出日系建設企業からインドネシアでの経
営環境の情報を確認し、現地工事の状況を視察
調査する

午前：(株)イセキ開発工機事務所・建設現場

インドネシア公共工事の受注のための要素や
ローカル企業として日系建設企業へ期待する技
術を確認する

6月17日
(水）

6月18日
(木）

ウィジャカリヤ（ローカル建設企業）

6月19日
(金）

午後：BINUS大学

現地人材の採用について大学側・学生と情報交
換する

午前：JICAジャカルタ事務所
JETROジャカルタ事務所

現地の投資環境や経済事情、日系企業が進出先
で確認すべき一般情報のアップデートを行う

午後：三宝電機㈱

先行して進出した企業の幹部より営業・施工に
関わる情報の確認を行う

■訪問団参加の４つの魅力
魅力その１：日・インドネシア建設会議への参画
日本政府とインドネシア政府間が進める日系建設企業の活動環境整備に関する情報をリアルタイムで持ち
帰ることができます
魅力その２：自社保有技術のPRとビジネスマッチングへの参加
日・インドネシア建設会議で自社の持つ優れた製品や技術を現地ローカル建設企業の経営者にプレゼン
テーションすることができます。建設会議と併せてビジネスマッチングのセッションで現地パートナーと
出会えるチャンスがあります
魅力その３：日本の建設企業へ就職を希望する学生との交流会
BINUS大学は、インドネシアの私立トップレベルの大学です。建設系学生と大学関係者との交流会にて
学生の職業観などに触れることができます
魅力その４：訪問団に参加する企業同士の仲間づくり
同じ目標を持つ者同志のネットワークを構築し情報交換できます

インドネシア進出策定計画支援

平成27年7月～平成28年２月
無料

・訪問団帰国後、各社にてインドネシア進出戦略のご検討結果を11月にレポートしていただきます
・計画策定にあたり、7月、10月に１回１時間程度のウェブ会議によるアドバイスを実施いたします
・最終的なフォローアップ会議(ウェブ会議)は平成28年2月に行います

5月12日(火)海外進出戦略策定
セミナー参加申込書

ＦＡＸ
03-3952-0430
FAX

本申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたはインター
ネットからお申込み下さい。
5月7日頃に受講券を送付いたします。

wｅｂ

ニッコン建設

申込日： 平成

年

月

日

フリガナ

http://www.niccon.co.jp/kensetsu/gbl/141015.html
貴社名

フリガナ

役職

参加者氏名①

年齢

フリガナ

役職

参加者氏名②

年齢

許可業種

従業員数

年間完工高

資本金

〒
住所

FAX

電話
連絡先

e-mail

※アドレスは必ずお書き添え下さいますようお願いいたします

参考までに、チェック ☑ を入れてください。
□ 6月15日(月)～19日(金)のインドネシア訪問団に参加希望
□ 5/12（火）海外進出戦略策定セミナーに参加後、訪問団参加を検討
ご記入いただいた個人情報は、本セミナーおよび個別相談の運営に関する確認･連絡のためにのみ使用いたします。
法令に基づく場合などを除き、第三者へ提供することは一切ありません。

主催：

国土交通省 土地・建設産業局国際課

セミナー事務局（お申込み・お問合せ先）：
（株）日本コンサルタントグループ 建設産業研究所担当：加藤

TEL：03-3950-1178

e-mail :

kensetsu@niccon.co.jp

FAX：03-3952-0430
URL：

http://www.niccon.co.jp/kensetsu/gbl2015/

