
Ir ′ヽ   て、

かながわ経済新聞との共催による新企画の
「経営者インタビューシリーズ」で、編集長のインタビューに答え、経営課題を深堀 します。
日 時 7月 23日 (木)18:30～20:30    会 場 閉プロフェッショナルネットワーク会議室

横浜市神奈川区鶴屋町 2丁 目17-1岩崎学園ビル 3階
主 催 横浜売れるモ ノづ くり研究会 。かながわ経済新聞 イオクロマ ト代表 木下代表の寸評があ りま した

"

Tt員 2人で年商 4億円"を 叩 きだす、電子部品商 r■ .株式

会祀 トラス トコンポーネンツの村上一秋祀長 (2014年
3月 号掲載)を講師 としてその特異な経営姿勢を披露。

創業以来、増収増盆の成長を続け、社員数 2名 を強みに

、同業者 とも差別化。今回はかながわ経済新聞 千葉龍

太社長に村_L社長へのインタビュー形式で、 「中小企業
がいかにモノを売ってい くかJのポイン トを熱弁。

【興味あるポイント】 :①事業を「産業用コネクターJに特化。②国内メーカーではなく、海外メーカー (韓国・スイス
etc)と のコラボを実現 ③日本のマーケットの要求品質基準を事前に提示 ④市場の対象メーカーは上位 1～3位に絞る ⑤
財務基準を厳守 :損益分岐点を低く、減価償却は 1年を厳守、自己資本比率 50%以上をキープ 等など。
参加者も質疑を通して経営課題を共に考えます。今後 2ヶ 月に 1回の開催を予定。→次回 は 9月 24日 の予定です。
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○場 所 : 横浜市市民活動協同オフィス (桜木町)4階 セミナールーム 2

0出席 : 会員 13名 のHl席がありました。
○内容 :猪狩代表よりの KIRCの活動状況の報告がありました。
・7/23 売れるモノづくり研 ミニセミナーの開催予定 (新規企画)

・9/15 海事研セミナー・ IDECと の共催 (2団体主催)詳細は下段参照
。ジャィカ、ジェ トロの支援活動の紹
・横浜・川崎 両商工会議所の講演会出席報告 (テ‐ :ド ローン・自衛隊装備品)

。その他の報告があり、会員各位との情報交換の場として有意義な時間でした。

中小企業の今後のタイ・ベトナム展開を考える
にタイ・ベトナムのレンタルエ場 最新事情 !～

別紙募集チラシを参

【曰時】平成27年 9月 15日 (火) セミナー14:00～ 17:00 企業交流会17:00～ 18:30
【会場】横浜情報文化センター6階 情文ホール(横浜市中区日本大通り11)

●セミナー                               【「KIRC通信Jバ ックー
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出動向 景号→裁翠港竜計壁争
15:00～ 16:00☆市内企業の海外展開事例                  こちら>>  をクリ

い アルファ   代表取締役 川名 祥之 氏       パスワ~ド で保護さ

16:00～ 17:00★ タイ及びベトナムのレンタルエ場 最新事情～現地レンタルエ場運営から～

(タイ)タイコン インダストリアル コネクション社長 ヴィラバン プーンゲー 氏
(ベトナム)KlZUNA」 V会長 ドアン フォン ズン 氏

●企業交流会  17:00～ 18:30(講 師を囲んでの質疑応答/名刺交換)

【参加費】無料 企業交流会参加者のみ2,000円 (KIRC会員も 2,000円 )【定員】 100名  (事前申込制)

海外事業展開事例研究会 第 10ロセミナー開催 (9/15)の ご案内

8/20理事・業務委員拡大理事会
9/17理事・業務委員拡大理事会
10/15理事・業務委員拡大理事会
11/12社員総会 :会員参加 第 3期事業報告・第 4期計画承認
12/10理事・業務委員拡大理事会

硬 凛 巾 市民積 勁 栞 :可オ ノイス 円

電話 :09●27480832(代襄 猪狩)

メール :lkariOapricot ocn na lp

新規会員募集中上記までお問い合わせ下さい

るモノづくり研 ミニセミナー

枷 醍雪利曰獅法入



IDEC Yコネクトセミナー&企業交流会/KIRC海外事業展開事例研究会 共同開催

公益財団法人横浜企業経営支援財団 GDEC)は、市内中小企業が海外展開 (投資・貿易・技術提携)

を円滑に進めるため、「企業事例に学ぶ中小企業の海外展開」セミナー&企業交流会を開催します。
国内マーケットの縮小する中、企業は海外ニーズを求め、海外進出の規模の小規模化がすすんでい

ますLしかし進出後に採算がこれるだけの受注ができるのか、判断が難しいところがあります。
いまタイ、ベトナムの工業団地周辺にはどのような裾野産業が存在し、今後どのような技術や製品

が求められて<るのか。各分野の専門家や進出企業から話を同い、中小企業の今後の展開を考えます。
また、IDECの連携先であるレンタルエ場運営事業者から最新情報の提供とメッセージをいただきま

す。海外展開に関′いをお持ちの市内企業の皆様は、是非ご参加<ださい!

【日時】平成27年9月 15日 (火 )

セミナー/14:00～ 17:OO 企業交流会/17:00～ 18:30
【会場】 横浜情報文化センター6階 情文ホール (横浜市中区日本大通11)
【内容】

●セミナー
14∞～1500 ☆基調講演「タイ、ベトナムの投資環境と日系企業の進出動向」

三菱東京∪F」銀行 国際業務部部長 森下 善雄 氏
15∞～1600 ☆市内企業の海タト展開事例

(株)アルフア  代表取締役   川名 祥之 氏
16:00～ 17:00 ★タイ及びベトナムのレンタルエ場 最新事情～現地レンタルエ場運営から～

(タイ)タイコン・ インダストリアル・コネクション社長 ヴィラパン・プーングー氏
(ベ トナム)KIZUNA」∨会長 ドアン・フォン・ズン 氏

●企業交流会
17:00～ 18:30 (講師を囲んでの質疑応答/名刺交換)

[重贅雰1。響   C奏
筆商頑¥菱願難aを^acoo24こ

(事前申込制。海外事業に関心の高い中小製造業、卸売業、物流業等の企業を優先します。)
【主催】
(公財)横浜企業経営支援財団ODEC)、 NPO法人神奈川中小企業活性イヒセンター(KIRC)

【後援 (予定)】 ネ申奈川県、横浜市経済局、川崎市、(独)日本貿易振興機構 (ジェトロ)横浜貿易情報
センター、 (独)国際協力機構 (」ICAl横浜国際センター、国際機関日本アセアンセンター、横浜商工会
議所、川崎商工会議所、(公財)神奈′11産業振興センター、(公財)り |1崎市産業振興財団、(株)ケイエスピー

【協力】三菱東京UF」銀行
【申込方法】WttBサイトからお申し込みください。 htσ〃ШttvJdec orJp/kaigal

●お申込は ホームページから hffp://www_:dec or_j,/kal● al
●メールマガジン 横浜発グローバルビジネスニュースの量録はこちらから P

https://www idec_o7.ip/mmaga2ine/index.php
●お問合せ (公財〕横浜企業経営支援財団 国際 ビジネス支援部  TEL(045)225-3730

IDEC連携レンタルエ場とは・・・。
平成26年7月、市内中小企業のタイ・ ベ トナム進出の受け皿として、タイ・ タイコン、ベ トナム・ KlZ

∪N∧とlDECが提携 しました。バンコク・ スワンすプーム空港北隣にあるアジフエ業団地 (AIE)やホー
チミンに隣接するロンアン省のKlZ∪NAに、中小企業が進出しやすい500ぶ規模のレンタルエ場を用意
しています。IDECを通 じて入居すると、優遇賃料の適用や、進出支援サービスを受ける事が出来ます。



講師紹介

三菱東京UF」銀行 国際業務部部長
森下 善雄 (もりした 。よしお)

部等を経て
、2009年

アジア展開
をサポートするアジア業務開発室に立ち上げから従事。
2015年5月に帰国し現職。アジア・オセアニア担当カン2015年5月 に帰国
トリーアドバイザー。

株式会社アルファ 代表取締役社長
川名 祥之氏 (かわな 。よしゆき)

埼玉大経卒、1978年国産金属工業 (現アルフア)入社。
メキシコ、タイ、インド、米国等の子会社社長を歴任。
海外に通算17年滞在し、同社のグローノツレ化を促進。
2012年 6月から取締役常務執行役員。
2015年 4月社長就任。

TICON INDUSTRI∧ L CONNttCT10N社 長
∨irapan Pulges(ヴィラパン・プーングー)

米コロラド大学修士了。
2001年より欄エコインダストリアルサービス、TiCON
ロジスティクスパークい、上海TICONイ ンベストメントマ
ネジメントm、 TlcoNマネジメント船の取締役を歴任。
2013年より現職。バンコク周辺16箇所の主要工業国地

唇瞥是驚飛鷺籠象異
1万平米まで、約500本束のレンタフレ1工場

KIZUNA 」∨会長
Doan Hong Dung(ド ァン・フォン・ズン)

1995年以来、ホーチミン市、ロンアン省で、タンタオ
エ業国地、レミンスアンエ業団地、ロンハウエ業団地等の
倉」設、開発を成功させてきました。日系中小企業の需要に
あわせ、中小規模のレンタルエ場を建設してきました。
2012年、KIZ∪NAlレンタルサービスエ場をスタート。
現在、KIZUNA 2を開発し、日系中小企業のベ トすム進出
成功を支援しています。

ハ


