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①海外業務 (2019年1月更新)

日本語学校の運営 インドネシア 学校運営 インドネシアの語学学校運営 対象国での学校運営に参画。 2018年12月より1ヶ月 2018年12月より1ヶ月

平成30年度天皇陛下誕生日レセプションへの出展 シンガポール 海外展示会出展支援 在シンガポール日本国大使館 気仙沼の水産加工品を来賓者へ提供。 2018年12月より1ヶ月 2018年12月より1ヶ月

Loving Heart MSCでの美容チャリティイベント主催 シンガポール 海外イベント主催 埼玉の美容サロン 対象国での主催イベントの支援。 2018年12月より1ヶ月 2018年12月より1ヶ月

札幌市IT企業のシンガポール視察受託 シンガポール 自治体支援 JETRO北海道 対象国の最新AI、IoT技術に関する視察と参加企業との商談会の設
定 2018年11月より2ヶ月 2018年11月より2ヶ月

山口県商工労働部のシンガポールプロモーション受託 シンガポール 自治体支援 山口県商工労働部 対象国と発注者との商談会アレンジと事前事後フォローの実施 2018年11月より2ヶ月 2018年11月より2ヶ月

京都女子大学の研修主催 シンガポール 学校支援 大学 対象国への視察旅行の支援 2018年11月より1ヶ月 2018年11月より1ヶ月

化学洗剤メーカーの販路開拓
シンガポール
インドネシア
マレーシア

海外市場調査/海外販路開拓 山口の洗剤メーカー 対象国に対し発注者の製品の販路開拓を実現するための市場調査
、ブランディング、マーケティング等を全面的にサポート。 2018年10月から3ヶ月 2018年10月から3ヶ月

天然素材洗剤メーカーの販路開拓
シンガポール
インドネシア
マレーシア

海外市場調査/海外販路開拓 山口の洗剤メーカー 対象国に対し発注者の製品の販路開拓を実現するための市場調査
、ブランディング、マーケティング等を全面的にサポート。 2018年10月から3ヶ月 2018年10月から3ヶ月

美容メーカーの新商品開発
ベトナム
シンガポール
中国

基礎調査 東京の化粧品メーカー 対象国に対し、日本で開発した美容液市場があるかどうかの調査
と、越境EC及びサロン展開の戦略立案を担当。 2018年10月から10ヶ月 2018年10月から10ヶ月

美容サロンの技術移転 シンガポール 海外市場調査/海外販路開拓 埼玉の美容サロン 対象国へ日本のヘアメイク技術を教え、現地のへメイク技術の向
上に寄与する事業のマスタープラン策定と遂行を実施。 2018年9月から4ヶ月 2018年9月から4ヶ月

地ビールの販路開拓 シンガポール 海外市場調査/海外販路開拓 埼玉県のビールメーカー 対象国での販路開拓を支援。 2018年8月より5ヶ月 2018年8月より5ヶ月

MEDICAL MANUFACTURING ASIA 2018への出展 シンガポール 海外展示会出展支援 東京の磁気治療器メーカー 対象国での展示会出展を支援。 2018年8月より1ヶ月 2018年8月より1ヶ月

POS分析サービスの市場調査と販路開拓 シンガポール 海外市場調査/海外販路開拓 東京のICT企業 対象国でのビッグデータの利用状況の調査と、発注者のPOSデー
タ活用サービスの販路開拓を実施 2018年4月より8ヶ月 2018年4月より8ヶ月

自動車学校の技術移転
ベトナム
インドネシア
インド

海外市場調査/海外販路開拓 埼玉の自動車教習所 対象国へ日本の自動車教習所技術を教え、現地の運転技術の向上
に寄与する事業のマスタープラン策定と遂行を実施。 2018年4月から8ヶ月 2018年4月から8ヶ月

水産加工組合の販路開拓 シンガポール 海外市場調査/海外販路開拓 宮城の水産加工組合 対象国に対し発注者の製品の販路開拓を実現するための市場調査
、ブランディング、マーケティング等を全面的にサポート。 2018年3月から10ヶ月 2018年3月から10ヶ月

ライスワインサングリアの販路開拓 シンガポール
インドネシア 海外市場調査/海外販路開拓 神奈川の飲料メーカー 対象国に対し発注者の製品の販路開拓を実現するための市場調査

、ブランディング、マーケティング等を全面的にサポート。 2018年1月から10ヶ月 2018年1月から10ヶ月

宝石メーカーの販路開拓 シンガポール 海外市場調査/海外販路開拓 三重の宝石メーカー 対象国での販路開拓を支援。 2017年5月から1年6ヶ月 2017年5月から1年6ヶ月

磁気治療器メーカーの販路開拓と治療器サロンの運営 シンガポール 海外市場調査/海外販路開拓 東京の磁気治療器メーカー 対象国での磁気治療器サロンの展開を支援。 2017年3月から1年8ヶ月 2017年3月から1年8ヶ月

JSIP 2017, 2018への出店支援 シンガポール 海外展示会出展支援 東京の磁気治療器メーカー 対象国での展示会出展を支援。 2017年10月より12ヶ月 2017年10月より12ヶ月

飲料メーカーの日本市場販路開拓 イタリア 海外市場調査/海外販路開拓 イタリアの飲料メーカー イタリアの飲料メーカーによる日本市場参入を支援。日本市場の
独占販売権の設定と販社候補を推薦し契約までサポート。 2017年10月から10ヶ月 2017年10月から10ヶ月

隠岐高校の研修主催 シンガポール 学校支援 高校 対象国への視察旅行の支援 2015年7月より24ヶ月 2015年7月より24ヶ月

②講師活動 (2019年1月更新)

シンガポール最新動向 日本 講演 北海道IT推進協会 2018年のシンガポールIT政策を解説 2018年11月23日 2018年11月23日

平成３０年度商工会連合会海外販路開拓支援担当者研修会「海外展開
支援の実例」 日本 講演 商工会連合会 日系中小企業が陥りやすい失敗例を紹介 2018年9月27日 2018年9月27日

ベトナム・ASEAN食品輸出セミナー 日本 講演 青森県・JETRO 青森 日系企業のASEAN進出の現状を紹介 2018年9月11日 2018年9月11日

2017年のシンガポール進出失敗事例とその対策 日本 講演 ミャンマージャパンセダ東京 2017年に実際に起きた海外進出失敗事例とその対策を紹介 2018年2月23日 2018年2月23日

今なぜ売上の5％を海外マーケットの開拓に使う必要があるのか 日本 講演 千代田区倫理法人会 海外進出を検討するタイミングと方法について紹介 2018年2月22日 2018年2月22日

ワンストップ東南アジア向け輸出事業説明会 日本 講演 Asian Foundation Consortium 日本の食材をどのようにしてASEAN輸出の成功例と失敗例の紹介 2018年2月21日 2018年2月21日

海外進出に失敗しないための失敗例100本ノック 日本 講演 独立行政法人中小企業基盤整備機構 弊社で蓄積した日系企業の海外進出失敗事例を紹介 2018年2月8日 2018年2月8日

グローバルセンスを身につける 日本 講演 京都女子大学 大学生へ「グローバルセンスを身につける方法と大切さ」を講義 2017年11月10日 2017年11月10日

シンガポール最新マーケット 日本 講演 日本アジアビジネス協会 2017年の最新のシンガポール市場を紹介 2017年9月7日 2017年9月7日

③著書・研究論文等 (2020年4月更新)

An alternative management regime of selection cutting for 
sustaining stand structure of mixed forests of northern Japan: 
a simulation study 

日本 研究 Journal of Forest Resreach (2013) 
18:398‒406

ITシステムを活用した森林動態モデルに基づく北海道の森林管理の
提案 2010年3月

日本人として世界に挑む 日本 ビジネス書 カナリアコミュニケーションズ シンガポールに移住して気が付いた日本の強みと弱みについて 2019年1月

外国人雇用管理士　公式テキスト 日本 資格書 ぱる出版 外国人を雇用をする中小企業のための資格を勉強するテキスト 2019年10月


