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・ＩＣＡＢＥ学生交流推進プロジェクト 

＜教員代表＞ 

 経済学研究院 教授 村藤 功 

＜学生代表＞ 

                      産業マネジメント専攻９期 日高美治 

＜記録＞ 

                      産業マネジメント専攻９期 日高美治 

 

ＩＣＡＢＥ学生交流推進プロジェクトによる出張を下記の通り行いました。ご報告申し上

げます。 

記 

１．プログラム名称 

ＩＣＡＢＥ学生交流推進プロジェクト（第１６回） 

 

２．用務地・用務先 

タイ バンコク 

チュラロンコーン大学・現地企業様 

 

３．用務の概要と事業の関連について 

＜用務の概要＞ 

ビジネスプラン発表会・現地企業様訪問 

＜事業の関連＞ 

＊International Consortium of Asian Business Education（ＩＣＡＢＥ）に基づ

く学生間交流、現地企業訪問・交流を通じて、現地の最新事情の把握、タイ経済・

文化に対する理解を深める 

＊提携先ビジネススクールとの連携強化のためのネットワークの形成。連携強化につ

いては、ビジネスプランコンテストを開催し、学生相互のアントレプレナーシップ

の育成につなげる 

 



４. 出張日程 

  平成２４年３月１９日（月）～２０日（火） 

 

５. 参加者 合計２７名 

＜教員＞ ２名 

村藤 功教授 出頭則行教授 

 

＜産業マネジメント専攻５期＞ ２名 

冨松 寛考 秀平 康 

 

＜産業マネジメント専攻６期＞ １名 

八尋 大八 

 

＜産業マネジメント専攻７期＞ １名 

楠元 珠代 

   

  ＜産業マネジメント専攻８期＞ １６名 

黒瀬 浩希 村上 さおり 瀧本 昌平 福倉 美智子 毛利 周子 中道 健太 

中野 広  稲森 哲也  川原 範子 澤田 昌典  田苗 眞代 松川 賢 

山田 裕美 神野 寛文  馬 化リン 西窪 夏子 

 

＜産業マネジメント専攻９期＞ ５名 

庄山 哲二 古田 聡 一江 健一郎 本竹 真徳 日高 美治 

 

６．日程詳細 

  【３月１９日（月）】 

  09：30～10：30   ＪＥＴＲＯ訪問          ・・・活動報告① 

  14：00～18：00   パトムタニ・ブルワリー株式会社訪問・・・活動報告② 

             アマリン社訪問          ・・・活動報告③ 

  19：00～21：00   現地企業との交流会 

場所：クイーンパークホテル ３階 

現地企業参加者：小田原靖（MANPOWER）、諸富博（福岡県

中小企業振興センターバンコク事務所） 

   

 

 



  【３月２０日（火）】 

  09：00～11：00   タイセコム社訪問         ・・・活動報告④ 

  12：00～18：00   チュラロンコーン大学にてビジネスプランコンテスト 

                              ・・・活動報告⑤ 

 

 今回の ICABE プロジェクトは、週末、連休をうまく活用し、プロジェクトの２日前から

タイ入りし、バンコクの文化や経済を各々がしっかりと体感した後のプロジェクトになっ

た。初日は現地企業訪問を２社行い、二日目は現地企業訪問１社、そしてチュラローンコ

ーン大学でのビジネスプラン発表を行い、このプロジェクトを成功裡に終えることができ

た。 

 現地企業訪問については、どの企業も我々を暖かく迎えてくれたことにまず感謝をした

い。どの企業も我々を受け入れてくれる体制がしっかりとできていた。タイ経済の状況や

今後の政治情勢、各企業の今後の展開、また水害時の状況やそれぞれの企業の対応につい

て伺うことができた。タイセコム社については、日系企業が日本的サービス、日本的経営

システムを海外で展開することの難しさを感じることが出来た。キーワードは「現地化」

であり、現地の文化・慣例・風習を理解し、現地の人達を信頼し任せることが成功のポイ

ントの一つだということを学ぶことができた。 

ビジネスプランについては、出発前の準備の大切さを参加者全員が改めて感じ、思考を

練り上げること、ひとつにまとめることの難しさを体感したのではないかと思う。 

また、英語でのプレゼンテーションを行い、表現力の未熟さを感じると同時に、今後の就

学意欲につなげることが出来た貴重な体験をさせていただいた。 

今回のＩＣＡＢＥは９期生主体で企画したものの、前回の参加者が９期生から１名のみ

の参加だったので、ほとんど未経験のまま企画する形になったものの、８期生の協力や冨

松ＱＡＮ会長の協力により、充実したＩＣＡＢＥになったことに改めて感謝し、次回のＩ

ＣＡＢＥがさらに充実したものになるように今後への意欲を高め、報告書の締めくくりと

したい。 

 

以上 

 

日高 美治（９期生） 

 

 

次頁より活動報告 

 

 

 



【活動報告①／JETRO Bangkok事務所 様】 

 

〈企業訪問〉 

日時： 平成 24 年 3 月 19 日(金) 9:30~10:30 

場所： 同社事務所 

面会者：同社 バンコク・センター 林 崇郎 氏 

記録者：(8 期生)神野 寛文、(9 期生) 一江 健一郎 

 

〈内容〉(JETRO配布資料より) 

 タイ概況説明 

 タイの一般情報 

 GDP 構成比では製造業 36％、商業 13％、農業 11％。 

 農業就業人口は約 40％。 

 会計年度は 1-12 月。 

 GDP 成長率について、2010 年度は 7.8％であったのに対し、洪水の影響により

2011 年度は 0.1％まで下落。ただし 2012 年の GDP 成長見通しは 5.5%-6.5%と 

 就業者はジョブホッパーが多い。企業に対するロイヤリティーよりも個人への義

理人情が厚い。 

 他の ASEAN 諸国と比較して、賃金が安いわけではなく(さらに今後政策により

最低賃金も上昇、失業率も 1%程度と低水準で労働力の確保も困難)、外国の企業

としては安価な労働力を求める国ではなくなっている。 

 

 タイへの日本企業の進出 

 日系資本が 10％以上入った企業は約 4,000 社（2008 年：ほとんどが製造業） 

 在タイ日系企業は 7,000 社と言われているが、会社登記を商業省にする必要があ

るが、毎年の監査を受けており、実体確認が取れた企業は 4,000 社という数値に

なっている。 

 日本企業のタイ進出のメリットとして、(他の ASEAN 諸国と比較して)道路・港

湾等のインフラが整備、日本製品が揃うので日本人が住み易い、親日、家事はす

べてメイドさんがやってくれる、といった点が挙げられる。 

 

 外国企業の参入 

 サービス産業の外資参入規制（業種による外国資本の参入を規制）があり、原則

として、サービス事業においては、外国人事業法によりタイマジョリティ(タイ

51%：外国 49%)で行う必要がある。 

 製造業の参入は歓迎されている。投資奨励対象 1 類~7 類まであり、7 類がサー



ビス、公共事業が該当する。 

 

 タイ貢献党について 

 議会で単独過半数を握っているので政権運営は容易。 

 公約はポピュリズム的なものが多い。 

 2012 年 4 月 1 日より、最低賃金大幅アップ（バンコク及び首都圏 215 バーツ/

日→300 バーツ／日、地方（プーケット除く）40％）。 

 日系大手企業にとっては現状として 300 バーツ出しているところが多いが、中堅

中小企業にとっては経営環境が厳しくなる。 

 その他大卒所得を 15,000 バーツ／日に引き上げなど。 

 賃金上昇と並行して法人税引下げ、2011 年：30%→2012 年：23％→2013 年：

20％。 

 

 洪水について 

 浸水期間は約 1-2 か月、バンコク市内には浸水被害はなかった。 

 洪水発生工業団地は、サハ・ラタナナコン、ロジャナ、ハイテク、バンパイン、

ファクトリーランド、バンカディの 7 工業団地。 

 上記工業団地内全 804 社のうち日系企業約 449 社。 

 内装の貼り替え、機械の入れ替えなどが発生。 

 元々工業団地は水がたまる構造(団地内は道路より海抜が低い)になっているため、

周りには堤防のようなものを設置していたが、今回はその堤防を破って浸水。 

 元々洪水自体は毎年のように発生していた。(アユタヤ王朝などは洪水によって

農業用の肥沃な土壌を確保) 

 水が浸かっていたアユタヤ地区は、10 月 11 月は衛生面が悪かった。最近では操

業を開始した企業も出てきた。地域や企業によって復旧スピードはばらつきがあ

る。 

 2011年 12月 12日の臨時閣議の承認により、つなぎ予算として約 201億バーツ。 

 タイの洪水の再保険市場は洪水が発生してから引き受け手がなく、洪水の影響に

より、保険がなくなってしまっている。そのため北部の地域から洪水のリスクが

低い南部等への工業団地の移設を進める企業もある。 

 従業員はあまり場所を移動したくないという希望が多い。アユタヤ地区の人はア

ユタヤ地区で働きたいと考えている。（土着性が強い） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【活動報告②】 BOON ROAD PATHUMTHANI BREWERY CO. LTD. 様 

 

＜企業訪問＞ 

日時 ： 平成24年3月19日（月）14:00～16:00 

場所 ： パトムタニ・ブルワリー株式会社（2 Moo 9 Soi Jaiaue T. Bangkuwat, A. Muang, 

Pathumthani 12000）（ブンロード社製造子会社） 

面 会 者 ：  PATHUMUTHANI BREWERY CO.LTD. ADMINISTRATIVE STAFF APIPATCHARA 

KULLAPATSUWAN ほか 

記録者： 古田 聡（９期生） 

 

＜内容＞ 

１ 当社概要（プロモーションビデオ視聴） 

（１）ブンロード・ブルワリー株式会社は1933年にプラヤ・ビロム・バクディによって設

立されたタイで最も古いビール会社である。現在ビールおよび炭酸水・飲料水・機

能性飲料などのノン・アルコール飲料の製造・販売をはじめとする事業を行ってい

る。 

（２）主要銘柄は「シンハー」、「レオ」であり、タイ国内のビール市場において約6割のシ

ェアを占めている。 

（３）現在タイ全域に３つの醸造所と７つの工場を有しており、今回はそのなかのパトム

タニに位置する工場を訪問、見学したものである。 

（４）当社は、国内の環境保護支援プログラム、奨学金プログラム、文化行事、伝統行事、

スポーツ支援活動などの社会貢献活動も実施している。 

 

２ 工場見学 

今回訪問した工場はブンロード・ブルワリー株式会社の子会社であるパトムタニ・ブ

ルワリー株式会社が運営する生産施設である。当社工場は集中管理室によるコントロ

ールのもと24時間、3交代制で操業しており、製品品質水準に留意しながら製造が行

われている。 

一連の製造工程を見学することによりビール製造プロセスに対する理解を深めた。 

 

（主な製造工程） 

① 処理 ②モルト粉砕・貯蔵 ③麦芽汁過熱 ④麦汁分離 ⑤ホップ投入・加熱 ⑥   

分離・冷却 ⑦酵母投入 ⑧発酵 ⑨貯蔵 ⑩濾過 ⑪充填（樽詰・瓶詰） 

 

３ 質疑応答 

（１） 当社ビール製造体制 



・ ビールの製造サイクルは概ね11～20日間。製造にあたっては3交代、24時間体制

で操業を行っている。 

・ 複数の製造ラインがあり、製造工程上容量（キャパシティ）があることから、

同時に複数の製品（ブランド）を製造することができる。 

・ クレーム処理、トレースはコールセンターにて受け付けており、クレームに対

しては迅速に対応している。 

 

（２） タイ人の飲酒習慣 

・ タイのビール生産量は1,998千キロリットルであり、世界18位。 

・ タイでは家で飲むというよりはレストランなど外で飲まれることが多い。年代

別には主として若い人はビール、年配者はウイスキーという飲酒傾向がある。ま

た、イベント等の際にはビールを飲むという飲酒スタイルである。 

 

（３） 当社のマーケティング 

・ 当社製造の主要ビールブランドは「シンハー」と「レオ」の2種類。 

・ シンハーは100％モルツと最高品質のホップを用いた高級ビールであり、1990年

代初頭まではタイ国内のビール市場において9割以上のシェアを占めていたが、現

在では10％未満。他社による低価格製品「チャーン」への対抗製品として投入し

たレオが国内ビール市場において5割超を占めている。 

・ レオは単に低価格であるのみではなく、米を原料に用いるなどタイ人の味覚に

適合したまろやかな味に仕上げている。同時にマーケティング上もシンハーと競

合することがないようすみ分けを行っている。 

・ なお、とりわけリーマンショック以降はビールも含め低価格志向が強くなって

いる。 

 

（４） アルコール飲料に対する課税・規制 

・ 酒税は65％であり生産者が納税を行う（日本のビールに対する酒税率は約50パー

セント、生産者納税である点は同じ）。 

・ タイでは国民に対する健康への配慮のためアルコール飲料に関しては増税を行う

とともに、販売・広告規制が強化されている。具体的には、22:00以降の販売広告

規制や17:00～24:00までの販売規制がなされている。 

 

（５） 日系ビールのタイ市場での浸透 

・ 例えばハイネケンなどはプレミアムビールとして販売展開されている（シンハ

ー：30バーツ、レオ：24バーツに対してハイネケンは40バーツで販売）。 

・ 日本のビールをタイ国内で普及させるためには、単なる価格設定だけでなく、



広告などによりタイ人向けに広く認知させる必要があるだろう。タイには日本人マ

ーケットが存在しているので日本人向けにセグメンテーションしても相応に販売

できるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【活動報告③】AMARIN PRINTIG AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITEDの概要 

 

参考 WEB http://www.amarin.co.th 

所在地：Amarin Printing & Publishing Public Company Limited 

65/101-103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170 

 

 

１．主な事業内容 

（１）Publishing Biz 

A content business provider par excellence, we at Amarin have been integrating and 

diversifying our core content from book and magazine titles to other related business 

activities such as tour and training, event management, TV programs, and website 

development. Quality has always been our key to success. 

・出版事業・・・書籍、雑誌の出版 

・版権取得・・・タイ国内での版権を海外から取得 

・コンテンツビジネス・・・本や雑誌のコンテンツを利用したイベント開催（フェア、旅

行ツアー）、テレビ化、ＷＥＢサイト運営などを手がけている。 

 

（２）Printing Biz 

Recognized locally and internationally, our solid experience and expertise continue 

to ensure our premium quality printing services from pre-press to finishing. 

・印刷事業 

 

（３）Distribution Biz 

Managed by Amarin Plc's subsidiary, Amarin Book Center Company Limited provides 

quality distribution service not only to Amarin’s books and magazine titles but also 

to other publishers and customers’ publications. Amarin Book Center Co., Ltd. also 

owns and operates the retail chain and outlets under the name of Naiin Bookshop. 

・書籍の配送業・卸業 

・小売業・・・子会社のアマリンブックセンターが書店「Naiin Bookshop」を運営 

（タイ国内に 119店舗、米国に１店舗） 

・ Ｅコマースサイトの運営 

 

 

 

 

http://www.amarin.co.th/


【活動報告④】THAISECOM PITAKKIJ CO.LTD. 様 

 

１ 企業名：THAISECOM PITAKKIJ CO.LTD（通称タイセコム） 

 

２ 訪問日時：平成 24年 3月 20日（火） 9:00～11:00 

 

３ 訪問場所：タイ SECOM本社 14thFLOOR,CRC TOWER,ALL SEASONS PLACE 

 

４ 対応者 畠田俊治社長、瀬尾敦和取締役他 

 

５ 記録者 本竹真徳（９期生） 

 

６ 企業概要 

 セコム株式会社（以下「セコム」）は日本で設立され 50年以上経過しているが、タイ

セコムピタキ㈱は 1987年 9月 9日にセコム（日本）とサハグループ（タイ）との合弁

で設立されており創設 25周年を経過している。 セコムにとっては 1978年の台湾、1981

年の韓国に引き続き世界で４ヶ国目の拠点国となっている。社員数は 1580人を有して

おりほとんど現地での採用を行っているとのことである。当日は、洪水に伴う応援とい

うことで日本からも支援にきている社員数名がいたが、社内もほとんどがタイ人であっ

た。現在の顧客としては日系企業がほとんどかと思っていたが、日系企業はたったの

15％で残りの企業は完全に地元の企業であるということであるのには驚いた。 

 

７ タイでのセキュリティー事情 

 タイではこれまで一般的だったのが、欧米型のアラームの売り切りというモデルだっ

た。セキュリティーはアラームでありそれは一度購入してしまえばお終いというのが一

般的だった。しかし、日本のセキュリティーシステム（アラームで侵入がや異常が検知

されれば警備員がすぐに現場にかけつけるというシステム）をタイで提案し 25年かけ

て少ずつ顧客を増やしてきている。セコムの仕事はお客様の不安を解決し取り除くこと

であり、それはタイセコムでも一緒である。コントロールセンターでは、異常があった

時の画像を分析してすぐに顧客に状況を伝えるたり警備員が状況の確認にいったりし

ている。タイでは警察や消防に要請を行っても中々動いてくれない、もしくはすごく時

間がかかるケースが多いので、タイセコムと契約する企業が増えてきているとのこと。

カメラについてもSECOMのカメラは信頼があり昨年10,000台が売れておりその内4,000

台はバンコクに設置させている。 

 タイでは、企業内でも一般強盗や製品の組織的抜き取り、企業情報の売買が行われる

ことも珍しいものではない。そもそもタイ人は日本人の用に「会社」に対するロイヤリ



ティーはなく、プライオリティーは家族、親戚、親友であり宗教や王室を尊敬している。

会社に対しても特別な忠誠心はなくあくまでも生きるための糧である場合が多いのが

実情である。物価や賃金自体がとても低いので工場内のちょっと高価な材料や金銭を多

額に手に入れる機会があるとそれをそのままくすねて消えてしまうことが多い。その為

にも入出庫規制システムや PCへのアクセス管理等のセキュリタィー対策が必要になっ

てくる。 

 

◆質問 

・異常を感知してからどれぐらいで現場へ到着することができるのでしょうか（澤田） 

日本では平均 10分以内に被害の現場には到着している。バンコク市内での平均到着所

要時間は約 18分である。しかしタイは国土も広いし道路も未整備の所もまだ多いので、

契約先によってもっとかかるところもある。バイクで渋滞をすり抜けて移動する等でき

るだけ早く到着する努力は行っている。 

 

・日本での成功モデルをどのようにしてタイに取り入れることができたのか（中野） 

 その国に合わせるものも必要だが、その国で他の企業がやっている同じことをしても

意味がない。日本で築いた勝ちパターン（機械＋人）を変えずに地道にやってきたから

こそ今のタイセコムがある。 

 

８ 洪水時におけるタイセコムの業務対応 

・当時、洪水が発生した時はすぐに被害状況の把握や顧客や社員へのサポート体制構築

のために社内に「洪水対策本部」を設置している。 

・アユタヤ、パトムタニ等の工業団地で被害にあわれたお客さまへ警備サービスを提供

するために、すぐに工業団地にベースキャンプを設置し警備サービスの提供を行った。

浸水が激しい箇所については近くの丘にベースキャンプを設置し、ボートでの巡回を行

った箇所もあったとのこと。また、お客様の資産保全や不正侵入防止のためにお客さま

からの要望により工場屋上にキャンプを設置し警備員が２４時間体制で警備を行った

箇所もあったとのことである。またレスキューチームの組織も行い、一般住民また社員

や社員の家族の救出や安否の確認を行っている。 

・洪水が引き始めると、感染症等が広がる恐れがあったためマスクや消毒液を日本から

とり寄せて工業団地への配布も行った。 

 

９ 社内見学 

 昨年度交換留学生として QBSに来ていた Sirichoke Jongdamgerng さんが社内を案内

してくれて最終的に 19階のセキュリティールームに案内してくれた。これはアラーム

機器とカメラを組み合わせたものであり、異常が検知させるとその前後の映像がすぐに



送られてきてその映像からの情報を基に装備や人員を決めて現地への派遣を行ってい

る。もし、危険な状況でも事前に情報が入るのでまた戻ったり応援を待ったりする必要

がない。 

 

１０ まとめ 

 タイの経済は現在大きく成長している最中なので、今後も高度な警備サービスを提供

して欲しいいう要望は増えて行くと思われる。また、日本では一般的な警備員を常駐さ

せるというスタイルも大分浸透してきており、ニーズも高まっているとのこと。しかし、

人材育成に遅れがあり、お客様への要望に応えていない面もあり、これからの課題だと

思われる。またこれは所感ではあるが、フロアを案内された時に、職員の方々が全員立

ち上がり笑顔で挨拶をして下さるのにとても感動した。我が社においても、見習うとこ

ろがたくさんあると改めて感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【活動報告⑤】チュラロンコーン大学における 

ビジネスプランコンテストを通じた学生交流 

  

テーマ ：GROBAL TALENTED PERSON TRAINING PROGRAM IN THAILAND 

メンバー：九州大学ビジネススクール チーム１ 

   8 期生 黒瀬 浩希 村上 さおり 瀧本 昌平 福倉 美智子 中道 健太 

       川原 範子 澤田 昌典 山田 裕美  

9 期生 古田 聡 本竹 真徳 日高 美治 

 

発表者 ：古田 聡 本竹 真徳 日高 美治 

記録者 ：庄山 哲二 

 

2012 年 3 月 20 日 12:00、我々はチュラロンコーン大学を訪問し Chulalongkorn 

Business School の生徒と Business Plan Presentation の交換を行った。 

 

プログラム前半は QBS の出頭先生によるレクチャー「Post 3.11 Brand 

Communication in Japan」及び CBS の Dr. Nuttapol  Assarut によるレクチャー

「Power of customer insight : the case of Japanese elderly in Thailand」が行われた。 

出頭先生には2011/3/11の東日本大震災を境に日本におけるマーケティング戦略がど



の様に変化したかを、Dr. Nuttapol にはタイ在住の日本人高齢者の消費者心理の分析を

それぞれ英語でご教授いただき、我々生徒は大いに刺激を受けた。 

記念品の交換セレモニー 

出頭先生によるレクチャー 

 Dr. Nuttapol によるレクチャー 

 

プログラム後半は QBS から 2 チーム、CBS から 2 名が参加し、4 題の Business Plan 

Presentation の交換を行った。古田チームは「タイのビジネスを日本に持ち込む」を、

庄山チームは「日本のビジネスをタイに持ち込む」をメインテーマとし、それぞれ「グ

ローバル人材育成プラン」と「介護メイド事業の展開」と言うビジネスプランを作成し

た。以下は各ビジネスプランの概略である。 

 



 CBS, Ms. Sirintre Bunyachai による「タイのシニア層に向けた音楽ビジネス」 

内容は、音楽をシニア層に教え、音楽を通して最終的にはコミュニティーを作ろう

というもの。音楽指導は at home タイプと at school タイプを選択でき、タイに進

出しているヤマハ等には無いサービスを売り込もうと言うプランをプレゼン。 

 

 QBS, 古田チームによる「グローバル人材育成プラン」 

日本の大学入学が春から秋へと移行する事に着目し、高校卒業後、大学入学までの

タイムラグがある者をグローバル人材へと育成する教育サービス提供のビジネス

プランをプレゼン。大学卒業後の就職活動を有利に行えるとアピール。 

 

 CBS, Ms. Ornsiri Vorayos による「Sopping Assistant.com」の構想。 

メーカー等によるネット・ショッピングでは無く、あくまで顧客のショッピングの

手伝いを行う ネット・サービスのプレゼン。主にファッション関係に特化。 

 

 QBS, 庄山チームによる「介護メイド事業の展開」 

タイはメイドを雇う機会が多い事に着目、それを組織的にトレーニング及び管理す

る事で顧客の信用を勝ち取りブランドを作り上げるサービスをプレゼン。日本の教

育、管理システムを持ち込む事が特徴。 

 

＊古田チームの日高氏によるプレゼン風景 

 



それぞれのプレゼンは全て英語で行われ、CBS 生及び QBS 生で英語による活

発な意見の交換を行う事が出来た。何事も多くの場数を踏む事が重要だと言う

が、この経験は我々QBS 生にとって大変有意義な財産になった事は間違いな

い。ただし、ビジネスプランを作成する上で先方との意思疎通があまり上手く

いっておらず、お互いが同じテーマでビジネスプランを作成する事が出来なか

った事は残念であった。これは次回の ICABE への教訓として生かしたいと思

う。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



テーマ ：Maid care business in Thailand 

メンバー：九州大学ビジネススクール チーム 2 

     8 期生 稲森 哲也、神野 寛文、田苗 眞代、中野 広、西窪 夏子、馬 カリン、 

松川 賢、毛利 周子 

9 期生 一江 健一郎、庄山 哲二 

QAN  楠本 珠代 

発表者 ：庄山 哲二、中野 広、馬 カリン、一江 健一郎 

記録者 ：稲森 哲也 毛利 周子 

 

【概要】  

タイは、今でこそ平均年齢の若い国であるが、今後は日本と同様、高齢化社会が訪れる

と予想されている。それに伴い、介護市場は今後大きく成長すると捉え、日本の派遣介護

ビジネスをタイでの展開を検討した。 

タイにはメイドを雇うという習慣があり、そこに参入機会があると捉えた。現地のメイ

ド派遣企業を買収し、メイドを介護スタッフとして育成することで雇用を確保するととも

に、現在メイドを雇っている介護を要する家族を顧客として取り込むことが可能なためで

ある。現在のタイでは、メイド派遣をきちんとシステム管理してビジネスを行なっている

企業はなく、日本の派遣システムを持ち込むことで、それは差別化を図る。また、メイド

の品質は全体的に決して高いものではなく、介護も可能でサービス品質の高いスタッフを

育成することで更なる優位性を得ることができる。 

中長期的には、コールセンターの設立や私立病院との提携を行い、サービス品質をより

高いものとする。収支計画試算においては、2 年目で黒字化し、10 年間で NPV は

17MMbaht のプラスとなる。タイで本ビジネスを確立し、将来的には ASEAN 全体での

展開を狙う。 

１．タイにおけるビジネス機会 

日本における 2010 年の 65 歳以上の割合は 22.6%であり、既に高齢化社会を迎えてい

ると言える。それは今後も進み、2050 年には 37.8%にまでなると予測されている。タイ

は今でこそ 7.7%と低い数字となっているが、2050 年には 20%以上となると予測されてお

り、ASEAN で最初に高齢化社会を迎える国であるとも言われている。 

高齢化が進めば、当然介護市場も拡大する。今のうちからタイにおける介護ビジネスへ

参入することは将来的にも大きなビジネス機会になると捉えることができる。 

２．本ビジネスモデルの全体像 

タイにおける介護ビジネスへ参入するにあたり、我々は「メイド介護派遣ビジネス」を

提案したい。日本の介護派遣ビジネスを基本としたモデルであるが、タイのメイド市場に

おける雇用と顧客の取り込みを行うため、メイド介護派遣と名付けている。 

メイド派遣スタッフについては、日本の介護教育基準に基づき育成を行うことで品質を



高め、差別化を図る。また、コールセンターの設立や私立病院との提携によって、メイド

介護サービスをサポートするとともに、顧客により高品質なサービスを提供することで、

優位性を獲得する。同時に、顧客、雇用スタッフ、提携先といったステークホルダーそれ

ぞれへの価値を提供できるビジネスモデルとなっている。 

 

３．市場分析 

① PEST 分析 

Political：タイにおける福祉政策の方針は安定している。 

Economic：タイの GDP は好調な伸びを見せている。 

Social：女性の社会進出が増加傾向にある。 

Technological：インターネット等の通信網のインフラ整備が急速に進んでいる。 

①  5forces 分析 

「既存競合者同士の敵対関係」「買い手の交渉力」は、多くの競合他社が存在するた

め強い。「新規参入の脅威」は、この事業は模倣が容易であるため、強い。「代替製品・

代替サービスの脅威」は、この事業の代替になるサービスは存在しないため、弱い。

「供給者の支配力」については、現状ではメイドの社会的地位・賃金はあまり高くは

なく、近隣の発展途上国からの流入も多いため、弱い。 

 

４．基本戦略 

① STP 

セグメンテーションは、バンコク在住のミドル・アッパー層とし、その中で在宅介

護と家事を必要とする世帯をターゲットとする。ポジショニングは、高品質なメイド

介護派遣サービスを提供するビジネスということで差別化を図る。 

② VRIO 

我々の派遣ビジネスにおいては、日本の介護基準に基づいて徹底的な教育を施した

スタッフが最大の価値となる。また、チェンジサービス（顧客のニーズにマッチしな

ければ何度でもスタッフをチェンジできる）を提供するシステムは、レアリティがあ

る。 

５．成長戦略 

① マイルストーン 

我々の成長戦略は３つのステージに分けて考えている。1st ステージは、タイの介護

市場への参入と人材育成である。2nd ステージは、チェンジシステムの導入と日本の

資格システムに基づく賃金体系の導入である。3rdステージは、コールセンター設立と

私立病院との提携によるサービス品質の向上である。この３段階で市場の拡大を図っ

ていく。そして、最終的には ASEAN 諸国まで市場を拡大することを目指す。 

 



② ４P 

Product：メイドと介護サービスを提供できるメイドケア人材の派遣サービス  

Price：メイドと介護を単体で雇うより、安い価格に設定。1 ヶ月あたり 20,000Bath 

Place：既にあるメイドサービスを利用。バンコク市内の顧客の自宅でのサービス  

Promotion：ウェブサイトや提携病院による紹介等 

 

６．組織体制 

初期の組織体制としては、CEO1 名、IT システム管理担当およびアカウンティング担

当兼務 1 名、人事・教育担当 1 名、営業担当 1 名、コールセンタースタッフ 3 名、派遣

スタッフ 40 名とする。CEO を除く人材については、ビジネスの拡大に合わせて人数を増

加させていく。 

 

７．収支計画 

今回のビジネスプランを 10 年間で評価すると、10 年後には売上高 93 百万 Bath、最

終利益 10百万 Bathの企業に成長を遂げることができ、最終的なNPVは 18.9百万 Bath

の＋になる。また、キャッシュフローの期末残高は当初借入金 6.5 百万 Bath を 5 年で返

済し、10 年後には 38 百万 Bath となる。 

 

８．まとめ 

ASEAN において、将来的に高齢化社会を迎える国はタイだけではない。これらのビジ

ネスをタイで介護のスタンダードビジネスとした上で、ASEAN 全体への展開を果たすと

いうことが、我々の狙いであり、ゴールである。 

 

 



９．質疑応答 

Q. メイド介護サービスの価格として、15,000Baht としているが、タイ人にとって、とて

も高い印象を受ける。中所得から高所得者層をターゲットにした場合、初任給を越えてし

まうくらいの価格である。高齢の家族は、親戚や家族で、面倒をみるという習慣もある。

その辺は、どう考えているか。 

A. メイドサービスと、高度な技術を持った介護サービスを提供できる人材を提供するこ

とを考えているため、我々は、それほど高いとは考えてない。 

Q. タイ人の生活レベルも向上し、メイドとして働くのを嫌がる人も増えてきた。最近で

は、タイ人メイドを雇うのが難しく、ミャンマーやラオスの人を連れてきてメイドの仕事

をしてもらうこともあり、人材確保は、どうするのか。 

A. 日本は、世界第一位の高齢化社会であり、高齢者向けサービスが進んでいる。そのよ

うな日本の技術を現地の人に移転することで、スキルを持つ人材を育成していく。これら

によって、お金を稼ぎながら、手に職もつけられるという利点を提供できる。 

Q. そもそも、このサービスは、元気なお年寄りを対象にしているのか？注射など、医療を

必要にする人に対するサービスが必要であるはずなのに、そのようなサービスは、しない

のであれば、必要ではないのではないだろうか。 

A. 日本では、看護と介護でことなる資格があり、介護サービスを行う資格は、注射など

は、行わないが、老人が必要と考えられるお風呂に入る、歩くことの補助、軽度の医療サ

ービスなどを専門的に学んでおり、そのようなサポートを行えるサービスを提供したいと

考えている。本格的に医療サービスが必要な場合には、病院や医者などと提携し、病院で

サービスを受けることができるようにしたいと考える。この部分に関しては、課題として

もとらえており、遠隔サービスを充実させたいと考える。 

 

以上 



 


