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大事なのは“投資”のための Mind-Set (考え方)

問題点

•経済発展著しい地域へ

•日本製品→安心、安全、高品質、好感度

•まずは輸出から、その後、現地生産へ

国内工場の稼働率アップさせたい

売り先（流通）を探してほしい

現地富裕層に販売しコストをカバー

★ 競争コストの視点

★ Value（市場価値）の視点 2



（１）競争コストの視点
“どこに輸出？”

地域市場

国別市場

カテゴリー市場

競争相手

パートナー候補企業

“誰と組む？”
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（２）Valueの視点

［トレーディング発想］ マージン獲得

ﾒｰｶｰ ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ 小売

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

［バリュー発想（事業化発想） ］

チームで利益をシェア

バリュー構築

ﾒｰｶｰ ＋ ﾊﾟｰﾄﾅｰ（ﾒｰｶｰ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ・小売）
4



戦略構築プロセス ～本日の内容～

１．視点① 東南アジア食品市場の “成熟” vs. “成長”

２．視点② 外資ﾒｰｶｰ・地場大手ﾒｰｶｰによる市場“支配”

３．国別市場の概要（インドネシア・ミャンマー）

４．東南アジア食品市場参入のための戦略

５．まとめ
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１．視点①
成熟アジア（先行アジア）VS.成長アジア（後行アジア）

［先行アジア市場］

インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム

“同質化”カテゴリー多し

［後行アジア市場］

ミャンマー、バングラディシュ、カンボジア、ラオス、

“成長”カテゴリー多し
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先行アジア市場における
「同質化（Commoditization）」の問題

「ブランド間・製品間における技術水準が同質的になり、

製品・サービスの違いが不明確となり、

ブランドの差別化が出来なくなる状態」（C.クリステンセン）

•差別化のためのマーケティング費用の増大

7



成熟市場における典型的な

同質化カテゴリー

インドネシアにおける

インスタント麺、スナック菓子、菓子、調味料など

［インドフード社の Pop Mie、Indo Mie、Sarimi

で、ｲﾝｽﾀﾝﾄ麺のシェア8割（ Pop Mie は一般名詞化）］

8



２．視点② 外資・地場大手による市場“支配”
(成熟市場における市場同質化)

•強力なプレーヤーによる ほぼ寡占状況

・外資：地場ブランド買収

・地元資本（財閥系）：メガブランド・フランチャイズ展開

•限定的なプレーヤー間での ブランド認知競争

•購入ブランドの固定化傾向
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東南アジア市場における外資メガブランドの特質

長い歴史の中で政治・経済・社会と深い関わりと
豊富な経験

（ユニリーバ：設立1933年、コカコーラ:1932年）

＊Indofood は設立1990年

・高いブランド浸透度
・商習慣への徹底した適応化 ⇒ 流通支配力
・地場大手との強い結びつき

“強者同盟”によるカテゴリー市場の寡占化
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「強者同盟」による東南アジア市場の同質化

ユニリーバが持つ ライセンス生産される
地元ブランド スナック菓子
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３．国別市場の概要

・インドネシア（先行アジア）食品市場の概要

・市場の成熟： 各カテゴリーにおいて同質化が進む
・市場の支配： 財閥系および外資ﾒｰｶｰによる市場支配
・中心となるプレイヤー： 財閥系および外資ﾒｰｶｰ

・流通： トラディッショナル・トレードが７０％
伝統的商慣習は改善されつつあるが、一部現存
外資小売は現地市場に同化
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インドネシア

外資系メーカーと財閥系メーカーによる同質化

菓子・スナック菓子 調味料
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・ミャンマー（後行アジア）食品市場の概要

・市場の成熟： 成長カテゴリーが多い
・市場の支配： 地場企業・外資（輸入品）による競争
・中心となるプレイヤー： 地場企業・外資(輸入品)

・流通：トラディッショナル・トレードが９５％
伝統的商慣習が根強く残る
流通システムの効率化・IT化進まず(遅れ)
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ミャンマー

地場系メーカーによる競争市場

伝統的流通（ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾅﾙ・ﾄﾚｰﾄﾞ）、伝統的商慣習

に支えられている地場系メーカー

15



４. 東南アジア食品市場参入のための戦略

ポイント１．カテゴリー選択 と 参入戦略の選択

ポイント２．２つの 製品戦略 の使い分け

ポイント３．ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ機能 の選択と活用

ポイント４．“技術優位性” or “自国内ブランド力”を

核とした アライアンス & ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ構築
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ポイント１．「ｶﾃｺﾞﾘｰ選択」と「参入戦略」

・技術優位性 なし
・国内ブランド力 なし

・技術優位性 あり ＋ブランド力

先行アジア

（同質化カテゴ
リー中心）

× 差別化困難 ◎ 新市場カテゴリー
創出戦略

◎ コア・ターゲット向け
プロモーション （しかけ）

後行アジア
（成長カテゴ
リー中心）

× 差別化困難 ◎事業・製品ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ、付加価値追加
による差別化

○新カテゴリー
創出戦略

◎マス・プロモーション

［ミャンマー］
ゴールデンタイム のTVＣＭ
４０秒１本×３０日
⇒約３００万円（ﾒﾃﾞｨｱｺｽﾄ）

○コア・ターゲット向け
プロモーション（しかけ）
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・技術優位性 なし
・国内ブランド力 なし

・技術優位性 あり ＋ブランド力

先行アジア

（同質化カテゴ
リー中心）

× 差別化困難 ◎ 新市場カテゴリー
創出戦略

◎ コア・ターゲット向け
プロモーション （しかけ）

後行アジア
（成長カテゴ
リー中心）

× 差別化困難 ◎事業・製品ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ、付加価値追加
による差別化

○新カテゴリー
創出戦略

◎マス・プロモーション

［ミヤンマー］
ゴールデンタイム TVＣＭ
４０秒１本×３０日
⇒約３００万円

○コア・ターゲット向け
プロモーション（しかけ）

先行アジア市場（同質化市場）における
参入戦略



① 新市場カテゴリー創出戦略

・成熟市場（同質化カテゴリー多い）において有効

・技術の “相対的”優位性

・先行性イメージ

・ターゲットはアッパーミドル以上

＊インドネシアにおける

敷島製パン（Sari Roti）
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② コア・ターゲット向けﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（しかけ）戦略

・成熟市場（同質化カテゴリー多い）において有効

・日本国内での強いブランド力を活用

“新規性イメージ”

・ｺｱ・ﾀｰｹﾞｯﾄはアッパー（富裕層）

・日本人（現地居住者、日本人観光客）もコア・ターゲット

＊タイにおける

グリコ「プリッツ」
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日本人をｺｱﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（しかけ）戦略

日本人

現地ｱｯﾊﾟｰ層

ミドルｱｯﾊﾟｰ層 条件：現地日本人市場の大きさ

（日本人観光客含む）
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・技術優位性 なし
・国内ブランド力 なし

・技術優位性あり ＋ブランド力

先行アジア

（同質化カテゴ
リー中心）

× 差別化困難 ◎ 新市場カテゴリー
創出戦略

◎ コア・ターゲット向け
プロモーション （しかけ）

後行アジア
（成長カテゴ
リー中心）

× 差別化困難 ◎事業・製品ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ、付加価値追加

による差別化

○新市場カテゴリー
創出戦略

（課題：
ｽﾍﾟｯｸｵｰﾊﾞｰ）

◎マス・プロモーション

○コア・ターゲット向け
プロモーション（しかけ）

（課題：ｺｱﾀｰｹﾞｯﾄの有無）

先行アジア市場（成長市場）における
差別化の方向性



ポイント２． 「製品戦略の使い分け」

自国標準化戦略

「Standardization」

ヤクルト ポカリスエット

［条件］
・アッパーミドル、アッパーなターゲット層
・とは言え、製品修正（調整）は不可欠⇒中間層へ
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現地適応化戦略
「Adaptation」

味の素
（MSG⇒ﾒﾆｭｰ調味料 ）

［条件］
・製品開発ｺｽﾄ発生
・自国標準化（アッパーミドル、アッパー）⇒現地適応化

（大衆層）の段階的戦略が有効

24



ポイント３．
「“ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ機能”の選択と活用」

選択肢１：自社で商流・物流

選択肢２：

ソールディストリビューター機能（Ｓole distributor System）
・地場（財閥系）大手メーカーの販売・物流部門

選択肢３：

マルチディストリビューター機能 (Multi distributor System)

・大塚製薬 地域ディストリビューターの活用
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＊日本からの輸出

［一般的なリスク］

・現地適応化は事実上困難

・手続きの煩雑さ

・Shipping コスト

非関税障壁化
［国ごとのリスク］ (例：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)

・輸入業者のＭＬ番号（輸入認可）取得に６カ月（１アイテムあたり）

・通関が滞る傾向（賞味期限のルール）

［解決出来る？］

・現地調達・現地生産

・原材料として日本から輸出し、パートナーが現地でパッケージング

（場合によっては、製品の微調整） ＊原材料はＭＬ番号不要

・出来るだけオプションは広く！
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ポイント４．“技術優位性” or “ブランド力”
を核とした ｱﾗｲｱﾝｽ & ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ構築

総合食品企業（グループ）がアライアンス・パートナー

「ソール・ディストリビューター機能」を担う

［インドネシア］

・敷島製パン＋インドフード ⇒ ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ *ﾛｰﾘｽｸな技術提携

・（過去には）日清＋インドフード ⇒ ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ機能

［ミャンマー］

・キリン＋ミャンマー・ブルワリー（ビール） ⇒ ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ機能

・アサヒ＋ロイヘイン（飲料） ⇒ ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ機能

＊技術優位性 or ブランド力 による

バリューチェーン構築がカギ 27



“技術優位性” or “ブランド力”
を核とした ｱﾗｲｱﾝｽ ＆ ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ構築

［先行アジア］

インドネシア における 敷島製パン＋インドフード

同質化市場 ⇒“新市場ｶﾃｺﾞﾘｰ創出（＋流通確保）”型 アライアンス

［後行アジア］

ミャンマーにおける キリン＋ミャンマー・ブルワリー（ビール）

成長市場 ⇒“事業・製品ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ（＋流通確保）”型 アライアンス
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技術優位性 ターゲット設定

自国内ブランド力 製品開発

（標準化 vs. 適応化）

生産

流通
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“技術優位性” or “ブランド力”
を核とした ｱﾗｲｱﾝｽ ＆ ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ構築



アライアンス・パートナーの適格性

•パートナーの適格性
・「オンリーワン価値」を共有したいという熱意

・広い商・物流を持ち、ソールディストリビューター（卸）

としての機能を担える企業

• パートナーとして外資は？
・上記要件をクリア出来ない

・ユニリーバ⇒契約締結から２年以内に相当数

のｱﾗｲｱﾝｽ契約を破棄
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パートナーとしての現地企業

•パートナーの意図を確認

・単なる補完製品（ﾗｲﾝｱｯﾌﾟの充実） ＶＳ．収益への期待

＊同種製品を持っているか？シェアは？

•“著名な大企業” ＝ “使えるパートナー”

＊中小であっても、多くの小売に販路を持つ企業
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パートナーとしての既進出日本企業

・パートナーの意図を確認
＊単なる補完製品（ﾗｲﾝｱｯﾌﾟの充実） ＶＳ．収益への期待
＊同種製品を持っているか？シェアは？

・“著名な大企業” ＝ “使えるパートナー”
＊中小であっても、多くの小売に販路を持つ企業

・現地の“日系卸（ディストリビューター）”
＊豊富な経験と人脈は活用
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パートナーをどう探すか？

インターネットのフル活用
・業界団体のサイト（メーカー、卸、小売、総合）
・特に、幹部企業や幹部メンバーが経営する企業は狙い目

＊紹介案件は、面談後がなかなか続かないケースあり

小規模企業でもしっかり流通を押さえている企業

新規事業創造の熱意がある 「華人若年層」
・ “高いモチベーション” “資金力” “ＩＣＴおよび経営の知識”
・ ネットワークの活用
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パートナー探索 現地企業の今のニーズを探る（1）

インドネシア（先行アジア） “同質化市場”

・冷凍食品メーカー

「冷凍ケーキ（持ち帰り用）を販売したい」

「新市場カテゴリー創出型」 アライアンス
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パートナー探索 現地企業の今のニーズを探る（２）

ミャンマー（後行アジア） “成長市場”

・靴メーカー

「インジェクション成形工程 による靴作りをしたい」

・飲料水メーカー

「ソフトドリンク（果物ジュース）事業を立ち上げたい」

「事業・製品イノベーション型」 アライアンス
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5．まとめ “ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞという投資活動”

パートナー選定

（ディストリビューター選定）

Value構築 「技術提携」という

(事業化) 選択肢もあり

競争環境の確認 自社資源の棚卸
・同質性 ・技術

・カテゴリー寡占化 ・ブランド

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 36



ポイント１．カテゴリー選択 と 参入戦略

新市場カテゴリー創出 or 事業・製品ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

ポイント２．製品戦略 の使い分け

自国標準化 vs. 現地適応化

ポイント３．流通 におけるｿｰﾙﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの活用

ポイント４．“技術優位性” or “ブランド力”を
保持しつつ アライアンスを構築
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ありがとうございました。

目黒良門

東京工科大学 大学院ビジネススクール

アントレプレナー専攻

megmarket@kej.biglobe.ne.jp
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