
 

公益財団法人 
りそなアジア・オセアニア財団セミナー 

 

講 演 録 
 
 
 

アジア・オセアニアにおける連携と共生 
（平成２4 年 11 月 22 日 講演） 

 

 

 

 

 

第 2 部「ONE ASIA 戦略を通して見えてくるアジアにおける連携と共生」 

    講師 株式会社ダイゾー 代表取締役社長 南 宣之 氏 

 

 



2 

【第 2 部】 

 司会 それでは、第 2 部「ONE ASIA 戦略を通して見えてくるアジアにおける連携と共

生」につきまして、株式会社ダイゾー代表取締役社長、南宣之様にご講演をお願いいたし

ます。 

 南様のご経歴を簡単に紹介させていただきます。平成 2 年 3 月、慶応義塾大学理工学部

をご卒業後、株式会社大阪造船所へご入社、平成 8 年取締役。その後、会社は大阪造船所

から株式会社ダイゾーに社名が変わり、平成 21 年 10 月に代表取締役社長に就任されまし

た。それでは、南様、よろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 南 皆さん、こんにちは。私、株式会社ダイゾーの南と申します。平素より、りそな銀

行様、後援の近畿大阪銀行様に大変お世話になっております。今日このような機会を頂け

ましたこと、野村理事長様に大変感謝しております。 

 ダイゾーと言いますと、「100 円ショップですか？」とよく言われることがあるのですけ

れども、点々が有る無で全然違います。私はダイゾーの南でございます。ここに講演に先

立ちということで言い訳がましいことを書いてあるのですけれども、実はこれよりももっ

と問題なのが私自身です。3 日ほど前から風邪を引いておりまして、のどの調子が非常に

悪いのです。お聞き苦しい点が多々あるかと思いますけれども、何卒ご寛恕の程お願い申

し上げます。 

 今回は「ONE ASIA 戦略を通して見えてくるアジアにおける連携と共生」という非常に

高尚なタイトルを頂戴したのですけれども、実は私の話はレジュメを見て頂いて分かりま

すように、さほど高尚な話ではございません。あくまで大阪の中小企業の海外展開の一例

ということで聞いて頂ければと思います。 

 海外展開を始めてもう 18 年経つのですけれども、正直いまも試行錯誤の連続で「本当

にこれで正しいのか？」と毎日考えながらやっております。もしかしたら今日の私のお話

に対し、「それは全然認識が違うのではないか？」ということを言われる方もいらっしゃる

かもしれませんが、あくまで大阪の中小企業の一例だというように考えて頂ければと思い

ます。精一杯お話をさせて頂きますので、どうか皆様お付き合いの程よろしくお願い申し

上げます。何かしらお役に立てれば幸甚です。それでは早速本題に入ります。 

 私ども株式会社ダイゾーという会社は、今ご紹介がありましたように、もともと大阪造

船所という造船会社でした。昭和 11 年から 50 年に亘り造船業を営んできたのですけれど
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も、昭和 62 年の第 2 次造船不況の時に造船事業から撤退しました。この時、造船事業は

全て子会社の大島造船所に移管しました。中心の事業体がなくなった大阪造船所は、平成

5 年に子会社 2 社を合併して今日に至っております。 

 大阪造船所の創業者は南俊二という人です。私の曽祖父にあたるのですけれども、城山

三郎の『イチかバチか』の主人公のモデルになった人でした。非常にケチである反面、そ

の生き方は正に相場人生という人生を歩まれた人でした。昨日は長屋に住んでいたと思っ

たら、今日は御殿に住んでいる。そんなことを繰り返し、 後に行き着いたのが鉄鋼事業

と造船事業だったと聞いております。私どもの会社は単体決算では売上が 330～340 億円

でありますが、連結決算にしますと造船会社の売上が非常に大きいため売上が 2000 億円

規模の会社になります。そのような規模の会社の海外展開の話をすると思って下さい。 

 ここに我々ダイゾーグループのビジネスをポンチ絵で描いております。上に描いてあり

ますダイゾーというところが本体事業でして、今日お話しますエアゾール事業は一番左側

に描いてあります。エアゾール事業以外には、タグボートを作ったり、駐輪事業をしたり、

工業用の潤滑剤を製造する事業もしています。駐輪事業では、梅田の阪神百貨店の前で駐

輪場の運営業務もやっております。一度、自転車を停めに来て下さい。 

 子会社の中で一番大きな会社は大島造船所であります。ここは住友グループと一緒に長

崎の大島で造船事業を行なっています。それ以外にも IT 事業をしたり、レストラン事業

をしたり、はたまたオリーブ商品を作ったり、焼酎を造ったりと、自分で言うのも何なの

ですけれども非常に幅広く事業を展開しています。今日は海外展開というお話なので、こ

の中のエアゾール事業の海外展開についてのお話をさせて頂きます。 

 皆さんの所にお手持ちの資料があると思いますけれども、ここにダイゾーの海外展開の

状況が描かれています。私どもダイゾーというのはエアゾール事業以外にも各事業分野で

海外とのお付き合いをしています。この絵を見て頂くと結構色々とやっているなあと思わ

れるでしょうが、今日はその中でダイゾーとオーストラリアの PAX で進めている ONE 

ASIA NETWORK に焦点を当ててお話をさせて頂きます。 

 エアゾールとは何かと申しますと、皆さんよくご承知のスプレーやムースといった商品

の総称であります。粉末または液体、クリーム等の中身をガスの力を利用して噴射したり、

押し出したりする商品です。元々このエアゾールという商品は、一番左側にオリジナルと

いう文字が入った写真を見て頂きたいのですが、第 2 次世界大戦中にアメリカ軍が東南ア

ジア戦線でジャングルを行軍するために開発されました。当時は昆虫爆弾と呼ばれていた
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のですが、この容器にガスと殺虫剤を詰めて、マラリア蚊を退治しながら行軍したのです。 

 これがエアゾールのオリジナルになるのですけれども、それが 50 年、60 年の時を経て、

今は NOW という文字が入った写真、綺麗なお嬢さんがヘアスプレーを使っておりますけ

れども、現在の見慣れた形となり皆さんの生活に密着した商品となっております。皆様の

ご家庭にも、少なければ 3、4 本、多ければ 10 本ぐらいエアゾール製品が転がっていると

思いますが、殺虫剤をはじめ家庭用品、工業用品、化粧品、ペイント等、様々な分野でエ

アゾール製品が使われています。 

 そのエアゾール事業なのですけれども、事業部の内容を説明する前にちょっと左側の写

真を見て下さい。エアゾール商品を縦にスパっと切りますと、このような形になります。

上にキャップがありまして、その下の白っぽい部分がボタンで皆さんが押す所です。その

下にバルブがあって、その下に缶があります。私どもは別にキャップを作っているわけで

も、バルブを作っているわけでも、缶を作っているわけでもありません。 

 何をしているかというと、エアゾール商品を企画提案して、これを商品としてアセンブ

ルする。それが我々の仕事です。例えば、私どもがお付き合いをしておりますお客様から、

こういうエアゾールを作って下さいというふうに頼まれると、それに合わせて処方を作り、

部材を購入し、中の原液を調合してガスを入れて商品にする。そういう仕事をしています。

これを私どもでは委託充填と呼んでおります。 

 創業は 1954 年ですからもうかれこれ 50 年以上この商売をしているのですけれども、エ

アゾール商品そのものが出てきたのが戦後からですから、ある意味ベンチャー企業がここ

まで成長したと認識をして頂ければと思います。ダイゾーは年間エアゾール製品を 1 億

6000 万本、ガスが入っていない液製品を 2200 万本作っているのですが、国内生産量のシ

ェアで言うと 30％程度です。ですから、皆さんがスーパーに行って頂いてエアゾール商品

をランダムに買うと 3 本に 1 本は私どもの会社で充填をした商品であるとお考え下さい。 

 そしてエアゾールを買いましたら、是非とも缶を見て下さい。見て頂くとそこに山型の

M みたいな小さな印が入っていれば、それは私どもが充填した商品で、逆に T の印が入っ

ていれば、これは 大のライバル会社が充填した商品でございます。出来れば、M のマー

クが入った商品を買って頂きたい。南の M と覚えて頂ければ有難いです。ダイゾーのエア

ゾール事業は、年間の売上高が約 220 億円。いま国内は東京と京都の 2 工場、そして上海

とバンコクの現地法人の 2 工場を持っています 

 これが日本のエアゾール市場です。1954 年から 2010 年までの日本のエアゾール生産量
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をプロットしていますが、先ほどベンチャー事業と言ったのがここで見て分かって頂ける

と思います。1954 年当時はエアゾールの国内生産量はほとんどありませんでしたが、その

後ずっと右肩上がりで生産量が増えゆき、1996 年にピークを迎えています。 

 この中で皆さん、資生堂さんのウノという商品があったのを覚えていますでしょうか？

ウノが発売されたのがちょうどこの 1996 年の少し前くらいで、「とんねるず」の CM で爆

発的に売れました。それが 1996 年を境に、大変残念なのですけれども、少しずつ国内の

生産数量は減っております。ムースも泡ですから、日本のエアゾール業界にとってみると、

この1996年前後が文字通りバブルの時代だったのかと思います。バブルがはじけて以降、

現在の日本のエアゾール生産量は 5 億本ちょっと。そのような市場になっております。 

 ところが、これが一転、海外に目を向けますと大分様相が違います。これが海外のエア

ゾール市場ですが、一番上がヨーロッパ、その少し下にあるのがアメリカ、そしてその下

が中国、その下がその他大勢となっております。日本の市場は残念ながら、このその他大

勢の中に入るのですけれども、世界のエアゾール生産量というのは年間 140 億本と言われ

ています。日本は年間、先ほどご説明しましたように 5 億本の市場ですから、そういう意

味で言いますと、日本のマーケットというのは世界から見れば一部も一部、本当の小さな

市場でしかありません。 

 逆にアジアを見てみますと、現在は年間のエアゾール生産量が 30 億本程度と言われて

います。我々からすると、日本の市場はだんだんと縮小傾向にあると考えています。特に

今後、少子高齢化社会を迎えて人口も減ってゆきますから、そこに成長を求めるというの

は非常に難しいことが予想されます。ですから、我々としては海外展開、特にアジアに力

を入れることによってエアゾール事業をグローバルで伸ばしてゆこうと考えております。 

 ダイゾーが海外に出た理由がここに書いてあります。ちょうど私どもが 初に海外に出

ましたのが 1996 年で中国の上海に工場を作りました。ここに超円高を背景とした国際化

への強迫観念とありますが、1995 年の為替レートというのは皆さん覚えていらっしゃるか

分からないですけれども、１ドルが 79 円 75 銭にまで円高が進行しました。 

 ちょうど今ぐらいの為替レベルにまで円高になっていましたので、やはりそうなると海

外からどんどんエアゾール製品が入ってくることが危惧されました。加えて、先ほど言い

ましたように、1996 年は日本の国内エアゾール生産量はピークを迎え、国内事業は絶好調

で行け行けドンドンの状態でございましたので、国内事業の勢いを借りて海外にも進出し

ようということになったのです。 
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 時を同じくして、これは皆さまもご承知の通り、1990 年代の前半から日本で一大中国投

資ブームがありました。鄧小平氏の南巡講話、すなわち珠海や武漢や深センや上海を中心

に中国の改革開放政策を進めることが決定され、特に上海の浦東地区がそのモデル地区と

なりました。そのために海外からの投資も積極的に受け入れましょうという状況でした。 

 ただ、私どもダイゾーからすると中国事業のリスクが大きいことや、初めての海外進出

で自信もなかったことから、 初は小さな規模からスタートする計画にしました。当時は

我々のお客様も同じように中国に進出してくるであろうということで、日本で行なってい

たビジネスモデルと全く同じことを中国でやることを考えておりました。ところがそこに

思わず幸運というか不幸が訪れて、外資系企業さんからのお誘いで 初から大々的に中国

でやりましょうということを言われてしまい、アンテナショップの予定が一転して本格的

なエアゾール工場を建設することになってしまいました。 

 今でこそ中国も少しずつ外資企業への規制緩和が進んできましたけれども、その当時は

まだ非常に規制が厳しく、独資では中国に会社を作ることが出来ませんでした。そしてパ

ートナーに選んだのが何とエアゾール事業とは全く関係のない中国の造船会社でした。こ

の会社は規模からすると日本の三菱重工みたいなお会社で、今思えば業種も規模も違いす

ぎる相手とパートナーシップを組んだといえます。しかし当時はそれぐらいしかツテが無

く、中国に進出するにはそれしか選択肢がありませんでした。 

 ここに海外展開（PHASE1）ということで 1994 年からの流れを示しています。1996 年

にお誘いのあった外資系企業さん向けにムース商品を 50 万本ほど生産して上海工場の操

業を開始したのですが、1997 年にはその会社さんから売れ行きが悪いので追加発注はあり

ませんといわれ契約解除となり、スタートから大コケをしてしまいました。 

 中国の方が今日いらっしゃるか分からないのですけれども、中国の方はある意味ビジネ

スに対しては日本人よりも相当シビアな感覚ですので、合弁パートナーの中国の造船会社

からは、「儲からないのであれば、早く株を買い取ってくれ！」と態度が急変しました。我々

からすると、資金は一切出さずに遊休土地を工場用地として現物出資しただけなのですか

ら、この要求には本当に参りました。ただでさえ当てにしていた受注も無くなり、資金も

底を尽きかけている状況で株の買い取りなど出来るはずもありませんでした。それでも強

硬に株式の買い取りを迫られたため段階的に買い取りを進め、 終的には 2009 年にダイ

ゾー100％の独資の会社にして今日に至っております。 

 今お話をしました通り、この PHASE1 というのは大失敗に終わったのですけれども、
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ここにその理由がいくつか書いてございます。一つは、お客様の市場調査を鵜呑みにして

安易に規模を拡大してしまったこと。次に外資系企業との意思疎通が不十分であったこと

が挙げられます。これはよく考えれば分かる話なのですけれども、当時、中国というのは

上海地区でも自宅にシャワー設備もなければ、お風呂の設備もありませんでした。通常ム

ース商品のような頭髪用品が売れる前提条件としては、まずシャンプーが売れて、その次

にリンスが売れて、その次に頭髪用品が売れるという流れなのですけれども、そのシャン

プーやリンスをすっ飛ばしていきなりムースを売りましょうという土台無理な話でした。   

私どもが工場を稼働してからまずビックリしたのは、工場の中国社員さんがお風呂に入

りたいからと言って、仕事が終わってから家族を連れて工場に来るわけです。こんな状況

でムースなんか売れるわけがない。そして、まさしくそのような状況になったのです。た

だ我々からすると、その外資系企業さんは非常にマーケティングに定評のあるお会社でし

たから、そのお会社さんの市場調査を疑うなんていうことは全くしませんでした。そして

ここに書いていますが、中国工場は薔薇色の人生が一転して茨の道に迷い込むことになっ

てしまったのです。 

 外資系企業さんの仕事が無くなってしまいましたので中国の現地企業さんともお取引を

しましたが、当時の中国企業さんからは幾ら商品を納めても「売れてないのでお金がない

から支払いは出来ない」と、日本では考えられないようなことを言われる始末でした。で

すから資金面では本当に困りました。また、期待をしていた日本のお客さんも中国進出に

は慎重姿勢で、彼らのための赤絨毯は誰も歩かない内にどんどん黒ずんでしまいました。 

 そういうような中、中国の現地法人ではリストラが繰り返され、どんどん人材は流出し

てゆきました。こうなってくると社内でも海外赴任をするのはもう「島流しの刑」という

ような風潮になってしまい、海外進出の 初の一歩は非常に苦労した割に大失敗に終わっ

たというのが正直なところでございます。 

 この大失敗から私どもは何を学んだかというと、パートナー選びにしても、お客様選び

にしても、何事も安易に考え過ぎたことにあります。失敗の一番の原因は想定外ではなく

想定不足であったということです。この前の原発の問題もそうなのですけれども、想定外

と言ってしまうと簡単なのですが、よくよく考えれば十分想定できた話が色々なことでそ

れが見えない状態で中国進出をしてしまった。そういう意味では想定不足がこの悲劇を招

いたのだと自分でも思っております。 

 やはり、流されて出るには海外というのは非常にリスクが大きいですから、正直この二
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つ下に書いていますけれども、お金儲けだけを考えるのであれば安易に海外に行かずに、

国内でどうやって生き残るのかを考えた方がもしかしたら良いのかも知れません。ですか

ら、中途半端な気持ちで海外に出たのは良くなかったと心の底から思っております。 

 それと、海外進出のような話になると、だいたいトップが「何とかグローバル展開をし

ろ！」という大号令をかけるわけです。ところが、上がいくら号令をかけても、やはり基

本的にずっと国内で仕事をしていた下の人間からすると、「何で海外に行かなあかんね

ん？」という気持ちが強く、トップが笛を吹いても、なかなか社員は踊ってくれない。 

 特にこういう話になると、海外赴任をさせる時に「もしもし堀江君。君、海外へ行って

くれ。帰ってきたら、いいポジションをあげるから」と、そういう甘言を使って海外に行

かせるケースが非常に多いのですけれども、堀江君の抜けた穴は残ったメンバーで埋めて

しまいますから、堀江くんが海外で相当な実績を挙げない限り、帰国時にこの口約束が実

行されることはありません。 

 ですから、安易に甘言を使って海外赴任をさせたりすると、人事的には後で相当揉める

話になってしまうので要注意です。ここに海外赴任をさせるなら老年か青年と書いており

ますけれども、若い世代にとって海外赴任は貴重な経験になるので良いですし、ある程度

お年を召された方には海外で骨を埋めて下さいというかたちで人事の話ができます。とこ

ろが中堅のバリバリを出そうとすると、本当にその人が戻ってくるポジションを十分に考

えてから出してあげないと、3 年後、5 年後に非常に大きな問題となります。下手をすれ

ば会社としてその人材を失うということもありますので、これから海外進出を考えておら

れるトップの方は、海外赴任者に対する人事的な配慮を忘れてはならないと思います。 

 加えて、もっと恐ろしいのは現地法人社員と海外赴任者の争いです。これは何を言って

いるかと申しますと、私どもダイゾーはそれほど高学歴な人が何人もいるような会社では

無いのですが、そういう会社でも海外で現地採用をすると相当高学歴な人材を採用するこ

とが可能となります。当社の例でいえば、タイの現地法人ではチュラコン大学卒、日本で

いえば東大卒のような社員が数名おります。同じようにプレゼンテーションをさせると、

時によっては海外の現地法人の社員のほうが優秀ということが起きてくるわけです。とこ

ろが給与を見ると、日本からの赴任者のほうが必ず給料が高いですから、現地法人の社員

からすると、日本からの赴任者は能力が無いくせに給料だけは高いということになってし

まい、無用な軋轢を生む原因となります。こういった話は、大変センシティブな話ですか

ら、よくよく考えなければなりません。このような話はごく一例ですが、海外進出の過程
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では本当に色々なことが起きましたし、その一つひとつが大きな経験になりました。 

 このように、ダイゾーとしての第 1 回目の海外進出は大失敗をしたのですけれども、当

時のアジア市場に目を向けますと、将来の成長市場として注目され、1990 年代の後半には

多くの企業が進出を計画していました。このアジア市場を同業他社に制されてしまうと、

自社の成長戦略が描けなくなるどころか、逆に東南アジアや中国から日本市場にどんどん

商品が入ってくるかもしれないという危機感が非常に高まった時期でもありました。 

 この図に描いていますけれども、日本国内のライバル会社や中国、台湾、オーストラリ

アの現地ローダーがいつ出てくるか分からないし、現実に米国や欧州の同業者がアジア進

出を目論んでいるとの噂まで流れていました。このようなお会社にタイにでもポンと工場

を作られてしますと、もう我々に勝ち目が無いことは明白で、我々としては中国への海外

進出は大失敗したものの、何か手を打たなければ将来生き残っていけないと感じ、社内で

も色々と議論をしました。 

 そして、大失敗をした第１回目の海外進出を反省して、中途半端な考えで海外に出るの

ではなく、海外展開をダイゾーの生き残り戦略として位置付けることにしました。生き残

り戦略として海外進出するなら、パートナーの顔色を見ながらやることは非常に難しいの

で、少なくとも独資でやることを決断し、中国の現地パートナーとの合弁も解消しました。  

加えて、上海工場だけでアジア市場を押さえることは不可能なので、アジア戦略の新し

い橋頭堡（きょうとうほ）としてタイを選定して、バンコクに我々の新しい生産拠点を持

ちました。タイの場合は、幸い我々のサプライヤーさんが私どもより早くタイに進出をし

ていましたので、日本のサプライチェーンと同じサプライチェーンをタイで作ることが出

来ました。エアゾール商品を製造するにしても、商品開発や品質管理を気心が知れている

お取引先と一緒に出来るわけですから、単独で中国に進出した時とは雲泥の差でした。タ

イでTEAM JAPANが作れたことは、その後の事業展開を大きく助けることになりました。 

 後は、お客様です。先ほどお話しましたように、当時、日本のお客様は国内市場が優先

で海外市場に積極的に進出する状況でありませんでしたから、我々のお客様は日本企業で

も現地企業でもなく、グローバル企業に特化しようと決めました。そのためにはグローバ

ル企業の要求を満たせるような工場を作り、グローバル企業の仕組みを早急に導入する必

要がありました。 

 その時に知り合ったのが本日ブルース・ミラーさんのご講演のテーマであるオーストラ

リア国の PAX Australia という会社でした。この PAX 社は、ダイゾーが上海工場を建設
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する際に、中国進出を後押した外資系企業からご紹介頂いたのですが、オーストラリア国

内 大のエアゾール委託充填会社でありました。幸運だったのは、PAX 社も我々ダイゾー

と同じく創業一族による同族経営の会社でありましたので、その意味では事業に対する基

本的な考え方がとても似通っていました。彼ら自身も国内市場は成熟しているので、将来

どうやって長期に亘る成長戦略を描くか、そしてどうやってアジア市場に他国の同業他社

に先んじて進出するかを模索していました。 

我々との大きな違いは、ダイゾーのお客様が日本国内企業だけであったのに対し、PAX

社はオーストラリア国内のビジネスの中で既にグローバル企業とのお付き合いがあったこ

とです。その意味で PAX 社はグローバルのビジネスのノウハウは十分にもっていました。 

ただ、会社の規模がダイゾーの 3 分の 1 程度でしたから、単独でアジアに進出すること

は難しく、グローバル企業とのお付き合いもオーストラリア国内に限定されたものであり

ました。グローバル企業になると当然オセアニアを含めアジア全域で事業展開をしている

わけですから、生産拠点をオーストラリア国内にしか持たない PAX 社は、グローバル企

業とのお付き合いにも限界があり、何時まで経っても本当の意味でのグローバルビジネス

が出来ないというジレンマがありました。ちょうどそんな時に両社が出会ったのです。 

 その時、ダイゾーと PAX が一緒に考えたのが、ここに描いている Wall of Defense とい

うアイデアです。要は他国の同業他社がアジア市場に進出する前に日本、中国、タイ、オ

ーストラリアを結ぶ生産ネットワークを作ることでアジア市場を大きな壁で囲ってしまい、

アジアで事業展開をするグローバル企業からの受注を全てダイゾーと PAX の 2 社で独占

することを目標にしたのです。それが ONE AISA  NETWORK です。 

グローバル企業からすれば、オーストラリアでビジネスをして、中国でビジネスをして、

日本でビジネスをするとなると、アジア各国でそれぞれ別々の取引先に発注しなければな

らず、その管理は非常に面倒なものになります。 

 ところが、ONE ASIA NETWORK に発注を頂ければ、窓口一つで、日本で作りたかっ

たら日本で作ります、タイで作りたかったらタイで作ります、オーストラリアで作りたか

ったらオーストラリアで作りますといった対応が可能となります。これを我々はワンスト

ップサービスと言っているのですけれども、このネットワークにチンチロリンと電話を頂

ければ、国は違えども同じ生産設備、同じ品質管理基準でエアゾールの生産を請け負う体

制を作り上げることを ONE AISA NETWORK の基本戦略としました。 

 今ここに描いていますけれども、アジア 41 億人の市場に対し、東京工場・京都工場・
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上海工場・バンコク工場・シドニー工場の 5 工場での生産対応が可能となり、昨年は新し

くインドのお会社とも提携してムンバイ工場を加え、6 工場で環太平洋＋インドまでのエ

リアにワンストップサービスが提供できるような体制作りを目指しています。 

 先ほど、ダイゾーの生き残り戦略としての海外展開では、お客様をグローバル企業に特

化するというお話をしましたが、その当時将来のお客様として挙げていたのが、ユニリー

バ・P&G・ジレット・ウェラ・ジョンソン＆ジョンソンといった会社です。ジレットとウ

ェラはその後 P&G に吸収されてしまいましたが、どの会社も売上が数兆円といった規模

の会社です。ダイゾーは 300 億円規模の会社ですし、PAX は 100 億円規模の会社ですか

ら、二つ合わせてもたいした規模にはなりません。しかし両社で上手く生産ネットワーク

を構築してサービスを提供できたため、グローバルの巨大企業とも、何とか互角に商売が

できるようになってきたという状況です。 

 PHASE2 としては、先ず 2000 年にタイの会社をつくり、ONE ASIA NETWORK 構想

を立ち上げました。ONE ASIA NETWORK といっても 初は全く知名度がありませんか

ら、当然注文も全くありませんでした。PAX 社のポール社長と一緒にヨーロッパ国内を行

脚し、各国で催されるエアゾール展示会にブースを設けてひたすらグローバル企業に ONE 

ASIA NETWORK の考えを説明することに専念しました。2005 年にようやくジレットと

取引が始まり、2006 年にはユニリーバ・P&G とも取引がスタートしました。2013 年には

まだ企業名は挙げられませんが新たなグローバル企業とのお取引も予定されています。 

 これは各工場の特徴づけを示したものです。これだけ工場があると、それぞれの工場を

どのような考えを持って運営されているのですか？と質問を受けますので、各工場の基本

的な運営方針について説明をします。これは JDA（Japan DAIZO Aerosol）なのですけれ

ども、この工場では、クォリティにしても、コストにしても、デリバリーにしても、イノ

ベーションにしても、ONE ASIA NETWORK をリードする役割を担っています。特に日

本の場合は研究開発力が非常に高いので、日本国内で開発した新技術をネットワーク内に

水平展開すべく各国の研究開発部門を縁の下から支えています。 

 近、私が強く感じるのは、昨今の円高を背景に多くのお会社が海外に出て行かれてお

りますが、それと同時に国内の工場を閉めるケースも多く、本当にそれで良いのか？とい

うことです。よく、日本には研究開発部門を残して生産は海外といった話も聞きますが、

やはりモノ作りをしていないと研究開発なんぞは出来ないのではないか？と思っています。 

また海外で華々しく事業展開をするのは良いのですが、 初から海外事業で収益を確保
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するのは至難の業なわけで、そういう意味では国内事業が揺らげば海外事業は頓挫すると

いう思いで日本の工場を運営しています。 

 これだけ円高になりますとお客様から海外に生産移管をしてくださいという話があるの

ですけれども、これはもう皆さん本当に為替次第でございます。為替がもし 110 円に戻っ

たとしたら、誰が日本国内で消費されるものをタイや中国で作ってくれと頼むでしょう

か？ですから、私どもがお客様から依頼をされて海外に生産移管をする場合、それは商権

を確保するための緊急避難措置と割り切り、円安になったら必ず日本での生産に戻すつも

りです。そのためには安易に国内の生産キャパを落とさないように指示をしております。  

こういうお話をすると「いや、その考え方は違うのではないか？」とのご意見がもしか

したら出てくるかも知れないですけれども、取り敢えず私どもは今そういう考え方で日本

の工場を運営しております。 

 一方、上海の工場ですけれども、ここは単に日本に製品輸出をするのではなく、グロー

バル企業の中国展開に引っ付き虫のように引っ付いてゆくことを運営方針にしています。

日本への製品輸出という話になりますと、中国国内での人件費が今の調子で上がってゆけ

ば、早晩、輸出競争力というか価格競争力が無くなってゆきます。しかしながら、中国の

ドメスティックな市場を相手にしている限りにおいては、多少人件費が上がろうともイン

フレによって吸収されてしまいますから、それはそれで何とかやっていけると思います。 

 中国の潜在的な市場規模はアジアで 大なのですけれども、ここにも書いてありますよ

うにリスクも 大です。政治・法令・金融・医療と何をするにしても、明文化されていな

いものを含め規制が厳しく、ままならないというのは正にこのことです。海外投資を考え

るのであれば、やはりミラー氏のご説明の通りオーストラリアのほうが断然やり易いです。 

 特に我々が一番困ったのは SARS の時です。政治的な混乱というのは、先の尖閣問題の

時もそうだったのですが、何日かじっとしてやり過ごすということが出来るのですが、こ

れが SARS となると話は全く別物です。仮に日本からの海外赴任者が中国で SARS に罹っ

たとしたら、中国の病院に入れられるわけです。そうしたら治るものも治らずに、本当に

生きて出てこられるか分からない。命を危険にさらすという観点においては、医療のリス

クというのは非常に大きいというのが実感です。 

 一方、タイの工場ですけれども、ここは 大の成長拠点という位置づけで工場を運営し

ています。特にタイは今、アジアでのエアゾール生産のハブになりつつあります。日本の

サプライヤーさん以外にも、海外の大手バルブメーカーさんや缶メーカーさんがこぞって
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タイに工場を建設し、タイを拠点にしてアジア各国や欧米へと輸出をするという形が出来

つつあります。中国とは比較にならないほどリスクは低いのですけれども、 大のリスク

は為替だと私は思っております。為替が強くなる中、国際競争力をどうやって保つかとい

うのがタイ工場の一番の課題です。 

 これはバーツと円の関係を示したグラフですけれども、りそな銀行さんより資料を提供

して頂きました。ちょうど私どもがタイに進出したのが 1999 年、タイ工場を建設したの

が 2000 年なのですが、その当時は 1 バーツ 3.5 円程度でした。今は 1 バーツ 2.5 円程度

ですから、日本の円高の影響を強く受けて、円高・バーツ安となっています。これが日本

のお客様は私どもにタイでの生産移管をお願いしてくる背景となっています。しかしこれ

をドルバーツで見ると、私どもがタイに進出した当時は 1 ドル 35 バーツだったものが、

今は 1 ドル 30 バーツと、むしろドル安・バーツ高の傾向になっております。 

 我々が日本のお客様だけをビジネスの相手として考えれば円高・バーツ安で良いのです

が、我々がグローバルで戦っている相手はアルゼンチンといったような国の企業です。こ

のままドル安・バーツ高になれば国際競争力が低下するのは避けられません。現在、自動

車関連企業を中心に日本から多くの企業がタイに進出していますから、タイはますます経

済成長をしてゆくでしょう。長い目で見るとバーツ高は避けられないのかも知れません。 

 もしバーツ高が許容範囲を超えれば、タイ工場が低コストの生産拠点としての役割を果

たせなくなる。その時にタイ工場をどのように運営すればよいのか？冒頭に言い訳がまし

いお話をしましたが、これが「いま行なっている海外展開が本当に正しいのか？」と考え

る所以です。海外進出という意味では、タイは一番進出をし易い国ですので、この中にも

タイに進出を考えているお会社の方もいらっしゃると思いますが、タイに進出をされる際

は、この為替の問題を良くよく考えて決断をして頂ければと思います。 

 次にオーストラリアの工場です。PAX 社はダイゾーの海外展開における強力なパートナ

ーなのですけれども、やはり彼らの一番の強みというのはグローバル企業との長年の取引

の歴史とグローバルなビジネスノウハウです。ただ会社の規模が小さかったので、今まで

はグローバル企業の課長クラスの人にしか会えなかったのが、ONE ASIA NETWORK で

ビジネスをすることにより、グローバル企業の社長クラスの人にまで会えるようになりま

した。その意味では PAX とダイゾーは共生関係にあります。 

 ですから、ここに書いてありますように PAX 社が果たす ONE ASIA NETWORK の窓

口の機能がなければ ONE ASIA NETWORK は立ち上がらなかったかも知れません。日本
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人がグローバル企業の方々と対等に渡り合うのは本当に大変なことです。真っ先に立ちは

だかるのが語学の壁で、どんなに技術的に優れたものを持っていたとしても、欧米人から

すると英語が流暢にはなせない日本人をバカにする傾向があります。そこで我々の場合は、

PAX 社に ONE ASIA NETWORK の窓口として前面に出てもらうことで、本当の意味でグ

ローバル企業との実務交渉をしています。そういうやり方で P&G さんとか、ユニリーバ

さんといったグローバル企業を攻略して来たというのが事実です。我々からすると PAX

社と出会っていなかったら、ここまで海外展開が出来なかったと思っています。 

 後にこの AA というのは、ASIAN AEROSOL というインドのお会社です。ムンバイ

工場は今はまだ建設途上で、来年竣工を見込んでいます。AA 社はインドの中では 大の

委託充填会社なのですが、品質管理面を含め色々な意味で未だに ONE ASIA NETWORK

の基準を満たしておらず、既存の工場ではその対応が不可能という結論となりました。そ

こで AA 社には新たに工場を作って頂き、その工場を ONE ASIA NETWORK に加えるこ

とを考えています。 

 ここに悪戦苦闘の歴史と書いて、ダイゾーの海外展開の実績をグラフで示していますけ

れども、青色が上海工場の年間生産量、あずき色がタイ工場の年間生産量です。ダイゾー

が中国に進出した 1995 年に海外の年間生産量がゼロだったものが、この 2012 年では二つ

の工場を合わせて約 9000 万本の年間生産量にまで増えています。日本国内の年間生産量

が 1 億 5000 万本ですから、海外の年間生産量が日本の年間生産量の６0％に匹敵する割合

になったことになります。多分、この 5 年の間には日本と同じ年間生産量になるのではな

いかと予測しております。 

 ただ、海外での成長パターンは日本の場合と大きく違います。タイ工場の年間生産量を

見て頂いたら分かりますように、リーマンショック後に一旦大きく生産量が落ち込み、そ

の後は急速に回復しています。日本国内でのエアゾール生産量が一貫して右肩上がりで来

たことと比較をすると、海外でのエアゾール生産量は上がったり下がったりしながら成長

するというポジションだと思っています。ただ、ここまで来るのにもう 17 年もの歳月を

費やしています。このグラフだけを見ると苦労の甲斐もあったという話なのですけれども、

この先がどうなるかについては誰にも分からないというのが本音です。 

 グローバル企業のお客様も P&G、ユニリーバ、ヘンケル、エイボン、SC ジョンソン、

コティ、WD40 と数も徐々に増えて、色々な海外のお会社ともお付き合いが出来るように

なりました。多分、国内事業だけで海外事業をやっていなければ、絶対にこのようなお客
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様とのお付き合いは出来なかったと思っております。 

 すごく早口で喋っているので聞き辛くて申し訳ないのですけれども、海外展開の成果と

いうことでここに幾つか挙げさせて頂きました。 

ここに、グローバル企業のビジネススキルの習得と書いてありますが、やはりグローバ

ル企業と日本のお会社さんでは、ビジネスのやり方にしても、品質管理の考え方にしても、

リスク管理の手法についても、全く考え方が違う部分が数多くあります。日本のお客様は、

高度成長期には「価格よりも品質を優先する」というのが一般的な考え方でしたが、デフ

レ経済が長期化すると共に価格面が大きくクローズアップされ、「品質は落とさずに、価格

は安くして欲しい」という要求に変わって来ました。これはメーカーにとってみれば相矛

盾する話で、国内メーカーはその対応に四苦八苦しているわけです。ところが、グローバ

ル企業の要求は「必ずしも高品質は要求しないので、適正品質のものを安く供給して欲し

い」という考え方です。私どもからすると、ある意味合理的な要求なのですが、これはも

うモノ作りの考え方を、根本的に変えなければ対応できません。 

 品質面の話をすれば、日本のお客様はエアゾールの缶がちょっとへこんでいると、それ

こそ大問題になるのですが、グローバル企業の場合は中身と機能さえしっかりしていれば、

ある程度外観については許容範囲が広いという印象を受けます。海外の場合、品質管理の

基本的な考え方に AQL 管理というものがあるのですが、この考え方は「ある程度の不良

品が出ても、基準の範囲内であれば容認する」というものです。仮に「AQL で 99.95％を

満たすべし」ということであれば、1 万本の内 5 本迄の不良品は許容範囲となります。一

方日本のお客様は、基本的にゼロディフェクトの考え方なので、不良品を PPM のオーダ

ーで抑える必要があります。1 万分の 5 と PPM では天と地の差があり、その分グローバ

ル企業は低価格で納品せよという話になるわけです。これが「適正品質のモノを安く」と

いうことだとご理解頂ければと思います。 

 それと、意外に難しいのが社内の意思決定機構の違いです。日本のお客様の場合は比較

的ヒエラルキーがしっかりしていて、担当者がいて、課長さんがいて、部長さんがいて、

役員がいて、社長さんがいて、それぞれの段階で意思決定が行われます。しかしながらグ

ローバル企業の場合は、ここに書いていますけれども、Division 管理と Region 管理が絡

み合うマトリックス組織が一般的なので、いったい誰に決定権があるのか非常に見えにく

くなっています。よく役所でタライ回しに遭うという話がありますが、グローバル企業で

はそのタライ回しが国境を超えて起きます。網の目のような組織の中で、一体どの部署の
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誰が本当にキーパーソンかを見極めることがグローバル企業とのお付き合いには不可欠に

なります。日本だけで仕事をしていたら、絶対に分からなかったのではないかと思います。 

 先ほど語学の話を質問された方がいらっしゃいましたけれども、語学の問題は「たかが

語学、されど語学」です。やはり海外展開する時には語学の壁を乗り越えねばなりません。

しかし私どもがタイに進出した時には、英語をある程度に喋れたのは 2 名だけ、1 人はそ

の当時の社長で、もう 1 人が私でした。語学の問題には非常に悩まされました。通訳を雇

っても、現地社員に日本語教育をしても自ずと限界があり、 終的には時間をかけてこの

問題を解決してゆかねばなりません。 

 私どもの場合は、私自身が率先して PAX 社との緒にコミュニケーションを図り、トッ

プ自らがやりました。そうすると、下の人もやらざるを得ない。お陰様で、今ではカタコ

トを含め英語を話せる人がだいぶ増えています。英語が上手いとか下手ということは重要

ではなくて、要は物怖じをせずに英語が話せるかどうかが重要でだと思います。例えば、

昔は海外出張となると大体 3、4 人は必ず一緒に行っていたのが、今は 1 人で海外を行っ

たり来たりできる人が増えたということです。 

 英語といっても、必ずしも綺麗な英語や米語ある必要ありません。アジアで仕事をする

のであれば、アジアンイングリッシュでのコミュニケーションが主体になります。オージ

ーイングリッシュもあれば、シンガポールイングリッシュもあれば、チャイニーズイング

リッシュ、インディアンイングリッシュもあります。彼らの話す英語と比較をすれば、む

しろ日本人の英語のほうが文法的にも余程しっかりしています。そういった人たちと、や

はり物怖じせずに、英語を話すということが非常に大切なのだと思います。 

 「分かったふりは時に命取り」、これはもう時にではなく、常に命取りになる可能性があ

ります。海外で仕事をする時にはよく通訳の人を使うと思いますが、業界知識のない通訳

さんにお願いしても余り役に立たないというのが実感です。むしろ業界知識のない日英通

訳を使うぐらいであれば、業界に精通した人に英英通訳をして貰うほうが有用だと思いま

す。交渉相手の難しい英語を易しい英語で通訳してくれたほうが、話が何倍もスムースに

行きます。私どもが PAX 社と一緒に仕事をしいて一番有難いのは、この英英通訳を PAX

社の社長自らがしてくれることです。グローバル企業の方と交渉で、先方が難しい単語を

使った時や、早口でまくし立てられた時には、この社長が「おまえには分からないだろう

から俺が易しい英語で通訳してやる」といってくれます。逆に私のジャパングリッシュを、

格調高い英語に直して先方に伝えてくれます。 
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だんだんと時間も無くなってきましたので、ここは飛ばします。 

 もう一つ、海外展開をすると、もの凄くストレスがかかるのがジョブホッピングという

問題です。日本の場合は、基本的に終身雇用制ですから、一つの会社に入ったら、ずっと

その中で役職が上がり、給料も上がってゆきます。ところが海外では、一般的に給料を上

げようと思うと、その会社を辞めて別の会社へとステップアップするしかありません。で

すから、スキルが上がると決まってその人は会社を辞めて次の会社を目指します。日本流

にいうと「これだけ俺が目をかけてやったのに」と言っても、すっと会社を辞めます。 

 これをいわゆるジョブホッピングと言って、日本人からすると非常に腹が立つ仕組みな

のですけれども、海外では当たり前のことなので、これに腹を立てても仕方がない。逆に

ジョブホッピングによって、思わぬ人材が手に入ることもあります。向こうもジョブホッ

ピングしていますから、優秀な人が辞める可能性もあれば、もっと優秀な人が入ってくる

可能性もあるのです。 

ただし、本当に手放したくない社員には、やはりドンと給料を払って定着してもらうと

いうことも必要です。基本的にはコアの社員に負けた社員が会社を辞めてゆきます。です

から、特にマネージャークラスの処遇の仕方はよく考えなければならないと思います。こ

こに書いておりますけれども、ジョブホッピングは自然淘汰だと思って諦めましょう。そ

の代わり教育システムを充実させて、去る者は追わず、彼よりも良い人材を確保し、処遇

し、定着をさせるというのが海外なのかなと思っています。 

 もうまとめにしますけれども、海外展開から得たものは、一つに国内で培った価値観を

根底から覆されながら、そしてその経験から我々からすると新しい価値観を学んだことで

す。それと、その下に書いてあるように、グローバル企業の 先端の管理手法を自分の中

に取り込むことが出来たということです。これを、私どもは「内なる国際化」と呼んでい

ます。海外展開とは、やはり日本から海外に進出することがメインとなるのですが、逆に

日本の会社に、例えば P&G の品質管理システムやユニリーバの安全管理システムを取り

入れるというのが「内なる国際化」ということです。 

 何故これが必要かと申しますと、その上に書いておりますけれども、日本のこれまでの

一億総中流社会というのは徐々に崩れてゆくと私は考えています。今後、アジアは時間を

かけて均質化してゆきますから、日本の中流階級が少しずつ上と下に分かれてゆくことが

予想されます。そしてその傾向が若者の失業率を見ても、賃金水準を見ても表れてきてい

ます。日本の社会システム自体がグローバル化した時に、それを管理できる手法が今のグ
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ローバル企業が持っている管理手法だと私は考えます。その意味では、そういった管理手

法を取り込むという「内なる国際化」が、もしかしたら一番大切なことかも知れません。 

 そして、海外赴任は 高の人材教育になります。若い人を海外に出すと、日本では歯車

としてしか働いていなかった人が、日本人が少ない分、大きな権限と責任を持って仕事を

することになります。私どもの会社でも、やはり海外赴任を経験して帰ってくると、一皮、

二皮剥けて帰ってくるというという印象があります。加えて「習うより、慣れろ」・「成せ

ば成の精神」が、とても大切なことだと思います。 

 「ONE TEAM ONE DREAM」、これを ONE ASIA のスローガンとして PAX 社とこの

10 年以上パートナーシップを組んでやって来ましたが、やはり何よりもパートナーとの信

頼関係、これが一番大切です。基本的には人種ではなく人間性です。その意味では、オー

ストラリアだろうが、タイだろうが、ベトナムだろうが、ミャンマーだろうが、一緒にパ

ートナーを組もうという時には、当たり前のことなのですけれどもトップの人間性をよく

見なければなりません。そして、そのトップとどれだけ深いコミュニケーションとれるか

でパートナーシップの成否が決まります。トップ同士のコミュニケーションを深めずに下

の人に任せきりすると、後で騙されたとか、こんな筈では無かったということになります。 

 私も PAX 社のポール社長とは、ヨーロッパで寝食を共にして ONE ASIA のキャンペー

ン営業をしたり、オーストラリアで開催される「砂漠のレース」に参加をしたりして、公

私共にコミュニケーションを深めることに努めました。時には 2 人で意見が食い違うこと

もありますが、次はこの会社にアタックしようとか、あの会社には負けないようにしよう

といった話をしながら、トップ同士の信頼関係のもと、実務を下に降ろしてゆきながら海

外展開を進めてきました。それが、本日のお題の「アジアにおける連携と共生」意味なの

ではないかなと思います。 

 ここに「桃栗 3 年、柿 8 年、石の上にも 30 年」と書いてありますけれども、本当に海

外展開は大変でございます。しかしながら日本企業が国内だけで生き残るというのはなか

なか厳しい状況であるのも事実です。皆さんのお会社も海外に出る機会があると思います

が、今日の話が何か一つでも役に立てば、私としては嬉しく思います。ご清聴有難うござ

いました。（拍手） 
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 司会 ありがとうございました。経験を交えながらたくさんのお話を頂きましたが、そ

れでは、ここでご質問のある方、挙手のほどお願いいたしましょう。南様にぜひこれは聞

いておきたいというご質問はございませんでしょうか。いかがでしょうか。では、あちら

から、男性から、ではスタートさせていただきます。 

 質問 どうも面白いお話を本当にありがとうございました。私自身、商社の人間なので

中国で 30 年以上住んでいまして、ここに書いてあることがどのセミナーを聞いている以

上に分かりやすく、すべて共感を持てました。 

 南 ありがとうございます。 

 質問 本当にありがとうございました。一部またパクらせてもらってどこかでしゃべろ

うと思っていますけれども、それで、ちょっと 後のページなのですが、けんかして仲良

く、仮想敵国をつくる。このちょっと心だけを教えてくれますか。 

 南 喧嘩して仲良くという話なのですけれども、私は今でこそ PAX 社のポール社長と

非常に仲良くやっていますけれども、 初に出会った時は「こんなやつとは絶対ビジネス

したくない」と思ったのです。というのは、彼らもやはりオーストラリアの市場をどう守

って海外に出て行くか？私どもも日本の市場を守りながら、どうやって海外に出て行く

か？を考えていましたから、必ずしも利害が一致しない部分が多かったのです。 

 終的には我々がタイに工場をつくることによって色々な問題が解決したのですけれど

も、だいたい日本人というのは喧嘩をするのはあまり好きではありません。しかし、本当

の意味でパートナーを組もうと思うと、やはり表向きだけの話では無理なので、自分たち

の思っていることと相手の思っていることを、喧嘩をしてでも 終的に擦り合わせなけれ

ばなりません。その摺り合わせが出来ないのであれば、やるべきではないと思います。中

国への海外進出時は、まさに表面的な合意だけでやりましたから、喧嘩もしなかったので

すが、逆に向こうの腹なんか全然分からずにやってしまいました。そういうやり方をする

と、やはり長続きしませんでした。 

 仮想敵国というのは、これは心理的にそうだと思うのが、共通の敵がいると 2 人の仲は

強くなるわけです。現実に ONE ASIA NETWORK を構築した際も「中国から来るローダ

ーさん、欧米から来るローダーを仮想敵国にして、彼らに先んじて俺たちはやろう！敵は

すぐそこまで来ているのだから、まごまごしている場合じゃない！」という話の中で決ま

りました。その意味では、仮想敵国というものを想定するということによって、パートナ

ーシップの関係を強化や、スピードアップが図れると思います。こんなお答えでよろしゅ
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うございますか。 

 質問 ありがとうございました。南社長の下で働きたいという人がいっぱい出てくると

思います。（笑） 

 司会 ありがとうございました。それでは、あちらの女性にお願いいたしましょう。 

 質問 今日はいいお話をありがとうございました。 後のほうに「内なる国際化」とい

うところがどんなような内容なのかちょっとお伺いしたいなと思いました。 

 南 いまちょっとお話をしましたように、我々は日本のメーカーですから、例えばトヨ

タ方式を学びましょうという話はよくある話です。一方、グローバル企業さんはグローバ

ル企業さんで日本にはないグローバルな管理手法を色々とお持ちです。なかなか日本の中

にいると、そういう管理手法を学ぶ機会がありません。 

 我々が、海外でグローバル企業さんとのとお取引をする場合には、例えばタイ工場や中

国工場で、彼らのローバルな管理手法を導入するが求められます。それをタイ工場や中国

工場にとどめずに、日本の会社にもその管理手法を取り入れることを、「内なる国際化」と

私どもの会社では呼んでいます。言葉の使い方が正しいかどうかは分からないのですけれ

ども、そういう意味でございます。 

 司会 ありがとうございました。それでは、後ろ、お願いいたします。 

 質問 どうもありがとうございました。PAX との関係なのですけれども、いわゆる業務

提携的なものだと思うのですが、そこにはいろいろなレベルがあると思うのですけれども、

例えば、一緒に会社をつくってやるとかということではなくて、あるいは、役員を相互に

経営参画させているというわけではなくて、ただ市場を一緒にやっていきましょうという

意味での提携関係というふうに理解すればよろしいのでしょうか。 

 南 大変良いご質問を頂き有難うございます。先ほどブルース・ミラーさんともお話を

したのですけれども、私どもダイゾーと PAX 社は資本提携もしていませんし、新しい会

社をつくったわけでもありません。ONE ASIA NETWORK というのは仮想のネットワー

クで、基本的にはダイゾーと PAX 社とのジェントルマンズ・アグリーメント、すなわち、

紳士協定でやっております。ただ、紳士協定だと説明しても説得力がないので、一応、私

が PAX 社の取締役になり、ポール社長が私どもの会社の取締役になっております。 

 また、仮想的な組織なのではありますが「ONE AISA NETWORK」というのは国際的

に商標登録をしています。ONE AISA NETWORK の営業の窓口は先ほど言った PAX 社の

ポール社長が統括していて、各グローバル企業さまからの注文を、日本の工場、オースト
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ラリアの工場、タイの工場、中国の工場、インドの工場の中から 適な工場を選んで生産

をしています。当然、ポール社長 1 人で全ての受注を網羅できるわけではありませんから、

ダイゾーや PAX 社の ONE AISA NETWORK の営業部員の中で、このお客さんはダイゾ

ーが、このお客さんは PAX 社がといった形で担当し、生産を各国の拠点に割り振るとい

う仕組みで運営をしております。よろしゅうございますか？ 

 司会 ありがとうございました。それでは、続いてご質問おありの方、いらっしゃいま

すでしょうか。もう十分お聞きいただけましたでしょうかね。それでは、お話を笑顔と共

になさってくださいました南様、本当にありがとうございました。（拍手） 

 ありがとうございます。それでは、これをもちまして本日のセミナーを終了させていた

だきます。本日はご出席を賜りまして誠にありがとうございました。 




