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ASIA発、グローバルベンチャー企業の創出

2015年11月21日（土）  和僑会代表者会議＋ベトナム企業交流会＋パネルディスカッション＋ 前夜祭
                   11月22日（日）  一般公開
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11/21(土）   和僑会代表者会議＋ベトナム企業交流会＋パネルディスカッション＋
                            前夜祭（船上 パーティー）

大会プログラム 1日目
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第７回  和僑会世界大会 in ホーチミン

　「どうしたら日本人が海外発でグローバルベンチャー企業を創り、次の時代を担っていけるようになるの か？」

　グローバル化が叫ばれる昨今、海外起業家の数が増えていはいるものの１billion USD（年商1,200億円）以上を海外市場で売り

上げているような、大成功を手にした世界に誇れる日本人アントレプレナーはまだまだ少ない。

　ビジネスモデル、マーケットへの参入方法、参入時期、資金調達、人材マネジメント、パートナー選び等、様々な問題が起因している

背景のもと「どうしたら日本人が海外でビックベンチャー企業を創り、次の時代を担っていけるようになるのか」をテーマに 議論し

ていく。WTO コミットメントによりASEANが開放市場となる2015年、急速に伸びていくアジア市場の勢いを肌で感じられるここ

ホーチミンで真のグローバル企業を創 出するきっかけをつくっていきたい。
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Asia Ventures Summit  - ASIA発、グローバルベンチャー企業の創出 -

Tea break （記念撮影・名刺交換会）

パネルディスカッション

ベトナム不動産動向、ベトナム経済動向、ベトナム法律改善動向、
ホーチミン市工業団地優遇制度等の説明

質疑応答

代表者会議

代表者
会議

14:00～17:00

代表者会議

パネルディスカッション

前夜祭 ※船上パーティーとなりますので、遅れないようお願い致します。



大会プログラム 2日目

11/22（日）　一般公開
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Room1 Room2 Room3

基調講演： ASEAN経済の動向と日本の成長戦略

大会挨拶・説明

講演会

パネルディスカッション

昼食ランチブッフェ 

大交流会

12:30～13:30

18:30～21:00

11:30～12:30

8:30～9:00

9:00～10:00

10:15～11:15

木暮 剛彦 ／ 本橋 弘治 ／ 梶原 潤一
モデレーター： 関 泰二

ベトナムパネルディスカッション  ベトナムビジネスの難しさと成功の秘訣

ASEANパネルディスカッション  ASEAN各国市場の最新事情

講師： 堀 紘一

黒川 治郎 ／ 小田原 靖 ／  永杉  豊 ／ 薛 悠司
モデレーター： 齋藤 真帆
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14:00～15:00

16:30～17:30

15:15～16:15

講師： 徳重 徹

アジアで戦うための
マインドセット

講師： 吉田 浩一郎

市場と仲間の選び方
～1億の赤字と役員の離反を経験して～

講師： 西澤 亮一

英語ゼロから3年、
海外11拠点展開への道のり
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3-A 

14:00～15:00

16:30～17:30

15:15～16:15

講師：中村 壮秀 ／ 重松 大輔

ソーシャルテクノロジーで戦う、
ASEAN市場戦略

講師： 細野 恭平

すぐ儲からないが進出するなら今、
ベトナムビジネス最新事情

講師： 加藤 順彦

若き日本人経営者よ、
アジアのウミガメとなれ
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3-B 

14:00～15:00

16:30～17:30

15:15～16:15

講師： 関 岳彦

ベトナム人材市場の現状
人材紹介の最前線から

講師： 徳嶺 勝信 ／ 西村 武将

失敗しない
ベトナム不動産投資

講師： 益子 陽介

2015外資規制解禁、
ベトナム飲食事情
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基調講演

ASEANパネルディスカッション

ASEAN各国市場の最新事情

登壇者： 黒川 治郎 (HUGS Co., LTD　CEO)
1979年、イラク・バグダッド生まれ日本育ち。学生時代は、プロサッカー選手を目指して、イギリスに留学する。27歳で起業し、東

京都内で飲食店複数店を経営する。著しい発展を遂げるアジア諸国に目を向け、2010年にカンボジアを訪問。同年にカンボジア

現地法人HUGSを共同代表らと共に立ち上げ、 2011年には家族とともにカンボジアへ移住、本格的に事業をスタートする。黒川

が代表を務めるHUGS Co.,Ltd.では、プノンペンの中心で行う街造り「絆ストリート」プロジェクトを中心に、日本企業の進出支

援コンサルティング、ツアー・不動産事業等をカンボジアで展開している。

登壇者： 小田原 靖
           (PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER(THAILAND) CO., LTD.　代表取締役社長)

1969年福岡県福岡市出身。19歳で渡米、オレゴン州の大学を卒業後93年に来タイ。94年にパーソネルコンサルタントマンパ

ワー（タイランド）を設立して約20年間、日系企業向けに人材紹介。2008年から７年連続、タイ国労働省に登録してある約400社

の人材紹介会社の中で最多の紹介人数を記録し最優秀功労賞を受賞。2013年2月にヤンゴンにてミャンマーで初の日系人材紹

介会社の運営を始める。

登壇者： 永杉  豊 (MYANMAR JAPON Co.,Ltd.　CEO)
ミャンマー初の月刊日本語情報誌「MYANMAR JAPON」および英字情報誌「MYANMAR JAPON＋plus」発行人。日緬ビジネスに

精通する経済ジャーナリストとして、日本国大使をはじめミャンマー政府の主要閣僚、来緬された安倍昭恵夫人や笹川陽平氏など

とも誌面で対談している。地元社会の信頼は厚くミャンマーの事業支援や投資アドバイスも務める。ヤンゴン和僑会代表、一般社団

法人日本ミャンマー友好協会副会長、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会特別委員

ASEAN経済の動向と日本の成長戦略

登壇者： 堀 紘一 (株式会社ドリームインキュベータ　代表取締役会長)
株式会社ドリームインキュベータ代表取締役会長。1945年、兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業後、読売新聞経済部を経て、

1973年から三菱商事に勤 務。ハーバード・ビジネススクールでMBA with High Distinction(Baker Scholar)を日本人として

初めて取得後、ボストンコンサルティンググループで国内外の一流企業の経営戦略策定を支援する。1989年より同社代表取 締

役社長。2000年6月、ベンチャー企業の支援及び大企業の戦略策定・実行支援を行なうドリームインキュベータを設立、代表取締

役社長に就任。同社を2005年9 月、東証1部に上場させる。2006年6月、同社会長に就任。「リーダーシップの本質」（ダイヤモンド

社）「一流の人は空気を読まない」（角川oneテーマ21）、「コンサルティングとは何か」(PHP研究所)等著書多数。

モデレーター： 齋藤 真帆 (Vivid Creations Pte Ltd　CEO)
大学卒業後、出版局を経て2005年某メーカーで海外プロジェクトに携わり、約1ヶ 月間台湾で働いたことで海外をより身近に感

じ、海外移住を決意。2006年にシンガポール移住し日系企業に就職した後、2009年にイベント・展示会の企画運営及びマーケ

ティングプロモーションを行う会社 Vivid Creationsを起業する。企業や自治体の海外プロモーションを中心に、日本で大ブー

ムとなったリアル脱出ゲームの海外興行、英語落語公演など、 日本の優れたコンテンツもシンガポールに紹介している。2014年

には日本にVivid Creations Japanを立ち上げ日本国内での事業拡大、シンガポールだけでなくアセアン諸国向けのプロモー

ションへを促進する。

登壇者： 薛 悠司 (EVOLABLE ASIA Co., Ltd　代表取締役社長)
1982年生まれ。大阪府出身。慶應義塾大学在学中に有限会社VALCOM(現株式会社エボラブルアジア)の立ち上げに参加。2005

年株式会社リクルートに入社。 2011年、Soltec Vietnam Company社を立ち上げ、代表取締役に就任。2012年ITオフショア開

発事業のEVOLABLE ASIA CO.,LTD(ベトナム法人)を創業し、代表取締役に就任。2015年3月に同法人を500名体制に拡大さ

せ、 東南アジア最大の日系オフショア開発企業に成長させる。2014年に東南アジア展開を促進させるため統括法人として

SOLTEC INVESTMENTS PTE.LTD. (シンガポール法人)を設立し同社代表取締役に就任。 2014年 AERA誌の選ぶ「アジアで活

躍する日本人100人」に選出される。
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講演会

アジアで戦うためのマインドセット

講師： 徳重 徹 (テラモーターズ株式会社　代表取締役社長)
1970年生まれ。山口県出身。九州大学工学部卒。住友海上火災保険（現三井住友海上火災保険）にて商品企画・経営企画に従事。退社

後、アメリカ、サンダーバード経営大学院にてＭＢＡ（経営学修士）を取得し、シリコンバレーにてコア技術ベンチャーの投資・ハンズ

オン支援を行う。2010年4月に電動バイクのベンチャー企業、テラモーターズを設立。設立2年で国内シェア・ナンバーワンを獲得

し、リーディングカンパニーとなる。主な著書に『世界へ挑め!』（フォレスト出版）がある。

ソーシャルテクノロジーで戦う、ASEAN市場戦略

講師： 中村 壮秀 (アライドアーキテクツ株式会社　代表取締役社長)
1974年生まれ。1997年に慶應義塾大学理工学部計測工学科（現物理情報学科）を卒業後、住友商事株式会社に入社。リテール部

門にて新規事業会社の設立、運営に携わる。その後、2000年に株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインの創業に参画。eコマー

ス事業の企画、統括を行う。2004年4月東証マザーズ上場。2005年8月アライドアーキテクツ株式会社を設立。2013年11月東証

マザーズに上場。日本におけるソーシャルメディアマーケティングのパイオニアとして、企業のソーシャルメディア活用を助け

るサービス・ソリューションを生み出し続け、台湾、タイ、ベトナムなどアジア各国にも展開している。また、2014年4月、アジア

拠点として、シンガポールに子会社ReFUEL4 Pte.Ltd を設立。Facebook広告制作クラウドソーシングサービスを世界各国に

向けて提供開始している。

ベトナムパネルディスカッション

ベトナムビジネスの難しさと成功の秘訣

登壇者： 木暮 剛彦 (FamilyMart Vietnam Co., Ltd　General Director)
群馬県出身、1979年一橋大学商学部卒業後、伊藤忠商事に入社。情報機器の輸出業務に従事。1984年～93年の間、ロスアンジェ

ルス・トロントに勤務、帰国後マルチメディア事業部でコンテンツビジネスを担当し、株式会社アートネット社長を経て、2006年

に株式会社ファミリーマートで執行役員広報・IR部長に就任。同海外事業部長から2013年ベトナム事業の責任者となり、その再

編に取組み同年ベトナムファミリーマート社長に就任。再スタート後2年間で80店舗強まで拡大、黎明期のベトナムコンビ二業

界においてNo.1チェーンを目指す。

登壇者： 梶原 潤一 (エースコックベトナム株式会社　社長)
1952年大阪生まれ。1974年エースコック株式会社入社。営業部・マーケティング部・経営統括室勤務を経て1992年取締役大阪支

店長の後マーケティング部長、経営統括室長、その後1998年常務取締役東京支店長、2003年専務取締役マーケティング本部長を

歴任し2009年12月エースコックベトナム株式会社に赴任し2010年認可を受け社長に就任し現在に至る。ベトナムとの関わり

は1993年から日本のマーケティング部長としてベトナム事業立ち上げを担当し、会社設立・工場建設・ベトナム市場向け新製品

開発、営業組織を組み教育訓練の実施などに携わる。その後も出張ベースでベトナム事業の経営に参画しながらベトナムの国自体

の大きな成長と発展に触れ続けた。会社は2000年に発売したHaoHaoというブランドの新製品が大ヒット商品となりその後は

毎年生産設備の増強と新工場建設を繰り返し現在は即席麺年間生産量28億食となりベトナム国内シェア50％超の企業となる。

モデレーター： 関 泰二 (NIHON ASSIST SINGAPORE PTE LTD　Managing Director)
1971年 東京都生まれ。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際関係学修士課程修了。 文部科学省管轄の公益法人を経て、シンガ

ポール政府国際企業庁（IE Singapore）のSenior Market Officerおよび、在京シンガポール共和国大使館商務部の商務官を歴任し、

多くのシンガポール企業の日本市場参入に貢献。 同庁退官後の2011年にインキュベーションオフィスCrossCoop Singaporeを立

ち上げ、これまで日系企業の東南アジア進出を約250社支援をした。現在は日本企業とシンガポール企業数社の経営と資本に参画

し、シンガポールを拠点に様々な新規事業を立ち上げている。シンガポール和僑会理事。

登壇者： 本橋 弘治 (Ajinomoto Vietnam Co., Ltd.　General Director)
1963年東京生まれ。1986年味の素株式会社入社。工場総務部（三重県）、人事部、外食営業（岡山県・広島県）、海外事業部門、2005

年フィリピン味の素　販売マーケティング担当取締役、2009年人事部労務グループ長を経て、2012年からベトナム味の素社

長。会社は1991年に設立、92年から「味の素」の製造を開始、2000年には風味調味料「Aji-ngon」で多角化に着手、その後、酢・醤

油・マヨネーズ、飲料等を発売し順調に業容を拡大、現在では２工場、5物流センター、58営業拠点を持ち、主戦場である全国2600

の市場を始め、10万店を超える小売店・外食店と直接取引を行う。
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講演会

失敗しないベトナム不動産投資

講師： 徳嶺 勝信 (SHINY REAL ESTATE BISINESS AND INVESTMENT CO.,LTD　代表)
1966年生まれ沖縄県出身、特殊車両メーカー㈱アイチコーポレション勤務を経て、2004年4月初来越、2005年起業しベトナム

ホーチミンに単身渡航ベトナムと日本間の貿易事業から、現地合弁会社3社（環境事業、コンサルタント事業、不動産事業、食品物

流事業）を立上げ事業を行っている。取引個客はベトナム政府、企業、民間が80％、日系20％、特に環境事業ではベトナム政府事

業、日本政府事業（経産省事業、外務省事業、環境省事業）を手掛けた。その経験を活かし、ベトナム政府系事業のコンサルタントと

して日系大手の事業も引受けている。不動産事業としてVIN HOMES(ベトナム最大手)の販売代理店として日本人向けの不動産

事業も手掛けている、自社の強みはグループ3社の会社を使い分け外資が取りずらい許認可が取れる事と、合弁会社の強みを活

かしベトナム市場に深く入り込んでいる事。

ソーシャルテクノロジーで戦う、ASEAN市場戦略

講師： 重松 大輔 (株式会社スペースマーケット　代表取締役 / CEO)
1976年千葉県生まれ。千葉東高校、早稲田大学法学部卒。 2000年NTT東日本入社。主に法人営業企画、プロモーション（PR誌編

集長）等を担当。 2006年、当時10数名の株式会社フォトクリエイトに参画。 一貫して新規事業、広報、採用に従事。国内外企業と

のアライアンス実績多数。ゼロから立ち上げたウェディング事業は現在、全国で年間約3万組の結婚披露宴で 導入されるサービ

スまでに育つ。2013年7月東証マザーズ上場を経験。2014年1月、全国の貸しスペースをマッチングする株式会社スペースマー

ケットを創業。

1-B 

ベトナム人材市場の現状　人材紹介の最前線から

講師： 関 岳彦 (G.A.Consultants Vietnam　代表)
大学卒業後G.A.コンサルタンツへ入社。2005年よりベトナム人の人材紹介を行うVieclamBank（ベクラムバンク）事業の立ち

上げでベトナムへ駐在を開始。その後日本人のベトナム就職のためのブランドR-Vietnamを展開。日本人求職者のキャリアコン

サルティングを行う一方、ベトナム国内の日系企業のうち、累計500社超に及ぶ採用をサポート。現在はホーチミンを基点にハノ

イ、ジャカルタ、ヤンゴンのオフィス間を行き来する。

1-C

市場と仲間の選び方　～1億の赤字と役員の離反を経験して～

講師： 吉田 浩一郎 (株式会社クラウドワークス　代表取締役社長 兼 CEO)
1974年兵庫県神戸市生まれ。東京学芸大学卒業後、国内メーカー、英国外資系企業などを経て、株式会社ドリコム執行役員とし

て東証マザーズ上場を経験した後に独立。ベトナムへ事業展開し、日本とベトナムを行き来する中でインターネットを活用した

時間と場所にこだわらない働き方に着目、2011年11月株式会社クラウドワークスを創業する。インターネットを通して日本中、

世界中の人材を活用できる日本最大級のクラウドソーシングサービス『クラウドワークス』（http://crowdworks.jp/）は、「21

世紀の新しいワークスタイルを提供する」をミッションとして事業を展開、2014年12月に創業3年で東京証券取引所マザーズ

市場へ上場する。2015年10月現在、登録するクラウドワーカー（個人の働き手）は73万人を突破、トヨタ、UFJ、NTTなど10万社

超の企業が活用している。また、経済産業省をはじめとした政府6省と20以上の自治体なども活用、地方創生にも積極的に取り組

んでおり、岐阜県・福島県南相馬市と提携、特に宮崎県日南市との取り組みは先進的事例としてテレビ東京「ガイアの夜明け」にて

特集される。日経ビジネス「日本を救う次世代ベンチャー100」選出、経済産業省「第1回日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革

新賞受賞。著書に『クラウドソーシングでビジネスはこう変わる（ダイヤモンド社）』、『世界の働き方を変えよう（総合法令出版）』、

『クラウドワーキングで稼ぐ！(日本経済新聞出版社)』(10月21日発売)がある。

2-A 

すぐ儲からないが進出するなら今、ベトナムビジネス最新事情

講師： 細野 恭平 (株式会社ドリームインキュベータベトナム　代表)
（株）ドリームインキュベータ（DI）アジア統括執行役員、DIベトナム社長 東京大学文学部卒業（スラブ語）、ミシガン大学公共政策

大学院修士 1996年、海外経済協力基金（後に国際協力銀行）に入社。旧ソ連（ウズベキスタン、カザフスタン等）向けの円借款事業

や、途上国の債務リストラクチャリング、ODA改革等に従事する。2005年、DIに参画し、大企業向けの戦略策定やベンチャー企業

向けの投資に従事。2010年から、ベトナムに駐在。DIアジア産業ファンド（50億円）を通じたベトナム企業向けの投資、ベトナム

に進出する日本企業・ベトナム政府／企業向けのコンサルティングなどを手掛ける。400社以上のベトナム現地企業と接点があ

り、ベトナムの幅広いセクターに精通している。

2-B 

2-C
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特別出演

大会激励

大嶋 啓介 (株式会社てっぺん　代表取締役／ＮＰＯ法人居酒屋甲子園　初代理事長／事業創造大学院大学　客員教授／
                       学校法人菊武学園　評議員／一般社団法人日本朝礼協会　代表理事／人間力大學　学長 )

今、日本の飲食業界で注目を集めている居酒屋「てっぺん」の創業者。10歳の時、警察官だった親父を亡くし、そのとき初めて親父の生

きざまを知り、親父のような生き方をしようと心に決める。「てっぺん」という店名には、親父に一番近くで「てっぺん」で自分の成長し

た姿を見てもらいたいという思いが込められている。てっぺん独自の「公開朝礼」がテレビや雑誌等で数を多く取り上げられ、日本中

で話題となる。今では年間に約1万人以上もの方が「てっぺん」に朝礼見学に訪れるほどとなっている。その勢いは日本国内だけにとど

まらず、韓国や台湾など海外からも多くの方が「本気の朝礼」を見学に訪れている。さらには、“夢を大切にする生き方”“仲間を大切にす

る生き方” から、「日本中に夢を広めたい」という熱い念いで海外及び全国各地での講演活動にも励み、活躍の場を大きく広げている。

失敗しないベトナム不動産投資

講師： 西村武将 (N-ASSET VIETNAM COMPANY LIMITED　Branch Manager)
1982年生まれ熊本県出身、熊本高校、成蹊大学卒業。大学卒業後、株式会社ノエル、株式会社エヌアセット勤務を経て、2011年9

月より N-Asset Vietnam の設立の為、渡越し現在に至る。不動産仲介業を柱として、レンタルオフィスのサービスを2013年度

より開始。2015年度より売買仲介を開始。

2-C

英語ゼロから3年、海外11拠点展開への道のり

講師： 西澤 亮一 (株式会社ネオキャリア 代表取締役)
1978年2月生まれ、北海道出身。2000年4月、新卒として投資会社へ入社。同年11月、同期新卒9名で株式会社ネオキャリアを

設立。取締役に就任。設立後1年半で赤字4000万円、一時倒産の危機を迎える。2002年、西澤を代表取締役として会社を建て

直すことに。就任後より単月黒字化を維持、1年半後には、累積債務を解消。存続の危機を乗り越え、以降、売上、社員数共に成長

を遂げてきた。2011年よりスタートした海外事業では、人材紹介事業を中心にシンガポール他アジア11拠点へ展開し、国内

35拠点、従業員数1300名を超えるグループ企業として成長をし続けている。世界最大級の起業家組織「Entrepreneurs 

Organization（起業家機構）」に加盟するEO Japanでは、2012年7月より第17期会長を務めあげた。ダイヤモンド社のダイ

ヤモンド経営者倶楽部主催「2014年 年間優秀企業」受賞。AERA 「アジアで勝つ日本人100人」に抜擢。日経ビジネス「若手経

営者が選ぶベスト社長」に抜擢。

3-A 

若き日本人経営者よ、アジアのウミガメとなれ

講師： 加藤 順彦 (エンジェル事業家　LENSMODE PTE LTD)
1967年生まれ。大阪府豊中市出身。関西学院大学在学中に（株）リョーマ、（株）ダイヤルキューネットワークの設立に参画。（株）

徳間インテリジェンスネットワークを経て1992年、有限会社日広（現GMO NIKKO株式会社）を創業。2008年、NIKKOのGMO

インターネットグループ傘下入りに伴い退任しシンガポールへ移住。2010年、シンガポール永住権取得。2015年、マレーシア

MM2H（長期滞在）ビザ取得。移住前は個人エンジェルとして、日本国内30社超のスタートアップの第三者割当増資 に応じると

ともにハンズオン支援してきた（うち8社はその後上場）。現在はシンガポールを拠点に日本人の起こす企業の資本と経営に参画

している。主な参画先は家具製造販売のKAMARQ、ASEANの求人ソリューションSMS24/7、サービスオフィス運営とプレスリ

リース配信のソーシャルワイヤー、オンライン英会話のLangrich等。著書に『シンガポールと香港のことがマンガで3時間でわ

かる本』（明日香出版社）『講演録 若者よ、アジアのウミガメとなれ』（ゴマブックス）

3-B

2015外資規制解禁、ベトナム飲食事情

講師： 益子 陽介 (Pizza 4P's Corporation　代表)
大学卒業後、商社を経てサイバーエージェント入社。同社投資育成事業部べトナム代表としてべトナム投資事業を立ち上げ、べト

ナムインターネットサービス企業の投資に携わる。2010年8月に同社を退社し、2011年5月にホーチミンで創作ピザ屋「Pizza 

4P's」をオープン。7月にTripAdvisorホーチミンレストランランキング1位を獲得。現地欧米系最多発行部数フリーマガジン

"The Word"にてBest restaurant of 2014に選ばれ、ベトナム版食べログ「Foody.vn」にてランキング1位を獲得し続けてい

る。べトナムで最初の会社としてベトナム産フレッシュチーズの生産販売を開始。ベトナム全土に販売されているチーズが

「フォーブス誌」、「ニューヨーク・タイムズ誌」で取り上げられる。2014年 AERA誌の選ぶ「アジアで活躍する日本人100人」に選

出される。2015年ベトナム現地のベンチャーキャピタルから第三者割当増資により2億5,000万円を資金調達、2020年海外市

場上場に向けて事業拡大中。

3-C
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