
Rainbow Bridge for your Business and Technology

From Europe to Asia
From Asia to Europe



ハカタインターナショナルはアジアとヨーロッパ間での事業と技術を繋ぎます。そして戦略的相乗効
果を⽣み出す為の架け橋となります。これ迄培ってきた多国との協業と協⼒体制の実績を活⽤し国際
事業をより促進させ活性化する為に貢献します。

ご挨拶

From Europe to Asia
From Asia to Europe



組織

１９９８ 〜２００４
ドイツエンジニアリング会社

事業推進課長

２００５ 〜 ２００９
ドイツエンジニアリング会社を日本にて設立

代表取締役

２００９ 〜 ２０１２
Sales & Technologyをドイツにて設立

２０１３ 〜
ハカタインターナショナル設立

連絡先: +49-170-7693908
メール: Manfred.glotzbach@hic-

Germany.com

沿⾰

２０１３年：会社設⽴
２０１４年 〜 ２０１６年:ドイツ企業との事業協⼒
２０１６年 〜 ２０１８年:⽇本企業との事業協⼒
２０１８年 〜 :投資関係とのOEM/ODM事業協⼒

マンフレッド
グロッツバッハ

木村哲也

１９９２ 〜２００４
アメリカ大学卒業

アメリカ現地にてプロジェクト対応

２００５ 〜２０１２
ドイツエンジニアリングにて会社勤

務

２０１３ 〜
ハカタインターナショナル設立

連絡先: 090-1195-1970
メール: tetsuya.kimura@hic.co.jp



⽇本メーカ企業： ヨーロッパ委託戦略コンサルティング
エンジニアリング委託会社の紹介
最適な協⼒会社を⾒つける為にワークショップ開催にて分析
⼊札⼯程のサポート

⽇本材料メーカ： ⾃動⾞R&Dセンターコンサルティング
⾃動⾞メーカに対してヨーロッパ軽量化技術の紹介
エンジニアリングチームを導⼊

⽇本・メーカ部品メーカ： ⾃動⾞協⼒事業の為の戦略コンサルティング
⽇本とドイツでの協⼒体制を紹介
エンジニアリング事業を事業内容に織り込む

ヨーロッパ開発エンジニアリング企業:インテリムマネジメントサービス
エンジニアリングターンキー委託事業開拓：派⽣/モジュール開発
設備ターンキー委託事業開拓

アジア部品メーカ:電気⾃動⾞関係のコンサルティング
ヨーロッパの最新技術のバッテリーシステムを紹介

ヨーロッパ企業の代表と代理： ⽇本市場の機械設備
ドイツから⽇本への新市場開拓

実績例



協力体制

HIC K.K. is exklusive consultant for the organization

AMZ of the Prefecture Saxonias regarding

Japanese business.

Hakata-International are member of DJW since 2020

djw.de/de

Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis e. V. (DJW)

⽇独産業協会



日本での状況:

人口：１億2600万人
GDP: ５5０兆円

輸出: GDPの１８％

-海外と事業関係多くなっている。
-ヨーロッパからの委託プロセスが浸透し始めている。

-事業と技術においてオープンイノベーションが促進している。

ヨーロッパでの状況:

人口：８３００万人
GDP: ４４０兆円
輸出: GDPの４７％

- ヨーロッパはアジア市場が必要。
- 世に知られていない特殊なイノベーションと技術が中小企業
(Mittelstand)より多数発掘されている。
- 中核事業に集中する為に３５年程前より戦略的委託は始まっている。

⽇本とドイツでの事業



マーケットにおいてのコンサルティング
- 分析サポート
- ⼈事コンサルティング
- マーケティング活動
- ドイツ購買システム

戦略的アプローチ
- 戦略プロセス
- アジアでの事業企画
- 戦略的アウトソーシング委託導⼊

サービス内容

企業運営陣においてのコンサルティング
- 企業運営陣のサポートプロセス
- アドバイザリーコンサルティング
- 企業代表
- イントリムマネージメント

サービス内容



Phase 02a: コンサルティング

戦略キックオフ週

Phase 01:
Phase 02b: 代表

Phase 02c: 代理

企業運営陣においてのコンサルティング

サービス内容

企業運営陣のサポートプロセス

-市場認識と開拓
-ネットワークと協力体制
-事業拡大



アドバイザリーコンサルティング

- 日本・ドイツでの運営陣の活動をコンサルティング
- 日本での事業開拓の為運営陣の事業計画と事業推進
- 日本でのネットワーク構築と顧客開拓
- 現地市場において日本とドイツでの事業構想を作成

企業運営陣においてのコンサルティング

サービス内容



企業代表

- ドイツ・日本にて企業の代表を行う
- 営業機能を行う
- 法的な代表として遂行する

Headquarter

Subsidiary I
America

Subsidiary II
Europe

Subsidiary III
Asia

Hakata
International

企業運営陣においてのコンサルティング

サービス内容



Headquarter

Development / Sales

Key Account
Director
America

Key Account
Director
Europe

Key Account
Director

Asia

Hakata
International

イントリムマネージメント

- 代表取締役として遂行する
- 営業責任者として遂行する

Key Account Director
independently conduct
the business process.

企業運営陣においてのコンサルティング

サービス内容



分析サポート

- 日本・ドイツでの海外視察を段取りする
- 顧客の市場分析
- 市場開拓においての分析

マーケットにおいてのコンサルティング

サービス内容



人事コンサルティング

- ドイツ教育システムの紹介（Berufsausbildung)
- 日本での人材紹介会社のネットワーク紹介

HR-Support by:

WalterFachKraft

https://www.walterfachkraft.de/wfk/

(managed by Hakata-International)

マーケットにおいてのコンサルティング

サービス内容



マーケティング活動

- コーポレートデザイン
- 会社説明向けのグラフィックデザイン
- 展示会の準備サービス
- 展示会代理
- ホームページデザイン
- イベントの管理
- 協力会社とのメディアサポート

Marketing-Support by:
BolzDesign
www.reinhardbolz.de
(Managed by Hakata-International)

マーケットにおいてのコンサルティング

サービス内容



ドイツ購買システム

- 全ての要求項目に関する協力体制を築き(製品管理、エンジ
ニアリング、現場、
サプライヤーチェーン、テクノロジー、その他）最終目的に
向けて最適な価格・品質・ベンダー関係を提供する。
各プロジェクトにおいて戦略開発サプライヤー構築と選定評
価を行いサプライヤーとの交渉をリードする。プラントリー
ダーシップと協力しMRO購買戦略の開発とその実施および
資本プロジェクトとサイトサービスの交渉・契約締結のサポ
ートを行う。
割り当てられた地域の供給元とサプライヤーとの関係を管理
し要求項目とベンダー受入とベンダーの品質保証とベンダー
間の連絡役を務めます。ベンダーと緊密に連携し正確で予定
通りの納品を保証しプラント調達チームを管理する。 Purchasing-Support by:

Tanja Dammann-Gösch

https://www.purchasing-

professional.com/en/home/

(managed by Hakata-International)

マーケットにおいてのコンサルティング

サービス内容



管理サービス

- プロジェクトサポート
- 通訳・翻訳
- 日本語資料作成
- 日本での出張サポート
- 展示会準備

マーケットにおいてのコンサルティング

サービス内容



機械サービス

- 機械と自動機においての技術・商的パートナー
- 7/24の技術サービス
- スペアー部品の保管または管理
- PLC, 加工機, 油圧式トランスファー, ロボティックス
- 機械システム組立
- プロジェクトマネージメント
- 立ち上げサービス
- プロセス改善提案

マーケットにおいてのコンサルティング

サービス内容

Service for Machine-Support by:

HK CON Maschinenbau

https://hk-con.de/en

(Managed by Hakata-International)



戦略サポート構想プロセス

戦略的アプローチ

サービス内容



アジアでの事業企画

戦略的アプローチ

サービス内容



戦略的アウトソーシング委託導入

戦略的アプローチ

サービス内容



戦略的アプローチ

サービス内容

戦略的アウトソーシング委託導入



Hakata International Consulting K.K.

348 18 Hamanogo Chigasaki Kanagawa 253 0086 JAPAN

Mobile: T. Kimura: +81-90-119 519 70

M. Glotzbach: +49-170-7693908

Mail: tetsuya.kimura@hic.co.jp

manfred.glotzbach@hic-germany.com

www.hakata-international.com

CONTACT


