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弊社は、備後通運株式会社として、1943 年

に広島県東部の備後地区（福山市）に設立し、

本年で 79 年を迎える総合物流企業です。 

港湾運送事業、通関業、倉庫業、貨物自動車

運送事業、鉄道利用運送事業、重量物の運搬・

架設・設置及びこれに付随する事業、損害保険

代理業、荷造包装事業等を提供し、お客様の  

ニーズに合わせた最適なサービスの提供と  

物流改善の提案を実施しております。 

本年 1 月 4 日に「備後通運株式会社」から

「NX 備通株式会社」に社名を変更致しました。 

弊社の親会社である、日本通運株式会社の 

ホールディング体制移行により、グループ統一

ブランドである「NX」を表記し、設立から   

親しまれていた「ビンツー」の愛称を合わせて 

新社名 NX 備通（エヌエックスビンツー）と  

致しました。これからも、地元の地域のお客様に

愛され、共に次の100年に向けて、成長し続ける

会社、必要とされる会社を目指して参ります。 

 

1995 年に発生した「阪神・淡路大震災」に

より、地方港の利用が脚光を浴び、従来はバラ

貨物主体の福山港にもコンテナ貨物の需要・ 

要望が高まり、1996年・日韓定期コンテナ航路、

2001 年・日中定期コンテナ航路、2014 年・

日台・香・越定期コンテナ航路を開設し、2017

年にはAEO通関業者認定を受け、海外輸送事業

の強化を図り、福山港利用の利便性を高めて 

参りました。 

 福山港を利用することにより、メインポート

までの陸送距離が短縮され、コスト削減・CY   

カットに余裕ができ、CO2 排出量の削減も可能

となります。 

 今後はSDGsへの取組を念頭に、DXの導入、

一層の IT 化推進を意識し、物流の効率化、NX

グループとしてお客様への提案力強化、そして

社会貢献を推進して参ります。 

 新生、「NX備通」を引き続き、よろしくお願い

申し上げます。 
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【ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センター情報誌】 

 

 

発行：ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センター  
                             

★ バックナンバーは産振構 HP「拠点別レポート」から 

【 Mail Magazine 知っ得情報 】 

メルマガでは国、県、市町、産業支援 

機関等及び産振構の公募イベント助成 

金情報などのご案内をいち早く皆様に 

お届け致します（右記のＱＲコードで 

閲覧できます。）。※ 毎週木曜日配信 

 

ハッピーメールは、回覧して皆様でお読みください。 

 

新社名“ＮＸ備通株式会社”です ! 

【賛助会員】ＮＸ備通株式会社 

代表取締役社長   鷲 尾 忠 彦 氏 
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 ＜ハノイで初の都市鉄道、運行開始＞ 

2021 年 11 月、ハノイで初めての都市鉄
道の運行が開始されました。2A 号線はハノイ
中心部カットリン駅からイエンギア駅までの
13km を結び、沿線には多くの大学や居住エ
リアがあります。2A 号線は 2008 年に建設
省の承認を受け、中国からの借款により、中国
の中鉄六局集団有限公司が設計・建設全てを手
掛けています。当初、運行開始は 2015 年を
予定していましたが、着工開始が何度も延期と
なり、最終的に着工は 2013 年になりました。
完成も 2018 年 11 月と大幅に延期、総工費
も当初予定の 5 億 5,200 万米ドルの 1.6 倍
となる８億6,800万米ドルと大幅に増加しま
した。完成後も、安全検査など中国企業との検
査手法の相違などで、運行開始が大幅に遅れま
したが、フランス企業による安全確認検査が無
事終了し、正式な運行が開始されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜予定の運行数と運賃＞ 
2A 号線は 12 駅で構成され、４両編成で最

大乗車人数 960 人です。平均速度 35 キロ、
最大速度 85 キロ、約 25 分で同区間を走行し
ます。将来的な営業運行本数はラッシュ時が１
時間に 10 便、早朝夜間などの閑散時には１時
間に４便の運行が予定されています。通常運賃
は 8,000～15,000 ベトナムドン（約 40～
50 円）となりますが、各種割引もあります。
例えば１日乗車券は３万ベトナムドン、１カ月
定期は 20 万ベトナムドン、その他には 60 歳
以上の高齢者と６歳以下の子供：無料、学生と
工業団地内の労働者：10 万ベトナムドン/月、
30 人以上の団体：14 万ベトナムドン/月の割
引もあります。 
 
＜通勤時の道路渋滞緩和に期待されていたが･･･＞  

2A 号線沿線では、毎日の通勤時間帯には道
路が渋滞するため、道路渋滞解消に役立つと期
待されていましたが、まだ都市鉄道が一路線の
みで、かつ移動範囲が限定されているため、通
勤時の鉄道利用者が少なく、道路の渋滞緩和を 

 

 
 
 

 
もたらすまでには至っていません。むしろハ
ノイ初の鉄道が珍しく、通勤者よりも体験乗
車をする人数が多いように見受けられます。
11 月、12 月の乗客輸送実績は１日平均
16,000 人で、予定最大輸送能力は１日 102
万人です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜建設中の路線計画に大幅な遅れ＞ 
その他、建設中の路線として、フランス支援

の都市鉄道３号線ニオン駅～ハノイ駅を結ぶ
12.5 ㎞は、まだ工事中ですが約 80%まで完
成しています。2010年9月に着工し、2018
年完成の予定でしたが、高架 8.5 ㎞：完成
80％、地下４㎞：完成 74％の状況で、計画
が大幅に遅れています。今後８つの新路線計
画は、現在までの建設状況を見ると、１つの路
線に 10 年以上の建設期間がかかっているた
め、全線開通にはまだまだ時間がかかりそう
です。ハノイの通勤時の大気汚染や渋滞も
年々深刻になっており、早期の全線開通が望
まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外レポート ベトナム ハノイ   

「ハノイで進む都市鉄道計画」 中川 良一 

★☆★☆★ 海 外 レ ポ ー ト ☆★☆★☆ 

 

【駅ホーム内の 2A 号線電車】 

【2A 号線車輌内部の様子】 

【ハノイの都市鉄道路線図】 
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今年１月２４日、上海市公安局は、「快逓外

売電動自行車交通違法専項整治行動」を発表

し、出前配達員の交通違反に対する取締を厳

しくすると伝えました。 

すでに、宅配便や出前配達員による配達サ

ービスは上海市民にとって必要不可欠なサー

ビスとなっています。しかし、その一方で、

配達員による道路交通違反が多く目立つよう

になっています。今回の規制は、その配達員

の交通違反を厳しく取り締まる為に実施され

ました。 

具体的には、出前配達員は電動バイクに、

「専用ナンバープレート」を取り付けなけれ

ばいけません。もし取り付けていない場合、

最高 200 元の罰金が課されます。上海市内

に多数設置されている監視カメラを通じて交

通違反を犯した配達員の電動バイクを探し出

し、罰則を与える仕組みです。 

今年２月末までに取り付けられていなけれ

ば、初回違反は「警告のみ」、２回目からは

「罰金」の処罰になります。そして今年 3 月

1 日からは、直接処罰式が適用され、初回違

反に対しては 50 元の罰金、2 回目は 100

元の罰金、3 回目以上は 200 元の罰金が科

されます。罰金はスマホの電子決済で徴収、

さらにその場で「上海交通警察アプリ」を通

じて、出前配達員にナンバープレート交換の

事前予約を行わせ、きちんと予約が完了した

後に解放しています（後日、警察の指定管理

場所でナンバープレートを交換）。同時に警察

は、宅配便や出前企業の交通安全管理チーム

の組織を促し、警察と企業との共同での監督

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
今回の新規定により、上海市公安局は街中の

市場や住居エリア、オフィスビルエリア、飲

食店エリア、娯楽施設エリアや出前サービス

事務所周辺での交通違反を重点的に調査して

処分します。 

 主な違反行為の例としては、偽造ナンバー

プレートの装着や車体の違法改造、ヘルメッ

ト未着用、信号無視、逆走、禁止場所の走行

などがあり、これらの行為が行われた場合、

今回の新規定で処罰されます。 

 

＜上海で私が感じること＞ 

2020 年７月号のハッピーメールで「一盔

一帯（いっかいいったい）」の政策について取

り上げ、電動バイクに乗るときは必ずヘルメッ

トを着用することについて取り上げました。そ

れから約１年半が経過し、今回は出前配達員や

宅配便配達員のみに対して更に厳しい規定が

適用されています。 

上海の街中では、依然として電動バイクの運

転マナーが悪く、歩行者は危険な思いをよくし

ており、不満を抱えています。日頃から電動バ

イク、特にデリバリー配達員への厳しい取り締

まりを願っていた私たちにとって、今回の新規

定は嬉しいニュースでした。 

上海は地方からの出稼ぎ労働者が多く、交通

マナーの知識が十分でないこと。加えて、デリ

バリー配達員は、１分１秒を争っている仕事で

あるため常に急いで活動しています。 

しかし、交通違反により事故を起こしてしま

うと、デリバリー配達員自身の怪我に加え、被

害者と商品を待っている消費者にも迷惑が掛

かります。 

デリバリーサービスは、とても便利なので私

もよく利用しますが、配達員の交通マナーが改

善されれば、利用する側も、今より気持ちよく

サービスを利用できると思います。 

今回の新規定により、配達員の交通マナーが

改善されることを期待しています。 

 

参照記事（百度） 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=172284

3314951036321&wfr=spider&for=pc 

 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=172282

1438609119963&wfr=spider&for=pc 

  

海外レポート 中国 上海   

「出前配達員の電動バイク、専用ナンバープレートを装着義務化」 洲澤 輝 

【専用ナンバーを取り付けた出前配達員の電動バイク】 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722843314951036321&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722843314951036321&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722821438609119963&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722821438609119963&wfr=spider&for=pc
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＜全米の新規陽性件数は完全にピークアウト＞ 

昨年のクリスマス休暇から年末年始にかけ

て、米国はオミクロン株の急速な蔓延を経験し

ました。1 月 10 日にはなんと 1 日で 140 万

という最多の新規陽性件数を記録しました。そ

の後、急速にピークアウトし、依然日本と比べ

れば多いものの、1 日 10 万件程度とピーク時

の 10 分の 1 以下となっています。 

ニューヨーク州も多い時には 1 日９万件の

陽性者を数えましたが、1 日 3,000 件程度に

ピークアウトしました。 

 

 ＜ニューヨーク州、屋内のマスク着用義務を撤廃＞ 

こういった状況を受け、2 月 9 日、同州ホ

ークル知事は、屋内ビジネスにおけるマスク着

用とワクチン接種証明の提示義務を翌日から

撤廃すると発表しました。ただし、病院、介護

施設、ホームレス等保護施設、公共交通機関な

どにおいては引き続き着用が義務づけられま

す。同知事は「このパンデミックへの対応で新

たな局面を迎えるにあたり、私の最優先事項は、

ニューヨークを安全に、開放的に、そして前進

させることです」と語りました。新型コロナと

の共生に一歩を踏み出したと言えると思いま

す。 

筆者の周りでも年末年始は知人の多くが陽

性になり、その頃は屋外であってもマスクの着

用が目立ちましたが、昨今ではスーパーマーケ

ットなど屋内においても、マスクを着用してい

ない人を良く見かけるようになりました。 

 

＜引き続き物流が混乱＞  

パンデミック当初は、物流においても航空便

への影響が著しく、海上輸送にはさほどの影響

はみられませんでしたが、徐々に影響が出始め、

昨年、今年と日米間、特に日本から米国に向か

う海上輸送に多大な影響が出ています。 

筆者がヒアリングした日系の大手総合商社

の方は、上海からのコンテナ輸送費がパンデミ

ック前の 7−8 倍になったとのことでした。筆

者は、日本からの物品の輸送を航空、海上とも

にパンデミック前より行っていますが、航空便

はよほど大型でないかぎり、費用が２倍近く上

がったものの、予約ができない、ということは

ありません。ただし、海上輸送においては、ま

さに取り合いというような状況で、１か月後、 

  

 

 

２か月後であってもなかなか予約が取れない、

というような状況です。良く売れる物も思った

ように輸送することができず、もどかしい状況

が続いています。 

報道によれば、アジア航路で一番多いロサン

ゼルスのロングビーチ港では、100 隻近いコ

ンテナ船が沖待ちしている状況です。米国では、

物流の混乱によるサプライチェーンの混乱、品

不足、人手不足が著しく進み、インフレも加速

している状況です。 

 

＜久しぶりの展示会＞ 

2 月頭に開催された、NY NOW(2/6-9)と

Shoppe On(2/5-7)という日用品雑貨、消費

財の展示会に参加してきました。筆者としては

2 年ぶりになりました。NY NOW はジャビッ

ツ展示会場にて、Shoppe On は 36 番埠頭展

示場にて開催されました。筆者はその前身の

NY ギフトショーを含めて 2003 年より NY 

NOW を見て、参加してきましたが、おそらく

今まで見たことのないほどの小さな規模にな

ったと思います。最盛時の４割程度という状況

で、寂しい限りですが、コロナ仮設病床、その

後ワクチンの大規模接種会場であったジャビ

ッツ展示会場にこのように展示会が戻ってき

たことはとても喜ばしいと思いました。一方で、

そのNY NOWからデザインにこだわったグル

ープが独立して出来たのがShoppe Onです。

こちらは、コロナ前と比較しても遜色のない賑

わいでした。ニューヨークでは、ビジネスの範

囲は絞れば絞る程よい、という格言があるそう

ですが、まさに、「デザイン」に特化した分だ

け、展示会として際立ち、発信力や訴求力が上

がり、多くの出展者、そして来場者を惹きつけ

たのかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真はShoppe Onの会場】 

 

海外レポート アメリカ ニューヨーク   

「オミクロン株蔓延から動き出したニューヨーク」 蟬本 睦 

https://nynow.com/
https://shoppeobject.com/nyc-show
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2 月８日、台湾衛生福利部(衛生省)は、これ

まで輸入禁止となっていた日本５県(福島県、

茨木県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品につい

て、輸入禁止措置緩和案を発表しました。その

後 2 月 21 日、同局は 8 日に発表した案どお

り輸入規制措置の緩和を決定したことを発表、

日本の農林水産省も５県の日本産食品が台湾

へ輸出可能となった旨を発表しました。 

緩和措置の内容は、これまで輸入停止となっ

ていた日本５県の産品(きのこ類や野生鳥獣肉

等を除く)について、放射性物質検査報告書及

び産地証明書の提出を条件に台湾への輸出を

可能とするもので、21 日以降は５県の食品も

他県同様、輸入申請が可能です。 

ただし、原材料の原産地が該当県以外の産品

でも製造工場、加工地等が規定の該当５県に属

する場合、放射性物質検査報告書が必要です。

例えば広島県産の食品でも、加工製造工場の所

在地が上記５県に該当する場合、証明書等が必

要となるケースもありますので、あらかじめ輸

入商社や台湾当局に確認することをお勧めし

ます。 

 

＜台北国際食品見本市・フード台北に参加して＞ 

広島県では、県内企業の台湾における商流の

確立や取引量拡大促進を目的に、毎年台北市で

開催される台湾最大の国際食品見本市「FOOD 

TAIPEI（フード台北）」にブースを設け、出展

しています。フード台北は、現地バイヤーにと

っても欠かせないビッグイベントです。昨年の

12 月 22 日～25 日に開催された「FOOD 

TAIPEI 2021」の東元グループのブース内に

広島県も出展し、県内企業 10 社の商品を現地

バイヤーにＰＲし、東元グループとの商談会に

参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ブース風景】  

 

 

東元グループ代表の黄茂雄会長には、広島県

海外ビジネス政策顧問としての立場から広島

県へ数々の助言、応援を賜っております。今年

も6月22日～25日の日程での開催が発表さ

れています。台湾での販路拡大を図りたい企業

様には是非参加をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商談会商品陳列】  

 

＜台湾での商談について＞ 

台湾でも商談成立には価格面での問題等、課

題も少なくありません。商品が台湾の市場へ定

着するには時間を要するケースをよく耳にし

ます。ただし、北海道の六花亭マルセイバター

サンドは日本同様、あっという間に売り切れま

す。価格も日本よりかなり高価ですが熱狂的な

ファンに支持されています。 

また某百貨店の日本商品展で毎年販売され

る梅エキスの業者も台湾の固定客をしっかり

と掴んでおり、業界でも有名な存在です。勿論

この他にも活躍している業者は多数います。ど

うしても台湾のバイヤー達は価格面から切り

込み、自分達の儲けがどの位かを最優先に判断

の材料とするケースがほとんどですが、日本の

製造業者の自社製品に対する思いや熱意に共

感してくれる台湾バイヤーとの商談は大変貴

重です。 

台湾人の一人として台湾での商談成立のカ

ギは、最終的には、台湾の人達がよく好んで口

にする「気持ち」の部分だと思います。個人的

見解で大変申し訳ないのですが、どうぞご参考

にして頂ければ幸いです。 

 
 
 

海外レポート 台湾 台北   

「日本 5 県産食品輸入解禁へ」 歐 元韻 
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シリーズで、日本企業の進出失敗事例につい

て紹介しています。これまでに次の内容をご説

明しました。 

● 第 1 回（2020 年 11 月号）：「気づかない

うちに上から目線になる」、「日本のやり方

を現地に持ち込もうとする」 

● 第 2 回（2021 年 1 月号）：「インドネシア

ではどう振る舞うべきか」 

● 第 3 回（2021 年 3 月号）：「情報収集、進

出決定、人事」 

● 第４回（2021 年 5 月号）：「進出時の事前

調査」 

● 第５回（2021 年７月号）：「進出計画の策

定」 

● 第６回（2021 年９月号）：「日本企業の慢

心」 

● 第７回（2021 年 11 月号）：「現地社会の

理解不足」 

● 第８回（2022 年１月号）：「インドネシア

人・インドネシア文化の理解不足」 

今回（シリーズ最終回）は「撤退してゆく日

本企業の姿についてお伝えします。 

 

＜撤退してゆく日本企業の姿＞ 

【失敗する企業】 

・ 進出当初の会社や事業基盤の設定が十分で

ないため、数年で体力の限界が来て撤退を

余儀なくされる。 

・ 合弁契約の内容について弁護士等の専門家

によるレビューがないまま契約し、そのこ

とが事業発展の阻害要因になる。 

・ 合弁相手を信頼しきって事業を任せ過ぎ、

最終的に大金を失う。 

・ 本社には体力があり、適切な計画で十分な

予算を積めばチャンスを得た可能性は高か

ったが、甘い進出計画により、数年後の事

業状況との乖離が大きくなり、撤退を余儀

なくされる。 

【あるべき姿】 

・ 海外進出担当者が責任を取る体制が成功の

要因と認識している。 

・ 合弁契約等の重要事項は、現地の弁護士等

の専門家によるレビューが必須であること

を認識している。 

・ 合弁相手企業(インドネシア側)は、合弁事 

 

 

 

業の発展よりも日本企業から大金を得るこ

とを優先する場合があるため、合弁相手企

業を絶対的に信用してはいけないことを認

識している。 

・ 進出計画は最善を尽くして策定し、計画策

定者が海外進出の責任者となって、その後

の成果の責任を負う。 

・ 海外進出は大きなリターンを生むが、必要

なコストも大きいことを認識し、結果に対

して責任者を適切に評価する。 

 

事前の調査が不十分だったり、本社に忖度し

た都合のよい計画の策定をしたり、必要な専門

家を適切に使っていなかったりする等、日本企

業に起こりがちな問題点が、海外進出時にも同

様に起こり、簡単には改善されない事が多いの

が実情です。 

結局、成功には現実を反映した計画策定とそ

の実行に責任を明確に持っている担当者が進

めるしかないと言えます。そうすることで進出

後の実態と計画との大きな乖離を防ぎ、想定外

の事態の発生による撤退の可能性を低くする

ことができます。そして、最終的に進出の成果

を担当者の評価に反映することで、担当者は長

期的な成功を目指すことができます。 

これまで述べたことは、当たり前のことばか

りのように思えますが、私の経験からはなかな

か日本企業では実行できていません。このよう

な問題がありましたら、是非とも改善してイン

ドネシアで成功していただきたいと願ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

海外レポート インドネシア ジャカルタ   

「インドネシア進出失敗の原因を鑑みた進出戦略とは（９）」 中川 智明 

ニューノーマルを目指す、ひと気の少ないジ
ャカルタの街。コロナ以前はバス停が人で溢
れていました 
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国際ビジネス支援センターでは、本年 2 月に「カーボンニュートラル オンデマ
ンドセミナー(中国・東南アジア編)」を配信しました。 
この度、セミナー資料のうち、中国は 2021 年 7 月 16 日に取引開始の排出量取引制

度(ETS)の制度概要について、東南アジアについては、ASEAN諸国の開発目標とネット
ゼロ目標の状況と、多くの県内企業が進出しているインドネシア・タイ・ベトナムの排
出量取引制度の準備状況の概要部分を一部抜粋して、皆様にお知らせします。 

 

カーボンニュートラル オンデマンドセミナー 

(中国・東南アジア編)を配信しました。 

ハッピーからのお知 らせ  

紙面で振り返る 

カーボンニュートラル 

セミナー 

【中国編】(公財)地球環境戦略研究機関（IGES） 
気候変動とエネルギー領域 主任研究員 金 振 氏 
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【東南アジア編】 (公財)地球環境戦略研究機関（IGES） 
気候変動とエネルギー領域 戦略マネージメントオフィス研究員 有野 洋輔 氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッピーからのお知 らせ (続き) 


