
Micro Consulting Service

From very First step to Execution, we democratize consulting service to explore your business opportunity in ASIA.

海外進出支援サービスのご案内

お問い合わせ

Micro Consulting Service

社名

代表

主要事業

創業

設立

所属団体

協力会社

　

住所

株式会社センシングアジア （Senging Asia Ltd.）

代表取締役 松風里栄子

海外進出支援事業：海外調査、海外進出コンサルティング

2014年11月1日

2015年5月1日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（SWBSパートナー企業）

東京商工会議所 中小企業国際展開アドバイザー

大阪商工会議所 海外ビジネスサポーター

株式会社ASPASIO

GCAサヴィアン株式会社

〒100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー３F

MAIL: contact@sensingasia.com
T E L : 03-6205-3131
F A X : 03-6205-3100
U R L : http://www.sensingasia.com

Micro Consulting Service
海外進出や未開拓マーケットへの事業拡大をお考えの企業へ向けて、

フィージビリティスタディや現地パートナーのサーチを、オンラインでリー

ズナブルに、クイックに提供します。

ご利用頂く際、利用登録
が必要になります。

メール、電話、スカイプ、
対面式のお打ち合わせに
て事前相談を承ります。

利用登録

お客様専用ページ（マイページ）で、レポートのリクエストや内容相談、金額確認、
レポートダウンロード、質問のやり取りまでオンラインで完結できます。
必要に応じて電話、スカイプ、対面式のお打合せでフォローいたします。

詳細をレポートリクエスト
ページでご依頼ください。

レポート
リクエスト

マイページより、レポー
トをダウンロードしてくだ
さい。

レポート
ダウンロード

リクエスト内容について、
マイページでお見積もり
金額が確認できます。ま
た、レポートの細かな内
容についても専門スタッ
フにオンライン上でお気
軽にご相談できます。

お見積もり

お支払いは銀行振込とな
ります。
※レポート内容により、調査
実施前と納品後の2分割に
てお支払い頂く場合がござ
います。

※レポート内容により、業務
委託契約書を取り交わす場
合がございます。

確認、契約
（お支払い）

入金完了後、レポートを
作成いたします。作成期
間はリクエスト内容により
異なります。

調査
レポート作成

レポート例（一部）

複数市場比較検討 期間：入金日から 15 営業日程度
レポートファイル：PDF

業界構造調査 期間：１カ月程度
レポートファイル：PPT、PDF 等

事前相談

マイクロコンサルティングサービス

経験豊富なメンバーが無料で事前相談を承ります。
ご相談内容、日時の候補、連絡手段（電話、スカイプ、ご訪問、ご来社）等
のご希望を、contact@sensingasia.comまでご連絡ください。
担当者よりご連絡いたします。

※アドバイザリーサービスは、対面でのコンサルティングサービスとなります。



海外進出支援

海外進出プロセスとサービス範囲

サービス内容

サービスの特徴
コンサルティングファームと
M&Aアドバイザリーのハイブリッドサービスです。

基礎情報収集 戦略仮説策定 F/S（事業化調査） 戦略立案 事業計画 投資判断 事業実行

ベーシックタイプ
Basic Type

トレンドセンシング
Trend Sensing

※一部の国・業界については、既存情報が存在せず、カスタムメイドの調査（アドバンスタイプ対象）となる場合がございます。

※その他の国、欧米、中東などの地域はご相談に応じます。

ベーシックプラス（複数市場比較検討）

海外進出初期検討段階で必要な、現地環境、ビジネス情報、市場情報をスピーディにご提供します。都市ごとの
ビジネス環境、業界やカテゴリーを細部までブレークダウンした市場情報で、絞り込んだ状況把握が可能です。

各国の現地語ローカルニュース、記事から見える、トレンドの兆しや市場動向の変化をレポート。日本人向けや、
海外向けの記事ではなく、現地の人が読む現地情報を、お客様の関連業界に合わせてピックアップします。

サービスの対象国

1

ご要望に応じて、必要な情報を収集・分析し、カスタムメイドでレポート作成するサービスです。参入国の絞り込みや、参入可能性のある
商品やサービスの抽出、参入仮説の策定に役立ちます。カスタム調査・F/Sで深掘りする前に、市場の可能性を把握し、また、複数の市場
を比較することで、相対的な市場機会を探索できます。

海外進出、海外マーケティング分野における豊富なコンサルティングと 、

M&A分野での豊富なパートナー開拓実績をベースに、アジア・アセア

ンにおけるビジネス展開のサポートを行います。 オンラインサービスの

利便性（アクセス、コスト、スピード）と人的サポートを組合せています。

海外進出支援だけでなく、事業モデル構築に精通した、コンサルティン
グファームおよびM&Aアドバイザリーファーム出身者がメンバーです。
特に、なかなか情報がとりにくい業界や、商流の調査、市場機会の深堀、
現地パートナー候補の探索に強みを持っています。

オンラインとオフラインを組合せた
効率的な支援を行います。

2

オンラインサービスの利便性（アクセス、コスト、ス
ピード）人的サポートを組合せ、効率性を高めてい
ます。

実行支援型のサービスです。3

戦略策定で終わるコンサルティングではなく、具体化に不可欠
な現地パートナーとの協業交渉、各種契約までサポートする、
実行支援型のサービスです。海外進出の初期検討から、実際の
参入まで、プロセス全体を伴走します。

進出国や業界、商品を比較検討したい方

特定の国や業界の概況が知りたい方

アドバンスタイプ
Advance Type

アドバイザリーサービス
Advisory Service

新市場参入・新規事業展開の具体的検討段階で必要となる、当該事業特有の現地情報、合弁または提携
先候補の調査、業界構造の調査や市場ニーズ及び需要動向の調査を、お客様のご要望に応じてカスタム
メイドで実施します。

アジアへの海外進出を検討されており、進出プロセス全体へのサポートが必要、あるいは、M&Aを活
用した具体的なアクションを検討されている場合、個別にアドバイザリーサービスを提供します。

カスタムメイドの F/S をしたい方

業界構造調査
事業推進に必要なインフラ等の
整備状況、今後の見通し、ビジ
ネス環境、商流、習慣等を調査

制度調査
現地工場設立等生産体制の整
備、輸出入、現地販売やサービ
ス提供に関わる業界、地域別
の規制、基準、必要な許認可、
条件などをまとめて調査

市場・顧客調査
特定産業/業種についての消費
者調査、B2B顧客調査

企業調査
特定の企業についての調査

他社進出動向
すでに海外進出している日本企
業について調査

ビジネスパートナーサーチ
現地バイヤー、代理店、提携・
JV、買収候補企業のリストアップ。
商談・面談アレンジ

複数市場を比較検討したい

業界構造、商流を知りたい
現地のビジネスパートナーを探したい

特定業界の規制・制度・許認可を調べたい

海外戦略立案全般を支援してほしい

進出プロセスを伴走してほしい

パートナーとの JV、提携、条件交渉を支援してほしい

M&A を支援してほしい

特定の企業について調査したい

顧客調査をしたい

現地のトレンドを知りたい

特定の業界の市場状況が知りたい

消費動向や生活・ビジネス環境を知りたい

各国基本統計情報 消費・生活・ビジネスコスト情報規制情報、投資環境 特定分野の市場情報

中国

香港

インドネシア

フィリピンマレーシア

タイ
ベトナム

カンボジア

ミャンマー

シンガポール

台湾

韓国

インド

中国

香港

インドネシア

フィリピンマレーシア

タイ
ベトナム

カンボジア

ミャンマー

シンガポール

台湾

韓国

インド
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