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大学で機械工学を学んだあと、 インターネットに出会

い、私はひょんなことから世界に日本の製品を売る 「輸出」

のビジネスに関わることになりました。

そうはいっても、 別に外国人の友達が大勢いたわけで

はありません。 それどころか、 ほとんど英語もろくに使えな

いような状態だったのです。

だから初めて輸出を行う際は、 不安だらけでした。

しかし一度、 海外販売を行うと、 国内販売と作業はまっ

たく変わらないことに気付いたのです。

言語の違いは無料の翻訳機を用いれば、 問題ありませ

んでした。

海外でも国内でも、 商品を販売することに大きな差はあ

りません。 いや、 むしろ私にとっては、 海外販売のほうが

楽だったのです。

なぜなら、 いちばん細かく、 注文の多いお客様は日本

人 （笑）。 日本人相手の商売を海外に応用すれば、 ビッ

クリするくらい世界のお客様の信用をつかむことができま

す。

その点で、 日本人相手に商売ができている日本企業

は、 海外販売が行えない理由はないでしょう。 日本人が

はじめに…… 英語ができなくてもＯＫ

　　　　　　　　　簡単に輸出ビジネスは始められます！
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思っている以上に世界は近く、 海外販売は容易に行える

のです。

21 世紀のビジネスで、 世界に目を向けるメリットは、 ま

すます大きくなっています。

世界人口は 70 億人を超え、世界各国が凄まじいスピー

ドで成長を続けております。 試算ですが、 億万長者は 30

分に１人生まれている計算になるそうです。

人口や経済発展を加味しただけで、 世界を狙わない理

由が見つかりません。

確かに数十年前は、 中小企業で海外販売を行うことは

難しい時代でした。 しかし、 インターネットの普及に伴い、

中小企業でも簡単に海外販売を行うことができる時代に突

入しているのです。

そんな時代の変化に合わせ、 私は数年前から、 輸出

コンサルタントとして仕事をするようになりました。

ホームページを運営する過程で自身が学んできた知識

を生かし、 メイド ・ イン ・ ジャパンの製品やサービスを世

界に輸出する手助けをしています。

いま海外販売は、 予測を超える出来事の連続です。

たとえば、 前にブラジルのお客様から、 日本で古くから

使用されている 「漆」 の注文を得たことがありました。 漆
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を塗った商品ではありません、 漆そのものです。 世界的

に漆が販売できるのかはわかりませんが、 「需要というの

は、 どこにあるのかわからない」 ということを改めて感じま

した。

日本製品は、 世界中で愛されています。

現在、 弊社だけでも 50 サイト以上の海外向け通販サイ

トを運営しており、扱っている商品は数千を超えています。

しかし、 それでも 「新しく輸出してほしい」 という要望は、

山のように寄せられるのです。

輸出できない日本製品 ・ 商品を探すほうが、 逆に難し

いでしょう。

国が異なれば、 需要も異なります。 海外販売は驚きも

多いのですが、 何より海外のお客様からの 「喜びの声」

は本当に嬉しく感じます。

　海外販売に 「特別な知識」 や 「多額の費用」 がいる

わけではありません。

必要なのは、 始めの一歩を踏み出す 「少しの勇気」

だけだと思います。

本書が少しでも海外販売を始める手助けになれば幸い

です。 皆様からの海外販売成功の声を、 お待ちしており

ます。
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なお本書は、 国内インターネット通販にも応用できる内

容で説明させていただいております。ぜひ国内外インター

ネット通販にお役立てください。

　　　　　　　　　　　　前田道明
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●誰でも海外向けホームページを持つ時代が来る！

インターネットが普及し始めたころは、 ホームページを

持っている企業など少ない時代でした。

ところが現在はどうでしょう？　インターネットが普及し、

どこのお店もホームページを持っている時代が到来してお

ります。

この流れを考えると、 次は 「海外向けホームページを、

どこのお店も持つ時代」 が来ると私は確信しているので

す。

なぜならば国内の需要が落ち込み、 「ビジネスを維持

する」。 または 「販路拡大を行う」 には、 もはや海外に

目を向けなければ難しい時代が到来しているからです。

現状は 「海外販売 ・ 輸出してみたい」 といった程度の

考え方が一般的ですが、 今後は 「海外販売 ・ 輸出しな

ければビジネスが成り立たない」 状態が迫ってきます。

それでもまだ海外販売 ・ 輸出を始める人は少ない。 そ

の一番の理由は、 「根拠のない不安」 です。

つまり、 行動を起こす前に 「英語ができない」 「発送は

どうしよう」 などと、 本当は簡単にクリアできる問題で、 一

歩を踏み出せずにいる方が多いのが現状なのです。 その

点で、 日本は現在でも鎖国が続いているような気がしてし
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まいます。

でもこれは、 海外販売 ・ 輸出ができないのでなく、 「始

めない理由」 を頭で考えているだけ。

競争相手とシェアを食い合う 「レッドオーシャン」 で戦

い続けるか、 競合のいない 「世界のブルーオーシャン」

を探す行動を起こすのか？

実際、 インターネットを用いて 「東京～大阪」 に商品

を販売する場合と、 「東京～アメリカ」 に商品を販売する

場合では、 行なう作業内容に変わりはありません。

日本人が考えているよりも、 ずっと世界は近くなってい

るのです。


