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A boutique research & strategy 
consulting firm from Japan

1997年に市場調査および海外投資コンサルティング企業
として東京(日本)を拠点に設立された当社は、2008年以
来、ベトナムの主要都市であるハノイとホーチミン両都市に
事業所を構え、事業を拡大して参りました

ダイナミックかつ変化の激しい経済環境にある東南アジアに
て、 20年超にわたり、様々な業界のクライアントの戦略的
な意思決定を支援しています



B&Company Inc 

ESOMAR(ヨーロッパ世論・市場調査協会)に所属しており、

ICC/ESOMAR International Code on Market and Social 
Research.

の遵守に努めています

https://www.esomar.org/what-we-do/code-guidelines


ワンストップ
ソリューション

幅広いネットワーク現地の知見

データ品質の保証
言語の

バリアフリー
問題解決能力

WORLD IN INTELLIGENCE

当社の使命は、信頼性が一定程度高く、かつ、質の高いデータの統合・分析に基づいて市場に関する知
見を導き出し、クライアントの意思決定プロセスを支援することです
私たちは様々な分野・業界において、クライアントがその目標・目的を達成できるよう、より多くの視点・知
見を得ることを支援しています

アウトサイドイン・アプローチで、クライアン
トの課題を様々な角度から特定・分析
し、効果的なソリューションを提案します

データを追求する組織として、厳格な行
動規範に基づき、信頼できる情報源に
よって検証されたデータの収集を心掛け
ています

当社チームは英語・日本語・ベトナム語
を扱うことができ、またプロの通訳者・翻
訳者とのネットワークがあり、様々な言
語での対応が可能です

東京・ハノイ・ホーチミンに拠点を持って
おり、当社ローカルチームは、現地市場
への投資・拡大を議論したり、現地の知
見を得ることができる、有用なコンサル
ティング提供が可能です

拠点がある国に限らず、東アジア地域に
おいて当社は業界エキスパート、業界
団体・政府機関等、幅広いネットワーク
を構築し、クライアントへの付加価値提
供へとつなげています

当社は様々なサービスを提供しており、
戦略構築・意思決定の様々なフェーズ
においてクライアントをサポート可能です
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経験がある業界・分野

当社はこれまで様々な業界・分野において500超の調査・コンサルティングプロジェクトを実施し、300超
の事業者・機関・団体を支援して参りました

医療 & 
ヘルスケア

教育 & 
トレーニング

ファイナンス &
バンキング

小売 & 
Eコマース

不動産
F&B

ホスピタリティ

NGO, NPO &
公的機関

建設 &
製造

ICT &
イノベーション

サービス &
ライフスタイル

政府機関 その他



• 社会・マクロ経済に関する調査
• 戦略コンサルティング
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提供サービス

顧客セクター 民間企業・民間事業者 政府機関、NGO、NPO、その他

お問い合わせ主旨 • 新規参入/海外投資 • 既存市場の事業拡大

当社ソリューション
• 市場調査
• 新製品・サービスの開

発・設計のR&D支援
• ビジネスマッチング
• 戦略・プランニング支援
• マーケ支援

当社リソース
調査の

施設・設備

オンライン
調査
プラット
フォーム

E-DB
(企業

データベース)

エキスパート・
調査担当者
ネットワーク

調査協力者
ネットワーク

• 社会に対して与える
影響の評価

• マクロ戦略策定・
政策立案

• 市場調査
• ビジネス視察
• ビジネスマッチング
• 海外拠点設立支援
• 法規・規制チェック
• 戦略・プランニング支援
• 会計・マーケ支援



消費者調査サービス

事業目的に適した調査手法を採用し、クライアントのマーケティング等戦略検討のためにより知見に富ん
だデータを取得できるよう深く掘り下げた調査を提供可能です

提供可能な調査手法

オンライン
調査

セントラル
ロケーションテスト

電話調査 対面調査

ミステリー
ショッピング

家庭訪問
フォーカス
グループ
インタビュー

ターゲット母集団を
反映するような

サンプルサイズを設定可能

様々な属性のサンプルの
採用が可能

複数段階での
品質チェックプロセス

を通じて
回答品質を確保
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業界インタビューサービス

現地のマーケットをより深く理解するために、業界関係者、エキスパート、規制当局等、適したインタビュー
対象者を探索し、インタビューの実施が可能です

政府関係者、
エキスパート、
競合関係者等、
深い知見を持った
回答協力者の
探索が可能です

状況に適した形で
インタビューアプローチを

柔軟に調整

ターゲット業界・市場を特定
⇒ 対象者のリストアップ

収集結果の整合性に関する検証・
分析の提供

インタビュー結果に基づき、
アプローチ手法を柔軟に調整

最適なアプローチに基づき、
対象者をフィルタリングし、インタビューを実施

調査要素・基準を基にして、
調査対象を評価
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マーケットの知見を提供

戦略的な意思決定を支援するため、信頼性があり、かつ、最新の業界情報を提供することを心掛けています

クライアントの要望・目的に沿ってカスタマイズした業界レポート:
✓ 信頼性: 多様で信頼度の高い情報源から目的に沿った形で統合・

分析を実施 (例: HSコード分類の輸出入データ、エキスパートのイ
ンタビュー結果を示し合わせて整合性チェック)

✓ 適時性: 現在の業界状況における最新の業界トレンド・ムーブメント
を把握できるよう心掛ける

現地の業界全体像を
カバー

信頼できる情報源を
評価・利用

現地状況の深い理解を
基にした知見を提供

9



パートナー探索・マッチング支援

各種目的に応じたビジネス視察を提供可能であり、以下のような場を提供できるよう心掛けています
- ターゲットしている市場についてクライアントが大枠を把握できる
- 将来の潜在顧客となり得る現地住民の意見を聞ける
- ビジネスマッチングセッションを通じて将来のパートナー候補と出会える

ビジネス視察

ビジネスマッチング・コンサルティング

➢現地業界の機会あるいは課題を発見・
把握できるよう市場特性や市場構造を
カバーした形で、カスタマイズしたビジネ
ス視察の提供が可能

➢事前に選定した潜在パートナーとのミー
ティングを調整可能

➢ネットワークを通じて潜在顧客、ベンダー、
パートナーを探索

➢条件設定・交渉・最終的な案件成約
に向けた各種支援が可能

現地市場の
各種業界において

幅広いネットワークを構築

相互の利益を確認、
パートナー候補を評価

視察の企画・実行・
アフターフォローまで
フルサポートが可能
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Deeply understand 
Vietnamese law & 

administrative 
systems

Strategize your 
business considering 

the constraints of 
both Vietnam and 
your home country

Ensure your business’ entrance into Vietnam smoothly & cost-
optimal with our regulatory consulting services:

✓ Consult & advise towards the most effective and least costly
path to penetrate the local market

✓ Develop business scheme option and legal structure

✓ Support the preparation of establishment documents

法規・規制のチェック

ベトナムへの事業参入がスムーズかつ適正コストで進められるよう法規・規
制についてのコンサルティングサービスを提供しています

✓ 現地市場参入までに最も効果的かつ適正コストで収まることを目指し、
コンサルティング、アドバイスを実施します

✓ 事業スキームのオプション検討および法的枠組みの把握を支援します
✓ 拠点設立の書類準備も支援しています

ベトナムの法規・規制および
行政制度の把握を支援します

ベトナムおよび投資元国の
両国の成約を考慮した

事業戦略の検討を支援します
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E-DB(企業データベース)

当社がE-DB(企業データベース)を整備・開発してきた背景

当社はクライアントのベトナムにおける事業拡大のため、市場の知見の把握・解釈を支
援できる信頼され得るパートナーとして役立てるよう、ビジネスマッチング・サービスとも
併せて活用可能なE-DB(企業データベース)の整備・開発を進めてきました

有望な投資先として注目を集めるベトナム

✓ 二国間および多国間協力を多数進めてきており、グローバル経済の一員として
認められてきている

✓ 安定した社会経済環境および投資法の透明性を高めてきた

✓ 多様なスキルセットを備え、異文化間の労働環境にも適応できる人的資源

✓ 競争力のある投資コスト

✓ コロナ感染拡大による生産拠点移転の検討

✓ 「チャイナ+1」政策および米中貿易戦争によるサプライチェーンの多様化の圧力

✓ 国際貿易において地理的に戦略的な位置に立地しており、かつ、国内市場は
活況を呈している

サービス提供プロセス

1

2

3

4
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クライアントは以下のような事業者を探索したい:
• 下請業者
• 潜在顧客
• 戦略的ディストリビューター
• (…)

(B&Company)依頼内容を把握・コンサル提供
• 選定基準の設定
• 注力する点の設定
• (…)

E-DB(企業データベース)から抽出し、レポート作成
• 潜在ビジネスパートナーのリスト
• クライアントの要望に基づき、事業概要が付記さ

れた企業リスト
• (…)

スクリー二ング & ショートリスト化
• クライアントの要望に基づき、簡易電話ヒアリング
• 信用チェック (必要な場合)
• 分析&レポート提供

ビジネス・マッチング
• ミーティング調整(onlineあるいはoffline)
• 書類準備
• フォローアップ & 各種支援

1 2 3

カスタマイズされた
潜在ビジネス
パートナーリスト

潜在ビジネスパートナー
の企業情報取得

各クライアントの要望に
沿った形での
ビジネス

マッチングサービス

データサービス
パッケージ
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当社の調査施設・設備

ハノイとホーチミンの両拠点にFGD(フォーカス・グループ・ディスカッション)が実施可能な施設を整備しています:
✓ フレンドリーかつウォームフルな雰囲気でディスカッションおよびインタビューを実施可能
✓ FGD用に1度に6~10名の協力者の話を聞くことができる部屋
✓ 視覚的なプレゼンテーションのためのプロジェクター/ワイドスクリーンTV
✓ ハイスピードなインターネットアクセス環境
✓ 録画・録音システムを整備したディスカッション/インタビューの観察のための部屋
✓ 同時通訳の用意も可能



市場調査 | 市場参入コンサルティング | ビジネス視察 | ビジネスマッチング
マーケティング支援 & 事業運営支援 | E-DB(企業データベース)サービス

当社事務所

Tokyo
101-0032, 2F Decom Bldg., 
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
81-3-5829-4006

Hanoi
3-4F, TH Bldg., 1 Do Hanh, 
Hai Ba Trung Dist. 
Hanoi, Vietnam
84-24-3978-5165

Ho Chi Minh City
2F, Nhat Thanh Bldg., 
43 Le Thi Hong Gam, Dist. 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
84-28-3910-3913

当社サービスに興味・関心を持たれた方はお気兼ねなく
以下のMailアドレスあるいは電話番号まで御連絡ください

Scan this QR code
for our website with
more updates on 
investment news
and our services

E-mail: info@b-company.jp      |         https://b-company.jp


