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一般社団法人海外技術交流社団 

提供サービス概要  

マーケティング戦略・FCマーケティング戦略・製品マーケティング戦略 代行 

ご挨拶 

 コロナ禍の現社会を基に新経済社会へと進む必要が有りますね。 

コロナ社会でこれからの環境を造っていく一歩をご一緒に開きたく思います。 

弊社は「開発」を事業の目的に進んできましたからコロナ禍を踏み超えて次世代を目指す事も過去の事

情と何ら変わりが有りません、ご心配なく常に前進あるのみです。 

1989 年 JDI（日本投資開発）株式会社 設立 社団ビジネスの創業 

市場開拓・ビジネスシステム開発を行う。  

2009 年 01 月 一般社団法人 海外技術交流社団（旧名 貿易振興協力会）設立登記 創業 

≪低コスト低リスクプラン≫を提案し、実践、実務、を行っています。 

弊社が設立した海外法人と日本の「海外技術交流社団」加盟社で ひとつの法人提携関係 

を以ってオール・イン・ワン事業活動を行っています。 

               現在に至る 

過去も大事ですが未来はもっと大事と考えて今回の代理店募集を行いました。 

【弊社団は皆様と共に他社には見ることが出来ないスキーム】を収め

た WEB スキームの承継目的で代理店募集を行いました。 

 

一般社団法人 海外技術交流社団の事業目標と体制は 

日本と海外を一体の事業法人化の資格を以って単独企業では出来ない利便性を活かしている体制です。 

★日本に於ける中小零細企業及び創業事業社の個々の力を効果的結集して「資金不足」「経験不足」 

「スキーム＆ノウハウ不足」を補完し合える事業体制を育んでいます。（経費節減に効果） 

★【人材採用面では】現行の技能実習終了者や短大卒業、専門学校卒業生を弊社団で技人国職能者に 

スキルアップして人財バンクに登録し、日本企業の適材適所にお送りしています。（低費用で採用） 

★【商業・産業・その他では】《 コストカット＆リスクヘッジ 実績 》 

 事業に必要な①許認可取得 ②事業拠点確保 ③事業網の確保と展開 ④事業スタッフ活用など 

すべてに現地社団法人を活用出来るため費用は日本から独資で行う場合の３０～４５％程度はカット可

能です。  つまり、ご契約一つで「その日から創業できる」スキームを提供します。 

 

〔商業活動と人材採用を両国で両輪事業を行える概要〕 

●日越、両国社団法人で「事業成果」を共有できることとは 

手法として：Vietnam オール・イン・ワンの WEB を社団が ワンストップサービス ツールにして 

ご提供します。 

その WEB には各提供先様に必要なご提案フレーズを提案しています。 

目的は 営業、販促、取引先、人材探し、貿易、翻訳、通訳、宣伝広告 etc 代行・請負など 

弊社の現地法人・工場・店舗・営業網・スタッフを使っていただきながら 



海外への道をご一緒に切り開く術をプレゼンしています。 

効果は資金の節減・時間の節減・業務の技術、経験、スタッフなどを社団がカバーさせて戴く 

事を明確にしています。 

国内外を共有一体化している社団スキームの基盤は下記の図の通りで、京都の助成金を受けて 

開発（人材採用に活用事例）した機能をご参考に戴きたく開示します。 

 

【代理店の活動概要のご説明】 

WEB を共有する代理店・フランチャイジー募集 https://friendlink.jp/bbs/post/1718/ 

【扱い商品】 

日本と Vietnam 共有ビジネスツール提供／ビジネス企画・開発／翻訳通訳 

創業起業ツール／テレワークツールのレンタル＆販売／ベトナム語 WEB 

他、テレワークツール販売・WEB 制作・ベトナム語翻訳、通訳、宣伝・市場ニーズ調査 

クライアント企業の事業を代理や請負で一般社団法人スキームの効果を提供すること。 

日本から独資で行う場合の３０～４５％程度はカットを実務で還元する業務です。 

 

〔社団法人の運用活用の提供方式〕 

下記の機能（スキーム形態）日本と Vietnam 両国をひとつに運用する事業活動です。 

両国を表裏一体した社団 WEB のビジネスツール共有・提供を行います。 

https://friendlink.jp/bbs/post/1718/


提供サービス概要  

• マーケティング戦略・FC マーケティング戦略・製品マーケティング 

★下図の日越共有 WEB 基盤(共有基軸を使って人材移動・商行為に活用) 【レンタル・販売】 

 
↑社団スキームの活用で 関係国や関係者の利益還流を目指します。↑ 

他、テレワークツール販売・WEB 制作・ベトナム語翻訳、通訳、宣伝・市場ニーズ調査 

事業の目的を代理店募集で一般社団法人の事業目的の効果を高めること。 

〔社団が皆様へ提供出来て皆様が可能なこと〕 

★社団のコンテンツを WEB から必要な方へご紹介や販売をして頂きます。 

現在のコンテンツは 主に「人材紹介」や「社団のコンテンツ」を提供していますが 

★代理店みなさまのコンテンツを社団 WEB 活用で全国～Vietnam へと展開して頂く事 

が目的です。 

上記、人材＆ベトナムビジネスご創業の方に WEB 提供で支援するページです。 

※代理店には ①無料スタイル ②有料スタイル が有りコミッションを区別しています。 

１．法人形態【コラボ・承継】        ２．事業スキーム【レンタル・販売】 

  
↑社団スキームの活用で 関係国や関係者の利益還流を目指します。↑ 

〔社団が代理店さまにご活躍戴きたい事〕は 

★社団のコンテンツを WEB から必要な方へご紹介や販売をして頂きます。 

現在のコンテンツは 主に「人材紹介」や「社団のコンテンツ」を提供していますが 

★代理店みなさまのコンテンツを社団 WEB 活用で全国～Vietnam へと展開して 

頂く事です。 



弊社は人材とベトナムビジネスを起業目的の方に WEB 提供で支援する事です。 

※代理店には ①無料スタイル ②有料スタイル が有りコミッションを「区分しています」。 

〔具体的な業務と事案〕 

弊社団法人は 市場開拓/人財バンクの人材/を日本に招聘して生産シフト/を支援します。 

Vietnam 会社設立/Vietnam 店舗開設/Vietnam FC 構築サポート etc 

これは社団独自のビジネススキームですから「このスキームを運営する」方に社団 WEB を 

提供して創業を支援します。 

社団のコンテンツとお客様のコンテンツ掲載 

https://freenet.vietnam-agency.com/business-card/  

 この WEB は使う方が「誰に？」向かって「伝えたい事、提案したい事」右の各カテゴリーを開い 

て・＞お相手に話して頂く形をサポートしています。ご興味のある方へのご説明は本部が行います。 

 

〔社団スキーム；コストカットのメリット〕 

１． 市場開拓業務を社団 Vietnam 法人が代務を行いますから必要な総経費は 

日本独資で行うより３０～４５％程度はカットできます。 

https://friendlink.jp/bbs/post/1846/  

２． 人財バンクからのご採用者が途中退社した場合、交替要員のビザ申請他、を無料で 

サポートします。（交通費とコロナ対策費は実費ご負担戴きます） 

https://friendlink.jp/bbs/post/1820/  

３． 社団スキームは多様な事業に対しコストカット＆リスクヘッジのスキームを提供 

します。  https://friendlink.jp/bbs/post/1731/  

〔人材ビジネス創業モデル〕￥０～開業・ステップアップ方式です。 

１． 創業ネットワークと基礎知識 

    https://freenet.vietnam-agency.com/start-business/  

２． 人材紹介ビジネス部（人材紹介コミッションについて） 

https://freenet.vietnam-agency.com/oem/  

３． 代理店・FC 募集 

https://friendlink.jp/bbs/post/1718/  

会社名一般社団法人海外技術交流社団業務内容 Vietnam 国内に社団を構成して日本各社様 

とのマッチングを進めます。 Vietnam 法人と日本法人が「一つの 社団法人」内の関係を 

以て事業活動を行うスキームです。  

日本企業が 独資で取り組み場合の 約５０％以下の資金で 海外市場に取り組みが出来 

ます。 海外市場のリスクについては日本企業が直接になくて社団の Vietnam 関連企業が 

対応しますので「リスクヘッジ」効果が 大きいスキームです。  

このメリットを広く告知したいです。 

OEM で ベトナム関連ビジネス を始める方々の人材紹介代理店コミッション 

★ベトナム人材ビジネスは WEB 人材 人財バンクリスト から、FREE に 人選をどうぞ 

https://freenet.vietnam-agency.com/business-card/
https://friendlink.jp/bbs/post/1846/
https://friendlink.jp/bbs/post/1820/
https://friendlink.jp/bbs/post/1731/
https://freenet.vietnam-agency.com/start-business/
https://freenet.vietnam-agency.com/oem/
https://friendlink.jp/bbs/post/1718/


★ベトナム関連ビジネス 生産 出店 会社設立その他はアンケート告知で別途にお始め戴きます。 

ご契約者様のWEBデザインに変更をして営業開始していただきます 

設定（ネーミングなど）詳細は お打ち合わせしながらお進めします。 

OEM 価格￥500,000 ～ ￥１,600,000  

平均額；ご要望の詳細で金額のお見積もりをさせて戴きます。 

OEM 運営会社の ★人材ビジネス★ 収受金の概要 

他のビジネスコミッションは案件ごとにご提示致しますが 基本的に契約額の２０％としています。 

但し、ご契約形態にて下記とは別途にコミッション額は１００％の最上限まで協議して確定します。 

 

1 実習生ご紹介コミッション     

A￥50,000 ～ B￥100,000円／名 ＋ A￥5,000 ～ B￥10,000円／名・月 

2 特定技能ご紹介コミッション   

A￥50,000 ～ B￥100,000円／名＋ A￥5,000 ～ B￥15,000円／名・月 

3 準エンジニアご紹介コミッション（企業内転勤）エンジニアの代務を行う能力者で 

技術現場職務に適材で事務職を含む 

           A￥100,000 ～ B￥250,000円／名＋ A￥5,000 ～ B￥15,000円／名・月 

4 エンジニア  受け入れ先企業さまとのご契約額に応じて変動します。 

約  A￥200,000 ～ B￥300,000円／名・次 

 

〔OEM 形式〕は基本期間３年で WEB 機能外のデザイン変更その他は OEM 運営企業様独自又

は弊社でお受けいたします。 

ご契約更新費用は契約額の５０％です  

OEMの場合の「VISAに関する業務」を弊社が事務担当部門として行います。 

【ベトナム人材 リスト】  

最後までお読みいただきありがとうございます。 

  販売代理店をご希望の方には、卸価格、販売方法、などをお伝えします。 

【ZOOM でご相談を希望します】 

 

 

上記、海外事業とは別に 日本国内事業は 新生活基盤構築の《地域福祉イベント事業》を行っています。 

国内版 地域 福祉イベント事業  https://freenet.vietnam-agency.com/community-welfare/  

https://kaigidan.org/company/index
https://freenet.vietnam-agency.com/community-welfare/


蜜なし～ 騒音無し～ コロナ無し～～  

カラオケ・食 あり～ 出前カラオケ 配達しています。 

 

 

   

 

 

地域 おもしろ発見 Page https://freenet.vietnam-agency.com/corona-reform/ 

 

会社名     一般社団法人 海外技術交流社団 

設立 創業 1989 年 

代表理事 和 田 榮 太 

所在地 
本  社  〒615－0914 京都市右京区梅津東構口町７８  

月～金： 9:00 –  17:00  土： 日： 休業日(ご予約の場合は可) 

TEL 075-873-1125 

FAX 075-873-1135 

事業内容 

【事業の沿革】 

1989 年 JDI（日本投資開発） 

株式会社社団ビジネスの創業 市場開拓・ビジネスシステム開発  

★社団独自の≪低コスト低リスクビジネスモデル≫を開発しノウハ

ウ確立。 

2009 年 一般社団法人 貿易振興協力会 設立登記 創業     

≪低コスト低リスクプラン≫を提案し、実践、実務、を行っています。 

2018 年 一般社団法人 海外技術交流社団 に社名変更中小零細、

個人の為のコストカット＆リスクヘッジを提供すること。 

https://freenet.vietnam-agency.com/corona-reform/



