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このたびのビジネス代表団日本ツアーは、ドイツ連邦経済省および気候行
動（BMWK）による事業です。SBS システム・フォー・ビジネス・ソリューション
ズ GmbH が、サン・テンコンサルティングおよび DW-ShipConsult と協力し
て、本イベントを運営します。造船・海事分野の一連のバリューチェーンで製
品やサービスを提供するドイツ企業の中から選ばれた8社が参加します。

代表団はドイツ連邦省とともに、2022年10月16日から21日まで東京と今
治を訪問します。ドイツ企業に関心のある日本の取引先と協力関係を確立
し、直面する国際競争に打ち勝つために強固なパートナーシップを築くこ
とが目的です。

本イベントに皆様をご招待できますことを、大変嬉しく思います。ドイツと
日本の優良企業が集い、刺激的な交流が行われることを期待しています。

ドイツ連邦省後援のプレゼンテーションとネットワーキングイベントが、
2022年10月17日東京で開催されます。ぜひご参加ください。イベントには日
独の潜在的なサプライヤー、バイヤー、さらに業界外からも企業が参加しま
す。ドイツの海事業界を知り、市場動向について意見交換を行うチャンスで
す。ドイツ代表団に会って、協業の可能性がある分野を見つけてください。

また、東京（10月16日～19日）と今治（10月19日～21日）で実施するB2B個別商談へのご参加もお待ちしています。新しいビジネスチャンス、潜在的なシナ
ジー、パートナーシップを開拓する絶好の機会です。スムーズに商談を行えるように、無料でご利用いただける通訳サービスがございます。

プレゼンテーションイベントに申し込む（無料） https://germantech.org/登録フォーム-registration/

以上企業との個別商談を希望される方は、お問い合わせください。
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外国市場参入プログラムは、ドイツ中小企業のあらゆる輸出活動をサポートしています。初期の市場調査からターゲ
ット企業のコンタクト確保まで、幅広く援助します。一例として、市場概要の提供、調査訪問の手配、ネットワーク構築
などがあります。準備、実施、そして質の高いビジネスを継続できるようにフォローアップを行います。特筆すべきは、
そのすべてのステップで個別の支援を受けることができる点です。

今回の日本訪問は、外国市場参入プログラムに含まれる「ビジネスマッチング」の一つです。日独企業によるビジネス
交流の場の創出とともに、新しいアイデアや協業の可能性を探り、より強固な関係を構築することを目的とします。

ドイツ連邦経済省および気候行動（BMWK）を代表して、参加ドイツ企業の皆様、本イベントの企画に携われた皆様、
ならびに成功のためにご尽力くださった日本の関係各位に、心より御礼申し上げます。

ドイツトレードアンドインベスト

ドイツ連邦経済省および気候行動（BMWK）

外国市場参入プログラム ディレクター

クリスチャン・ティッペルト

造船・海事産業



ご参加の皆様

ドイツ海事代表団は皆様にお会いすることを楽しみにしています。本イベントでは最新技術を紹介、また日本の海運・
造船業界のキープレーヤーやディシジョンメーカーの皆様に、人気のサービスをご案内します。

ドイツは日本と同様、主要な海事国で日本の海事産業と密接な関わりがあります。船舶所有において業界トップクラ
スを誇り、造船に関してもヨーロッパで最も重要な位置を占めます。またハイテク海洋機器の最大の輸出国でもあ
ります。

ドイツ海洋機器業界には400をこえる専門企業があり、その多くが世界市場をリードしています。ドイツの海洋機器
サプライヤーはいずれも非常に高い技術力を持ち、お客様のニーズにあわせてカスタマイズしたソリューションを
提供します。

ヨーロッパ最大の産業組織であるドイツ機械工業連盟（VDMA）は、プロジェクト当初から海事代表団を支援して
きました。VDMA の海洋機器・システム部はドイツ海洋機器産業を代表するとともに、業界のために支援、助言を
行います。

ご参加の皆様にとって有益な商談の場となり、海事産業分野で日独間協力が一層深まることを期待しています！

VDMA－海洋機器・システム
取締役社長
ハウケ・シュレゲル

造船・海事産業



ドイツ造船海洋産業協会（VSM）はドイツ海事産業の政策的および経済的利益を代表する団体です。会員は造船所、
海洋機器サプライヤー、船級協会、エンジニアリングコンサルタント、研究機関など、海事産業のバリューチェーン全
体におよびます。民間船および官船の造船、船舶修理、オフシェア技術など、幅広い分野をカバーしています。

日本のパートナーである日本造船工業会ならびに日本舶用工業会と、長年にわたり友情と信頼をもって、協力関係
をはぐくんでまいりました。世界情勢と同様に、海事産業は現在多くの課題を抱えていますが、信頼と協力こそがビ
ジネスを成功に導く鍵であると考えます。

この精神に基づき、VSMはドイツ海上輸出イニシアチブ（GeMaX）においても、業界に貢献しています。

VSM
マネージングディレクター
ラインハルド・リューケン 博士

造船・海事産業



ドイツ海上輸出イニシアチブ（GeMaX）

ドイツ海上輸出イニシアチブは、ドイツの設計会社、船舶機械メーカー、設備サプライヤー、造船所、さらに実績豊
富なドイツ金融機関 KFW-IPEX 銀行とAKA 銀行が協力して、設立されました。

国際的な造船やオフショアプロジェクト向けの高品質海洋機器ならびに長期プロジェクトファイナンスを提供します。

また船主や海事業者向けには、有利な融資条件やドイツ輸出信用機関保証、さらにサービスや設備を提供するパ
ートナーを会員の中から紹介します。詳しくはこちらをご覧ください：www.german-maritime-export.de

日本で皆様にお会いできることを楽しみにしています！

造船・海事産業



www.fuelsave-global.com

企業概要

made
in Germany

高度な燃料
調整により

排出を低減

するととも
に Opex を

削減。持続
可

能なクリー
ン燃料への

転換を手伝

います。

6



国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

このソリューションは、燃焼エンジン（発電機や推進エ
ンジン）の所有者、オペレーター向けのものです。具体
的には、海上船舶／海上資産の所有者やオペレーター
、オンショア・オフショア掘削、発電設備運営者、重工業
（造船所）、ディーゼル電気／液化天然ガスプラントが
対象です。
パートナー：エンジンメーカー／エンジンサービス会社
／海運サービスおよび船舶改修サービス提供者

ラボとフィールドで実証済みの改修ソリューション（特
許取得済み）は、環境への配慮とともに、NET Opex  節
減により収益を向上させ、エネルギーのトータルバラン
スを考えるお手伝いをします。2020年第1四半期、海事
分野の優れた企業を表彰するネプチューンアワードで「
未来のソリューション」に選ばれました。

持続可能なクリーン燃料への移行と脱炭素化の流れの
中で、環境保護と同時に企業の収益性を向上させる製
品に興味のある顧客およびパートナー企業。

ヨーロッパ最大のヘビーリフトクレーン船の一つ、貨物
船アネット号で2年半の検証を行い、すべての地域と気
候帯で良好な結果を得ました。その後2019年末に500
万ユーロを超える最初の商業プロジェクトに署名しまし
た。このプロジェクトでは、すでに2年半システムを使用
していたハレン＆パートナーのグループ会社 SAL  ヘビー
リフト GmbH 所有船舶6隻に合計出力93MWのエンジ
ンを設置しました。

会社概要
フュエルセーブ GmbH はエネルギー効率の向上を行う
クリーンテックスタートアップで、優れた R&D とエンジ
ニアリング力を有するドイツ企業です。業界をけん引す
るプロバイダーと協力し、11分野で特許取得済みのポ
ートフォリオの中からイノベーションとコアテクノロジー
を組み合わせて、さまざまなセクターにターンキーソリ
ューションを提供しています。エネルギー・お金・地球
の3つをセーブする（節約する／救う）がフュエルセーブ
の信条です。
フュエルセーブはEU委員会から最高点を得て、ドイツ
企業で初めてトップ SME ヨーロッパに選ばれました。
2018年には4ストロークアプリケーション、2020年には
2ストロークアプリケーション開発のため、それぞれEU
から助成金を獲得しました。
現在フルタイム当量7人の従業員を擁し、2019年末に
は最初の商業プロジェクトで500万ユーロを超える売り
上げを達成しました。

製品/サービス
フュエルセーブ GmbH は、次の分野でソリューション
を提供しています。
- 水素生成（P2G）と利活用
- 動的噴射によるエンジン効率の向上
- 廃熱回収／熱発電（Heat 2 Power）
- 空気圧エンジン／エアモーター
など
第1号の製品はエンジン効率向上ソリューションです。
異なる量の水素、酸素、水、メタノールを別々の空気取
り入れ口から動的負荷ベースで噴射、化学量論的組成
を最適化して、よりクリーンで 効率的な燃焼を実現し
ました。このターンキーソリューションを後から設置す
ることにより、燃焼およびエンジンの熱効率と体積効
率が向上します。平均 ROI は3年未満です。

フュエルセーブ GmbH
FUELSAVE GmbH

69190 Walldorf
Germany

www.fuelsave-global.com

担当者 
役職 : CEO
電話 :   +34 646 21 99 20

言語 :  英語　ドイツ語

主催:

プロジェクト:

運営:



www.georg-duncker.com

企業概要

made
in Germany
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ゲーオルグドゥンカー GmbH & Co.KG
Georg Duncker GmbH & Co. KG
Alter Wall 20-22
20457 Hamburg
Germany

www.georg-duncker.com

担当者 : Mr Björn Völkner
役職 : Director
電話 :   +49 403760040
モバイル :   +49 0172 4534519
bjoern.Voelkner@georg-duncker.com

言語 :  英語

主催:

プロジェクト:

運営:

国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

船主、用船者、船長、ヨット管理者、貨物輸送業者、造
船所。

各国の海上保険業者および営利または非営利の P&I ク
ラブを介して国際保険市場と密接なつながりを持ち、
その規模は市場全体におよびます。さらに保険請求業
務では、調査員、査定人、代理店などの国際的な協力
者ネットワークを活用し、お客様に最適なサービスを提
供します。海事分野に精通したマルチリンガルチームが
お客様ならびに引受人の請求手続を一貫してサポート
します。

専門分野において地域のマーケットを熟知した事業者様
とのパートナーシップを希望します。海運および海上保険
についての基本知識をお持ちであれば、なおよい。

自家用船舶オーナーから企業、管理者、投資ファンド、
メーカまで、世界各国の約3,000 隻に幅広くサービスを
提供しています。

会社概要
ゲーオルグドゥンカー GmbH & Co. KG は1870年創業
、ファミリー経営による国際保険仲介会社です。海上
保険に特化し、あらゆるクラスのビジネスを対象に、
船体保険、用船料保険、さらには P&I などの賠償責任
商品も取り扱っています。ドイツ、シンガポール、アメリ
カ、オランダのオフィスには計100人のスタッフが勤務
し、すべてのタイムゾーンをカバーしてサービスを提供
します。

製品/サービス
ゲーオルグドゥンカーは海洋分野全般で保険仲介サー
ビスを提供しています。世界中の信頼ある海洋保険会
社と協力し、より良い保険条件を検討して、保険会社
ならびに被保険者の皆様に最適なプランを紹介するこ
とを目指しています。また保険仲介業以外では、市場
調査、損害のリコースサービスも提供しています。



企業概要

in Germany

船舶設計、
造船コンサ

ルティング
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国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

海運会社、造船所、オフショア産業（風力、石油、ガス）
、輸送プロバイダー、船舶オペレーター、エンジニアリン
グサービスプロバイダー

・造船所、海運会社出身の経験豊富で専門知識を有す
 るベテランと新しいアイデアに満ちた若いエンジニア
 のコンビネーション。
・2D／3D設計の両方に対応。
・コミュニケーションの効率化と迅速な意思決定がプ
 ロジェクトの進行をスピードアップ。
・風通しのよい社風から生まれる社内協力体制と経験
 の共有。
・大規模プロジェクトから小さなプロジェクトまで喜ん
 でお引き受けします。

以下要望をお持ちの海運会社、洋上エネルギーデベロ
ッパー、輸送会社
・用途にあわせて船舶のカスタマイズをしたい
・すでに所有する船舶を改修したい
基本設計のサポートを希望している、または重量物運
搬船の造船が可能な造船所
設計図面に基づきクレーンを建設するコンストラクター

・洋上補給船ボールドウィンの基本設計
・アラスカ、ガス製造プラットフォーム導入プロジェクト
 のマネジメント
・グローバルFEモデル計算・発行、MODUからSPSへの
 変換、傾斜試験の実施
・ローターブレード輸送のための洋上風力建設船船外
 ブームシステムの設計
・海水取水システムFPSO（浮体式海洋石油・ガス生産
 貯蔵積出設備）管理ツールの設計

2012年に設立されたヘビーリフト＠シーは、造船、海
洋工学分野の優れたスペシャリスト12人からなり、それ
ぞれが国際的な海運および造船業界での豊富な経験
と知識を有します。システムプロバイダーとして、新造
船時の設計・スケッチをはじめ、さまざまな船舶設備
の改修整備、クレーン、造船コンサルタント、洋上風力
・洋上石油ガスプラットフォームなど、多種サービスを
提供しています。開発にあたってはプロジェクトスター
ト時から最適化の可能性とリスクを考慮し、統合的な
アプローチでベストソリューションを提供します。

製品/サービス
船舶設計：
・初期設計／コンセプト
・基本設計
・詳細設計
エンジニアリングサービス：
・船舶理論（DP能力分析、非損傷時復原性、損傷時復
 元性、ヒーリングテスト
・流体力学（係留解析、運動解析、RAO決定、CFD最適
 化）
・構造および強度（グローバルFEモデル・計算、ローカ
 ル構造計算、基礎の設計・計算）
・保有船舶の変更および管理サポート（DP、バラスト
 水処理または排気ガス処理の調整、用途変更）
・技術プロジェクト管理、アドバイス、船舶書類更新等
 その他サービス。
・Sietas ローディングシステム（総合サービス）

ヘビーリフト＠シーGmbH

Veritaskai 2
Hamburg 21079
Germany

担当者 : Mr Hendrik Gröne
役職 : Managing Director
電話 :   +49 40 303832641

言語 :  英語　ドイツ語

会社概要

主催:

プロジェクト:

運営:
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www.hilbig-gmbh.de

企業概要

made
in Germany
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ヒルビッグ  GmbH
Hilbig GmbH
Postweg 204
21218 Seevetal
Germany

www.hilbig-gmbh.de

担当者 : Mr Malte Seyen
役職 : General Manager
電話 :   +49 4105 580 380
モバイル :   +49 151 1401 5700
m.seyen@hilbig-gmbh.de

言語 :  英語

主催:

プロジェクト:

運営:

国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

造船建設、オフショア建設、およびそのサブサプライヤ
ー（電気、内装、断熱など）

ヒルビッグはスタッド溶接技術と高速溶接システムの
分野で、造船・オフショア建設向けのあらゆる製品を製
造、提供しています。

ヒルビッグはそれぞれの製品について、長期にわたり協力
関係を築くことができるビジネスパートナーおよびエンド
カスタマーを求めています。

造船分野：
Lürssen Group Germany、Meyer Shipyard Germany、
STX France、Fincantieri Italy、
Keppel Fels Singapur、Damen Shipyard World Wide
その他ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、北米、南米、
カナダの多くの企業と取引実績があります。

会社概要
ヒルビッグ GmbH は1985年に設立され、造船向けの
高速溶接システムを開発・製造しています。このシステ
ムはスタッド溶接と接着の技術で構成され、高品質の
締結を短時間で行うことができます。スタッド溶接の
スペシャリストとして、これまでさまざまな素材の加工
実績を有し、アルミニウムねじに関しては M12 サイズ
まで対応可能です。世界各国のお客様と取引があり、
国際ビジネスの経験も豊富です。
従業員数：25 名
売上高：500万ユーロ

製品/サービス
- 造船および艤装に特化したスタッド溶接技術
- 造船用プレートフェアリングシステム
- 絶縁ピンとクリップによる絶縁の固定
- 天井、壁、床の支持、簡易取り付け、振動ダンパーの
 有無にかかわらず海軍船舶やスーパーヨットで求め
 られる性能にも対応
- スタッド溶接による電気ケーブル、機器、基礎の固定
- その他スタッド溶接を用いた各種用途
- 鉄鋼、高張力鋼、ステンレス、アルミニウムなど、お客
 様の素材にあわせて対応します
- およそすべての溶接材が利用可能です



www.hoppe-marine.com

企業概要

made
in Germany

ホッペマリ
ンは70年間

にわたり、制

御システム
、測定ソリュ

ーション、情

報サービス
の分野で、

お客様と良
好

な協力関係
を築いてき

ました。
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ホッペマリン GmbH
Hoppe Marine GmbH
Kieler Straße, 318
22525 Hamburg
Germany

www.hoppe-marine.com

担当者 : Mr Sönke Manßen
役職 : マーケティングマネージャー
電話 :   +49 40 561 949 0
s.manssen@hoppe-marine.com

言語 :  英語

主催:

プロジェクト:

運営:

国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

ヤード、船舶オーナー、運航管理者、技術責任者、設
計者

- ファミリー経営による独立系企業
- 意欲的で機動性の高いパフォーマンス
- 設計に力を入れて取り組む
- 70年の豊富な経験
- 高品質のセンサーとシステム

ヤード、船舶オーナー、運航管理者、技術責任者、設計者

導入実績
- ホッペシステム：7,500隻以上
- 横傾斜対策システム：2,500隻以上
- タンク含有量測定システム：2,500件以上
- タンクと喫水センサー：18万件以上
- Maihak パフォーマンスシステム：900件以上

会社概要
ホッペマリンは、ハードウエア、センサー、アクチュエー
ターについて、現場からのフィードバックを吸い上げ高
度に発展させた自社設計のオーダーメイドソリューショ
ンを提供します。Hoppe Marine が提供するスマート統
合システムは、バルブ遠隔制御システム、タンク含有量
測定、ロールスタビライゼーション、動的フローティング
モニタリング、ヘビーリフト操作の横傾斜対策／荷重補
償、パフォーマンスモニタリング、電子傾斜計、 トリム
最適化など、マーケットの需要に幅広く応えるものです。

製品/サービス
バルブ遠隔制御システム - タンク含有量測定 - バンカ
ーセイフティおよびバンカー監視 - タンク熱制御およ
び低温アラーム - バンカー管理 - バラスト水管理 - 積
付計算ソフト - 浸水検知 - 抗横傾斜システム（ポンプ
駆動）- ブロワー抗横傾斜システム（ロールダンピング
、アイスヒールを併用するオプションあり）- スタビリテ
ィテスト - FLUME ロールダンピングシステム - U タンク
ロールダンピングシステム - 動的フローティングモニタ
リング - GPS ベース



www.lightstructures.com

企業概要

made
in Germany

海運、石油
・ガス市場

向け光ファ
イ

バー船体応
力監視その

他構造監視

システムの
提供。
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国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

商業用海事・船舶：造船所、船主、船長および運航者
研究用海事船・協会：ClassNK、JAMSTEC等の海事関連
協会

・海事に特化
・お客様の用途にあわせたターンキーシステム SENSFIB 
 (™) を提供
・鉄鋼、アルミ、FRP/GRP等、複数の構造物やホットスポ
 ットをリアルタイムで測定
・ATEX、IECEx 関連証明書を取得した安全な光ファイバ
 ーシステム
・船上での校正や複雑なメンテナンスが不要

以下分野における構造ならびにフリート専門企業・機関：
フリートアセットマネジメント、船舶設計、船舶構造・監
督、造船、規制機関、研究機関。

これまでに300を超えるSENSFIB (™) システムが導入さ
れ、そのユースケースは多様です。南北アメリカ、ヨーロ
ッパ、中東、アフリカ、東南アジア、オーストラリアで、多
くの船舶、お客様が利用しています。

会社概要
ライトストラクチャーGmbHの前身は、2021年にノルウ
ェー防衛技術研究機構（FFI）から分社化したドイツ企
業、ライトストラクチャーASです。現在はファイバ・ブラ
ッグ・グレーティング（FBG）技術を活用したストレス・
疲労監視システムのターンキーソリューションを提供し
ています。
SENSFIB (™)シリーズ は、船舶および海事資産の設計、
安全性、運用に関する不確実性を評価するシステムで
す。ライトストラクチャーの監視分野における経験およ
び実績から開発されました。
ライトストラクチャーはドイツと日本の海事分野での協
力関係構築を目指します。またドイツ国内組織を強化
し、運用ならびに販売後のサポートを行います。
SENSFIB (™) ソリューションは、各国パートナーおよび
代理店ネットワークを通じて提供しています。

製品/サービス
海事資産の構造状態および健全性監視システムを提
供しています。
SENSFIB (™) はファイバ・ブラッグ・グレーティング（FBG
）技術により構築されたターンキーシステムです。お客
様の要件にあわせた S/W、アナリシス、ひずみ計、加速
度計、温度計などのセンサー、およびGUIソリューショ
ンから構成されます。
このシステムを船舶や海事資産に搭載することにより
、船上でのアドバイザリー、長期データ保存、データ転
送、陸上分析のためのデータマネジメントが可能にな
ります。
SENSFIB (™) は海事オートメーションシステムとの統合
を目的に開発されました。一例として、タンカー、自律
型船舶、風力推進補助装置、デジタルツインに高品質
のリアルタイムデータを提供します。
SENSFIB (™) は主要な船級認証および略号に対応して
います。
一部情報につきましては、社内に限定して開示してい
ます。

ライトストラクチャー GmbH
Light Structures GmbH
Egerlaenderweg 38
74523 Schwaebisch Hall
Germany

www.lightstructures.com

担当者 : Mr Goetz Vogelmann
役職 : Managing Director
電話 :   +49 173 30 43 270
gvo@lightstructures.com

言語 :  ドイツ語

主催:

プロジェクト:

運営:



FIREPROOF BULKHEAD SEAL

企業概要

スタンチュ
ーブシール

、バルクヘ
ッ

ドシール、
耐火バルク

ヘッドシー
ル

の製造と保
守、および

ゴムベアリ
ン

グの販売。
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プロフィシール  

Mühlerstraße 13
55288 Schornsheim
Germany

担当者 : Dr. Tobias Müller
役職 : CEO
電話 :   +49 6732 961476
モバイル :   +49 160 9726 2214

言語 :  英語　ドイツ語

主催:

プロジェクト:

運営:

国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

- 造船所、官船
- シャフトやカップリング製造メーカー

- 世界で唯一の耐火性バルクヘッドシール
- 短納期
- 高品質

日本市場の攻略・開拓支援ができる販売業者、システム
開発者、代理店。

プロフィシールは、ほぼすべての大陸に展開しています。
会社概要
1995年以来、プロフィシールは造船産業向けのプロペ
ラシャフト（スタンチューブ）シールおよびバルクヘッド
シールを設計・製造し、その品質は高い信頼性を得て
います。製品は DNV GL、LR、BV、KR など国際船級協
会の型式承認済みで、ABS の製品設計評価（PDA）認
定承認を受け、厳しい要求と基準をクリアしています。
さらに米国沿岸警備隊のプロジェクトなどで実績があ
るように、個別の要件に対応して図面承認を得るので
、ほぼすべての新造船および修理に製品を使用するこ
とができます。作業船、オフショア補給船、客船（RoRo 
船、RoPax 船を含む）、高速巡視船、官船、特殊船、ヨ
ット、スーパーヨットで広く使用されています。

製品/サービス
スタンチューブシール、バルクヘッドシール、耐火バル
クヘッドシールの製造およびゴムベアリングの販売。
自社シールならびに他社製品のメンテナンス。



www.trusteddocks.com

TRUSTEDDOCKS.com
We know where ships are docking.

企業概要

made
in Germany

トラステッ
ドドックス

 .com Gm
bH 

は、世界の
船舶管理者

向けに、船
舶

の修理・新
造・再利用

に適した造
船

所のマッチ
ングサービ

スを提供し

ます。
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トラステッドドックス.com GmbH
trusteddocks.com GmbH
Dorothea-Bernstein-Weg 28
22083 Hamburg
Germany

www.trusteddocks.com

担当者 : Mr Carsten Bullemer - Managing Director
モバイル :   +49 162 9460 280
bullemer@trusteddocks.com

言語 :  英語　ドイツ語

主催:

プロジェクト:

運営:

国内外の取引先

想定する顧客層・現地パートナー

企業の強みと優位性

パートナー企業に求めるもの

船舶管理者、船主、造船所、海上サービスや海上機器
のサプライヤー

一般の造船業者と異なり、ビッグデータ、ビジネスイン
テリジェンス、最新の調達テクノロジーを活用します。
この強みを生かし、船舶管理者と船主の造船所および
海上サプライヤー探しをサポートします。

造船所、機器プロバイダー、海事サービス会社に優れたサ
ービスを提供します。

Maersk、CMA、Bourbon、Wilhelmsen などの船主だけ
でなく、ヨーロッパや中国の国際造船所とも取引があり
ます。また、ビジネスインテリジェンスデータを活用し、
Caterpillar や Wartsila など機器プロバイダーのアフタ
ーセールスと CRM 統合をサポートしています。

会社概要
修理・新造・リサイクルのプロジェクトを行う船舶管理
者および船主をサポートし、信頼できる造船所探しを
手伝います。自社の高度なデータベースを活用し、関
心のある造船所にプロジェクトの入札を行います。現
在は主に修理プロジェクトを取り扱っています。

製品/サービス
船舶修理と乾ドックの電子入札、新造・リサイクル市場
のモニタリングにおいて、船主や船舶管理者のサポー
トをします。



SBS システム・フォー・ビジネス・ソリューションズは1999年設立の民間コン
サルティング会社です。国際プロジェクトの計画、開発、実施の分野で、20年
以上の経験を有します。ワークショップやイベント、クライアントごとの B2B 

ミーティングのアレンジ、クライアントのターゲットに特化した市場参入戦
略立案などのサービスを提供し、さらにイタリア語／ドイツ語圏の市場を
ターゲットとした国際チーム編成のお手伝いをします。

SBS は2006年以来、200件超の国際プロジェクトを手掛けてきました。ドイ
ツ省庁やその他外国政府機関の意向で実施される代表団海外ツアーから
大規模バーチャル会議まで多岐にわたり、イタリア経済開発省から「臨時輸

出マネジャー」のタイトルを得ています。ベルリンとローマのオフィスには、
国際的なバックグラウンドを持つ有能なプロジェクトマネジャーチームが
在籍します。カルチャーギャップに精通し、異なる文化間で生じる問題解決
のノウハウが豊富です。異文化理解に基づいたテーラーメイドのソリュー
ションを構築し、クロスボーダー案件でクライアントにとって最適なパート
ナーを見つけるお手伝いをします。SBS の協力会社ネットワークとドイツや
海外の1,000をこえるクライアントを活用し、世界の新興市場や最も魅力的
な市場への参入を成功に導びきます。

SBS systems for business solutions 

造船・海事産業



サン・テンコンサルティング合同会社は、東京に拠点を置くコンサルティン
グ会社です。B2B コンサルティングに特化し、化学および材料、自動車、ヘ
ルスケア、エンジニアリング、建設など、さまざまな分野の技術製品につい
て、ドイツをはじめとしたヨーロッパ企業の日本市場参入をサポートします。
日本での長年の経験を生かして異文化間の橋渡し役となり、ビジネス慣習
の違いから生じる困難を軽減します。また、海外企業の日本窓口としての役
割を担うことも多く、販売やマーケティングを立案・実施して、日本国内のお

客様からのお問い合わせに対応します。日本の経営哲学である「三方よし」
の考えに従い、海外と日本の企業をつなぎ、お客様、さらに輸入、流通など
に関わる主要なパートナーと長期的な関係を築きます。

San-Ten Consulting 

DW-ShipConsult GmbH

DW -ShipConsult は、ヨーロッパにおける船舶ノイズ・振動制御のリーディ
ングカンパニーです。船内騒音、水中放射騒音（URN）、または寄港時に発
生する騒音抑制のためのアドバイスをします。主なクライアントは船主、船
舶管理者、造船所、または官庁で、DW に在籍する高度な技術を持った10

人の造船技師がチームでサポートします。

提供サービス

• 船舶ノイズ・振動の制御
• 建造時の音響計算、予測、コンサルティング
• 水中放射騒音制御
• 船内騒音・振動の測定
• 寄港時の船舶発生騒音測定（例：ESI－騒音証明）
• 船内騒音、振動問題の調査、特定、解決策の提案
• 海洋機器サプライヤー向け音響コンサルタント
• 海中環境に対する音響伝播研究

造船・海事産業



スペシャルサンクス：



www.ixpos.de/markterschliessung

www.bmwk.de

sbsbusiness.eu

www.germantech.org


