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１．国際展開委員会

２．これまでの活動内容

３．本年の活動状況

3-1．展示会、WEB

3-2．抗菌国際組織設立準備
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本年よりグローバル展開委員会と国際組織

準備委員会を統合し、新体制で活動開始

活動内容

• アジア地区を中心に海外抗菌市場の育成、拡大を図
るとともに、海外市場でSIAAマークが普及するための
活動を推進する。

• グローバル抗菌組織設立のための日本側準備チーム
としてグローバル組織の体制、管理方法等を検討する。
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海外企業のSIAA入会数

2010年 7月 2015年 12月

中国 ０社 ９社 （+９）

韓国 ３社 ９社 （+６）

台湾 １社 ４社 （+３）

香港(日系) １社 １社 （+０）

スペイン ０社 １社 （+１）

英国（賛助会員） １社 １社 （+０）
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1. 展示会等による国際普及活動

2. 行政・団体への働きかけ

3. グローバル展開への基盤整備
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2011年 ・国際プラスチックゴム展覧会 （2011年-上海）

2012年 ・第9回全国室内環境浄化産業会議 （2012年-上海）
・第14回青島国際プラスチック工業展（2012年-青島）
・第14回中国塑料博覧会 （ 2012年-余姚）
・第17回中国国際塗料展 （ 2012年-広州）

2013年 ・Paperworld China （中国、上海）
・13th Vietnam International Plastics & Rubber Industry 

Exhibition （ベトナム、ホーチミン）

展示会を通じて抗菌文化とＳＩＡＡマークの普及を図る
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SIAA展示ブース

会員企業から提供いた
だいた文具サンプルを
展示



 行政
 APEC Japan 2010 (2010年-日本）

『JAPAN EXPERIENCE ～日本の知恵と技術の体験空間～』
抗菌加工製品の展示
SIAAと抗菌についてのプロモーションビデオ放映

 『元気な日本』展示会 (2010年-日本）
日中国交正常化40周年 （外務省主催）
日本ブランドのプロモーション/日本抗菌加工製品の展示

 ベトナム抗菌ワークショップ（2012年-ベトナム）
行政、大学、業界・団体・企業、報道関係に対して
抗菌の概要説明、抗菌製品の紹介

抗菌製品、ＳＩＡＡマークの普及に行政を活用
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ベトナム抗菌ワークショップ（2012年）

守屋会長 カイ副大臣

抗菌製品
カタログ展示

2015年度委員会活動報告会 国際展開委員会 9



 海外団体
 北東アジアワークショップ(2010年-日､中､韓)

▪ 日中韓3か国による国際討議
▪ SIAAの国際化展開への足がかり

 中国CIAAとの会議（2011～2014年-中国,日本）
▪ 抗菌に対する価値感の共有
▪ CIAA会員のSIAA入会
▪ 共通の認証マーク使用への課題協議

 中国SGSとの打合せ（2011年）
▪ 日中共同抗菌試験への協力呼びかけ
▪ 抗菌技術管理委員会 （栗原委員長） 主体で推進へ

海外のパートナー作り
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SIAA事務局中国支局設置 （上海）
北京艾斯尓有限公司に業務委託 （2012年10月）

目的：中国企業・団体のSIAAへの入会促進

業務内容：
▪ SIAA及びSIAA活動状況の広報と紹介

▪ 入会希望団体に関する情報の入手とSIAAへの提供

▪ 入会の仲介と入会手続きの補助

▪ 入会後の連絡の仲介

▪ 中国語版ウェブサイトの運用、管理
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本会全体の事業計画にて
『国内外へのＳＩＡＡ活動の理解と浸透』

が重点テーマの一つになっていることを受け、海
外展開を加速する。

1. 重点地区（韓国、中国、東南アジア）を中心に
展示会、セミナー、ワークショップを開催
行政等による海外展開支援事業の活用

2. 海外向けウェブサイトの見直し、充実

3. 世界抗菌製品協会設立に向けた準備
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 韓国は海外会員企業数が多いが、普及活動、広
報活動はできていない。

 抗菌製品は出回っているが、抗菌の概念は定着
しておらず、効果、安全性に関する基準もない。

会員企業の協力を得て普及広報活動を行う
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ソウルギフトショーに出展

１．日程：２０１４年９月２５日～２８日

２．会場：ソウル市 ＣＯＥＸ

MEGA SHOW SeasonⅡに出展

１．日程：２０１５年１１月１９日～２２日

２．会場：ソウル市 ＫＩＮＴＥＸ

※ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）実施の
「海外見本市個別出展支援事業」による支援
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２０１４年９月２５日～２８日 ソウルギフトショー
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２０１４年９月２５日～２８日 ソウルギフトショー
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２０１４年９月２５日～２８日 ソウルギフトショー
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展示会場での広報に加
え、新聞、ウェブサイト
12紙を活用して広範囲
にPRした

・ 朝鮮日報
・ 東亜日報
・ Money Today

・ 電子新聞
・ E-Today

・ SBSCNBC

・ 亜州経済
・ ソウル新聞
・ Herald経済
・ E-News Today

・ 市民日報
・ ソウル経済



２０１５年１１月１９日～２２日 MEGA SHOW

JETRO 「海外見本市個別出展支援事業」活用
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２０１５年１１月１９日～２２日 MEGA SHOW
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オンラインメディア１０社に記事掲載
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88%
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1%

抗菌製品を

知っているか？

Yes No 回答なし

12%

88%

0%

SIAAマークを

知っているか？

Yes No 回答なし

SIAAマークを見た場所
・ スーパー, 量販店 ・ TV, Web, 本

回答数：１８５ 約５０％は一般消費者
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韓国語版のツールを展示会出展に合わせて準備

 カタログ

 リーフレット 〔抗菌って何？〕

 プロモーションビデオ

 ウェブサイト［準備中］

 問合せ用メールアドレス

今後の活動に向けた基盤を整備
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『クールジャパン・ワールド・トライアル事業』を活用

クールジャパン・ワールド・トライアル事業とは

海外市場の中でも成長著しい新興国において、日本の生活文化
の特色を生かした魅力ある商品・サービスを扱う事業者を見本市
等への出展、ビジネスセミナーによって、当該市場における進出
企業数の増加、市場シェアの拡大を通じ、我が国経済の成長に
寄与することを目的とする経済産業省推進事業

日本発であり世界をリードする抗菌文化のグローバル化は本事業
に合致する

ベトナムで開催される展示会・ビジネスマッチングに応募
→ 採択され出展実施！
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２０１５ / １ / ９～１１に開催
ホーチミン市北方約２０ｋｍビンズオン省

イオンモールベトナム２号店内
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ビンズオン省

（AEON MALL  Webサイトより）
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 1/8 ビジネスマッチング
抗菌剤メーカー３社が参加
・興亜硝子㈱
・㈱シナネンゼオミック
・富士ケミカル㈱

 1/9～11 展示会
製品メーカー２社が参加
・㈱LIXIL
・㈱三洋化成
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Webメディアを活用して活動内容をPR



海外向けウェブサイト

先行している日本語版のリニューアルを海外
版にも反映

・英語 ２０１６/０１ 公開

・中国語 ２０１５/１０ 公開

・韓国語 新たに設置検討中
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国際抗菌組織設立の目的

1）優れた抗菌技術の世界への普及

2）信頼できる国際抗菌市場の構築

①抗菌品質と安全性に関する国際的統一基準に基づく
認証制度

②国際統一認証マーク表示製品の普及

国際抗菌組織の必要性と設立の方針

• 国際統一基準に基づく抗菌認証制度を確立するため
には国際抗菌組織が必須。

• 将来的には世界各国の抗菌団体、企業を結集した世
界組織を目指すが、まず日中韓を発起人として2016
年にアジア主導で活動を開始する。
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2014年 6月 CIAA訪日団と国際抗菌組織について意見交換

2014年10月 国際抗菌組織発足に関するSIAA/CIAA会議

2015年 3月 第１回日中韓会議（上海）

国際抗菌組織設立計画発表会（上海）

2015年 6月 第２回日中韓会議（東京）
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合意事項
① 日本で実績のある抗菌性基準と安全性基準を中心とする国際
統一認証制度を構築する。

② 統一認証マークとして実績のあるＳＩＡＡマークを採用する。
（日中韓基本同意）。

③ 本部は東京に置き、日本の社団法人として法人登記する。

国際抗菌組織
本部：日本

中
国
団
体

韓
国
団
体

日
本
団
体

ア
ジ
ア
団
体

欧
州
団
体

米
国
団
体

・・・・



検討事項

（１）各国抗菌企業の国際組織への入会方法

（２）対象とする抗菌加工製品

（３）活動経費

今後のスケジュール

2016年 3月 第３回日中韓会議（韓国）

2016年 6月(目標) 抗菌国際組織発足
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ご清聴

ありがとうございました。

抗菌製品技術協議会（SIAA)

URL : http://www.kohkin.net
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