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株式会社 事業革新パートナーズ

Partner for Global Leaders

ポルトガル金型事情視察
のご案内
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ポルトガル 基本情報



Biポルトガル基本情報 【概況】

【面積】 91,985平方キロメートル（日本の約4分の1）
【人口】 約1,030万人（2016年，ポルトガル国立統計院）
【首都】 リスボン市（人口：約54.8万人）

（リスボン市を含む大リスボン圏には，総人口の約1/4が集中）
【言語】 ポルトガル語
【宗教】 カトリック教徒が圧倒的多数
【主要貿易品目】
（1）輸出：機械及び機器，車両及び他輸送用機材，

プラスチック及びゴム，非鉄金属，衣類，農産物，鉱物性燃料，化学製品，木材パルプ及び紙等
（2）輸入：機械及び機器，車両及び他輸送用機材，化学製品，農産物，鉱物性燃料，非鉄金属，

プラスチック及びゴム，農産物，繊維材料等
【主要貿易相手国】
（1）輸出：西，仏，独，英，米，蘭，伊，ベルギー，アンゴラ，モロッコ（対EU 76.9％）
（2）輸入：西，独，仏，伊，蘭，英，中国，ベルギー，伯，米（対EU 78.1％）
【一人当たりGDP】 19,813ドル（2016年）（世銀）
【GDP成長率】 2480億ドル（2017年, 47位/192か国）
【在留邦人数】 598人（2016年10月，外務省）
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比較のために日本の国土を置いてみました

コルクの生産量
世界一！

（シェア57％）

首都：リスボン
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ポルトガル基本情報 【人口】

ポルトガルは日本と同じ高齢化社会

出生率 1.42
172位

（188か国中）

出生率 1.21
187位

（188か国中）

似ている
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バスコ・ダ・ガマ

ポルトガル基本情報 【ポルトガル人のパイオニア精神】

王子に続く航海者たちの像＠リスボン

フェルディナンド・マゼラン

「ここに地終わり、海始まる」
（Onde a terra acaba e o mar começa）

ポルトガルの詩人ルイス・デ・カモンイスの言葉

海とともに歩むことを運命づけられているポルトガル人は
常に海の向こうを見ていた。

「大航海時代のパイオニア精神」
大航海時代に象徴されるポルトガル人の冒険魂とパイオニ

ア精神は今でも脈々と受け継がれている。

バーソロミュー・ディアス
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ポルトガル 金型産業
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ポルトガル金型産業 【輸出入】

生産額（USドル） 輸出額（USドル）

ポルトガルは金型生産国であり、金型輸出国である。いずれにおいても世界第8位、欧州第3位。

※ISTMA金型統計資料2017より



Biポルトガル金型産業 【輸出先／製品分野】

輸出先

・スペイン 22％
・ドイツ 20％
・フランス 16％
・ポーランド 7％
・チェコ 5％
・メキシコ 4％
・英国 4％
・米国 3％
・スロバキア 2％
・その他 17％

製品分野

・自動車 74％
・包装 10％
・家電 4％
・電気 2％
・航空宇宙 1％
・医薬 1％
・その他 8％

※Cefamol資料2017より
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～成長著しいポルトガル金型産業～
2017年度の輸出額は過去最高！2010年比で約2倍！

⚫ 2017ポルトガル金型業界の輸出額は6.75億ユーロと、前年比8%増加
し過去最高を更新すると共に、2010年比で約2倍を記録。

⚫製造・輸出好調の要因として、地域毎の企業間分業・連携、および、採用
の成功が挙げられている。この10年間でポルトガル金型産業は約3,000名
以上の新規採用者を獲得し、従事者が増加している。

※ISTMAニュース記事より

ポルトガル金型産業 【輸出推移】

輸出
約2倍成長

＜2017年度 ポルトガル金型輸出額＞

※ISTMA金型統計資料2017より

輸出：リーマンショックから約2倍成長

輸出：リーマンショックから横ばい

※Cefamol資料より

売上の
90％を
輸出

世界
80か国
以上へ

※Cefamol資料2017より
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1㎏あたりのポルトガルの輸出金型の金額は24USドル、価格競争力があるといえる。

1Kgあたりの金型金額（USドル） ※ISTMA金型統計資料2017より

輸出：29.5ドル

輸出：60.0ドル

輸出：17.7ドル

輸出：24.0ドル 輸出：28.7ドル

輸出：29.6ドル

輸出：46.9ドル

輸出：20.5ドル

ポルトガル金型産業 【価格競争力】
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ポルトガル金型産業 【国際営業力】

ポルトガル金型工業会（Cefamol）は、年間10以上の
国際展示会/会議に参加し、会員企業のために海外販路を見出している。

ポルトガル金型工業会（Cefamol)
は、1969年にプラスチック企業7社によ
り設立。
2018年現在、会員数は160社、プ
ラスチック射出成形企業102社、ダイカ
スト企業42社、ガラス金型3社を含む
金型関連企業で構成。
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ポルトガル金型産業 【国際ネットワーク】

～ポルトガルと旧植民地９か国から成る「ポルトガル語圏諸国共同体」（CPLP）～
➢ 1996年，大航海時代に築いた世界的な基盤に基づいて設立。
➢ 現在では人口2億人以上とされるポルトガル語圏諸国間の協力・連携を強めていく。
➢ EU依存型の経済から脱却するとともに，ポルトガル企業によるCPLP加盟国への

海外進出などを進めたい。
➢ 最近ではブラジルと協力して，アフリカ諸国への支援にも注力。

ポルトガル語圏諸国共同体の連携強化

会長：南アフリカ

副会長：ポルトガル

副会長：ブラジル
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ポルトガル金型産業 【大規模企業連携による製造分業】

～ポルトガル金型産業の歴史・概要～

➢ 18世紀からマリナ・グランデ（人口約3.8万人）とオリベイラ・デ・アゼメイ
ス（人口約6.8万人）に集積していたガラス産業へ型を供給し始めたこ
とによる。

➢ 企業数：480社、従業員数：9,400人
（マリナグランデ60％、オリベイラ・デ・アゼメイス20％に集積）

➢ プラスチック用金型製造は1940年からス
タート。その後、輸出に特化し、サプライヤー、
顧客、訓練・技術センター、大学との広範
なネットワーク形成の下に、高度な技術力・
ノウハウを蓄積した。

（2014年現在）

（2017年現在）
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ポルトガル金型視察ミッション ご案内
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ポルトガル金型事情視察のご案内

➢ （一社）日本金型工業会の会員を対象に、ポルト
ガル金型ビジネス環境を視察するための、研修ツ
アーを提案致します。

➢ 2018年10月1～4日にマリナ・グランデおよびオリベ
イラ・デ・アゼメイスで開催される国際金型シンポジウ
ム「Moulds Event 2018」に参加しポルトガル金
型工業会（Cefamol)との交流、現地企業視察、
市内視察等の実施を予定しています。

ポルトガル金型工業会
(CEFAMOL)との懇親会

市内視察

旅行日程 平成３０年９月３０日（日）～10月６日（土） ５泊７日

Moulds Event
2018への参加

企業視察

視察ご案内

マリナ・グランデ

オリベイラ・デ・アゼメイス



Bi

16

日時 訪問都市 スケジュール （予定） 食事

2018/9/30（日） リスボン 移動 （名古屋/大阪⇒）東京・成田⇒ヘルシンキ⇒リスボン ※リスボン泊
昼：機内
夕：機内

2018/10/1（月）
リスボン、オビドス
マリナ・グランデ

午前： ポルトガル政府/JETRO訪問、会場へ移動
午後： MOULDS EVENT参加 ※日精樹脂講演予定 ※マリナ・グランデ周辺都市泊

朝：〇
昼：〇
夕：〇

2018/10/2（火） マリナ・グランデ
終日： 日系・ローカル金型メーカー等 視察
（IBEROMOLDES, DRT Moldes, GLN Mold等）

※マリナ・グランデ周辺都市泊

朝：〇
昼：〇
夕：〇

2018/10/3（水） オリベイラ・デ・アゼメイス
終日： 日系・ローカル金型メーカー等 視察
（Simoldes, JDD Moldes, MOLDIT等） ※マリナ・グランデ周辺都市泊

朝：〇
昼：〇
夕：〇

2018/10/4（木）
マリナ・グランデ

リスボン
午前： MOULDS EVENT参加（国際会議）
午後： リスボンへ移動、世界遺産都市「オビドス」観光 ※リスボン泊

朝：〇
昼：〇
夕：〇

2018/10/5（金） リスボン 移動 リスボン⇒ヘルシンキ⇒東京・成田（⇒名古屋/大阪）
朝：〇
昼：機内
夕：機内

2018/10/6（土） 朝に到着後解散

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

※世界遺産：「谷間の真珠」「中世の箱庭」オビドス

スケジュール案
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訪問先候補 ロケーション

マリナ・グランデ(MG)

オリベイラ・デ・アゼメイス(OA)

➢ Simoldes
➢ JDD Moldes
➢ MOLDIT

オリベイラ・デ・アゼメイス周辺地区
大～中型 プラ型メーカー集積

マリナ・グランデ周辺地区
中～小型 プラ型メーカー集積

➢ IBEROMOLDES
(EFFRA会長企業）

➢ DRT MOULDS
➢ GLN Mold

※2都市間（MG⇔OA)の距離 約150KM
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訪問先候補リスト

企業視察には、ポルトガル金型工業会（Cefamol)の協力を得て、下記の会員企業視察を検討しています。
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訪問先候補 ご紹介 IBEROMOLDES社

IBEROMOLDES GROUP
www.iberomoldes.pt/index.html

➢ 住所：Rua Augusto Costa – Picassinos, 2430-463 - Marinha Grande, Portugal
➢ 設立：1975年
➢ 従業員数：1,500名以上
➢ 製品：自動車、二輪、航空、医薬、電気・電子部品、テレコム、家庭用品、包装容器、旅行用品
➢ 輸出先：ブラジル、ベルギー、フランス、イスラエル、ドイツ、スペイン、ハンガリー、チェコ、スイス、スロバキア

*総売上の95％が輸出

◆ IBEROMOLDES社長
のJoaquim Menezes氏

は、欧州『未来の工場』
研究協会（EFFRA：
European Factories of 

Future Research 

Association）会長。
◆ 金型業界から史上初め
て選出された。

◆ 世界5か国に展開、12社より成るグループ企業
◆ 金型部門、量産部門、その他部門でグループを構成
◆ ブラジル・サンパウロ市に1998年生産工場を設立
◆ ポルトガル国内に金型部門4拠点あり

【製品群】 【グループ構成】

http://www.iberomoldes.pt/index.html
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フライト

◆ 日本⇔ポルトガル: フィンランド航空利用

※日本への到着日は、10月６日（土）です。

月日 フライト 時間 場所 フライトNo フライト時間

9/30(日）
（行き）

①
8:30 東京（成田）

AY074 10時間20分
11:00 ヘルシンキ

②
15:20 ヘルシンキ

AY1739 4時間50分
18:20 リスボン

月日 フライト 時間 場所 フライトNo フライト時間

10/5(金）
（帰り）
+1日

①
７:20 リスボン

AY1740 4時間40分
14:00 ヘルシンキ

②
16:45 ヘルシンキ

AY071 9時間20分
08:05 東京（成田）

行き

帰り

◆ 日本と、

フィンランドの時差：－6時間

ポルトガルの時差：－8時間



Biホテル
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①リスボン市内：VIP Grand Lisboa Hotel & Spa
（VIPグランド リスボア ホテル & スパ）

リスボン市内および、マリナ・グランデ市近郊の３～５つ星ホテルです。

③リスボン市内：REAL PALACIO（レアル・パラシオ）

②マリナグランデ近郊レイリア市：

EUROSOL LEIRIA（ユーロソル・レイリア）
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募 集 概 要

１．視察ツアー : （一社）日本金型工業会 「ポルトガル金型事情視察」

２．募集人員 : 15名 （最少催行人員は 10名）

３．旅行期間 : 2018年9月30日（日）～10月６日（土） ５泊７日

４．旅行代金 : 60万円

(航空券・ホテル代・全食事代、現地バス（ガイド付）・TAX・燃油サーチャージを含む）

5. 利用航空会社 : フィンランド航空

6. 利用予定ホテル : ３～５つ星レベル

7.  同行者 : 弊社スタッフ1～2名が対応いたします。

8.  お申込み締切 : 2018年9月5日 正午
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募集概要


