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MALAYSIA

JAPAN

日本－マレーシア間での官民学における幅広いコネクションや

実績活かし、弊社ならではのユニークなサービスを展開しております。



会社概要

会社名

代表取締役社長

資本金

所在地

主な取引先

事業

フィグラティブ・ジャパン株式会社

ムハマド・アミルディン・ビン・アブドル・ワハブ

Dr. Muhammad Amiruddin Bin Ab Wahab

10,000,000円

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-13-16

Tel：052-684-8646 Fax：052-684-8647

マレーシア政府

(マレーシア大使館／マレーシア政府観光局／マレーシア農業・食品産業省／マレーシア起業家育成省他)

プロモーション企画

マレーシア-日本進出サポート

旅行(アウトバウンド／インバウンド)

ハラル認証・コンサルティング

オフショア(エンジニアリングデザイン)



特長

1. マレーシア政府との豊富な実績、人脈

2. セランゴール州政府観光局日本支局担当

3. VIP／VVIP対応の豊富な実績、人脈

4. 多事業展開



1. 数々のマレーシア政府との実績、人脈

マレーシア国政府各省庁、マレーシア州政府との直接のコネクションを活かした、スペシャルアレンジが可能です。

▼実績

マレーシア教育省×東京の高校

(マレーシア→日本)

東京の高校×セランゴール州政府

(日本→マレーシア)

愛知県県会議員×マレーシア政府

(日本→マレーシア)



2. セランゴール州政府観光局

2018年1月より、マレーシアの州政府として初めてにして唯一、州政府単独による

日本国内プロモーションを開始しました。

弊社は、セランゴール州政府観光局より、日本支局の運営を請け負っており、日

本全国でのセミナー開催、情報発信等を行っております。

Facebookの運営

セミナーの実施

スペシャルコンテンツ

「スカイミラー」「王宮」 学校、企業訪問等のアレンジ

▼実績



3. ＶＩＰ／VVIP対応

マレーシア国政府各省庁を始め、州政府、地方自治体の要人

及び団体の受入れ実績が多数あります。

また、マレーシア王室のご家族旅行の受け入れという特別な案

件実績もあり、手配から現場管理までVIP／VVIPに対するクオ

リティの高いサービスを提供しております。

各省庁大臣アテンド ロイヤルファミリー 州知事アテンド

マレーシア王室からの感謝状

▼実績



4. 多事業展開

多事業ならではの幅の広い経験、ノウハウ、コネクションを活

かし、複合的なご提案が可能です。

イベント セミナー デザイン

[事業内容]

プロモーション企画

マレーシア-日本進出サポート

旅行(アウトバウンド／インバウンド)

ハラル認証・コンサルティング

オフショア(エンジニアリングデザイン)

▼実績



各種実績

■ イベント企画・運営

■ セミナー企画・運営

■ メディアアレンジ

■ SNSプロモーション

■ G to G ミーティングアレンジ

■ 政府タイアッププログラム

■ ビジネスマッチングアレンジ

■ グランドアレンジ

■ FAM トリップアレンジ

■ デザイン企画・作成



イベント企画・運営

マレーシア各省庁のプロモーションイベント等の豊富な実績があり、展示会、主催イベントなど様々なご提案が

可能です。

また、企画立案から、デザイン、施工管理、人員管理、イベント運営管理まで一貫したサービスを提供します。



実績
●マレーシア農業・農業関連産業省

マレーシア食品の日本国内でのプロモーション

●マレーシア政府観光局

日本、極東ロシアでの観光プロモーション

ゴルフフェア東京 フィッシングショー横浜

マレーシアホームステイフェア福岡 さっぽろ雪まつり

アウトドアフェスティバル大阪 PITE ウラジオストック

●マレーシア大使館 [マレーシアフェア2018]

マレーシアごはん祭り マレーシアフードフェア大阪

マレーシアフードフェア名古屋 マレーシアフルーツフェア

Event
*一部抜粋



セミナー企画・運営

マレーシア各省庁、日本国内の地方自治体とのタイアップセミナーなど豊富な実績があります。

企画立案、設営、人員管理、プレゼン資料作成、セミナー運営管理まで一貫したサービスが提供します。



●セランゴール州政府
日本での投資セミナー

●マレーシア政府観光局
日本、極東ロシアでの観光セミナー

Seminar

●セランゴール州政府観光局
日本での観光セミナー

●マレーシア投資開発庁
日本での投資セミナー

●愛知県
ハラルセミナー

実績 *一部抜粋



メディアアレンジ

TV、雑誌、WEB、SNSなど様々なメディアの企画立案、手配、広告・広報、デザイン、多言語執筆、映像制

作など、幅広い経験を生かした提案が可能です。



●新聞

Media & PR 

●TV

●雑誌

マレーシアフェア2018 マレーシアホームステイフェア浜松 さっぽろ雪まつり PITE ウラジオストック

マレーシアホームステイフェア西宮 マレーシアホームステイフェアSapporo TVCM 番組撮影

FAMトリップ

By マレーシア鉄道観光協会
ツーリズムEXPOジャパン PITE ウラジオストック

マレーシアホームステイフェア名古屋
FAMトリップ

By マレーシア鉄道観光協会

実績 *一部抜粋



SNS プロモーション

企画立案、原稿制作、画像作成、運営管理まで一貫したサービスが提供可能です。



SNS

●マレーシア鉄道観光協会

●マレーシア政府観光局

●マレーシア大使館

●マレーシア大使館

●マレーシア大使館

●セランゴール州政府観光局

実績 *一部抜粋



G to G ミーティングアレンジ

日本とマレーシア、目的やニーズに合わせた、両国政府のアレンジが可能です。



G to G

●セランゴール州政府観光局× 愛知県 ● マラッカ州政府 ×愛知県

●セランゴール州政府×東京観光財団

● ケダ州政府×愛知県

●セランゴール州政府観光局× 白馬村

実績 *一部抜粋



政府タイアッププログラム

産業、教育、観光に至るまで、マレーシア政府とのタイアッププログラムの提案、実施が可能です。



With Government

●セランゴール州政府 ×郁文館高校(東京)

●マレーシア教育省 ×東京観光財団

実績 *一部抜粋



ビジネスマッチングアレンジ

日本とマレーシア、企業規模や産業を問わず両国の民間企業同士のマッチング・アレンジが可能です。



Business matching 

●セランゴール州政府×旅行会社●セランゴール州政府×郁文館高校(東京) ●セランゴール州政府観光局×旅行会社

● ケダ州政府 ×民間企業 ● ビジネスミーティング● マレーシア政府観光局 ×航空会社(極東ロシア)

実績 *一部抜粋



グランドアレンジ

日本国内での外国人旅行者(訪日インバウンド)の受け入れはもちろん、マレーシアの業務提携会社や国内外

パートナー代理店とのネットワークを活かし、マレーシア全国での旅行に関わる全ての手配(アウトバウンド)も可能

です。



Ground Arrangement

● VIP / VVIP● FIT ● GIT

● Government Official Visit
プタリンジャヤ市

マレーシア国防省 マレーシア観光・芸術・文化省

ジョホール州政府

セランゴール州政府

Malaysia royal family

マラッカ州政府

実績 *一部抜粋



FAM トリップアレンジ

ターゲットや目的に合わせた企画立案、メディアを活用した情報発信等、費用対効果を重視した効率的な

FAMトリップのアレンジが可能です。



FAM Trip

● マレーシア鉄道観光協会

日本人メディア

マレーシア旅行会社

ベトナム旅行会社＆メディア

● 中部運輸局×愛知県×岐阜県×三重県×セントレア

● 中部運輸局×愛知県×岐阜県

マレーシア旅行会社＆メディア

インドネシア旅行会社＆メディア

実績 *一部抜粋

マレーシア旅行会社

ベトナム旅行会社＆メディア



デザイン企画・作成

イベントブース、パンフレット、WEBサイト、広告、映像、ノベルティグッズ、キャラクター、ロゴ、CGなど、

経験豊富な弊社内ディレクター・デザイナー及び海外デザイナーとのチームワークによる、先進的な提案が可能で

す。



Design & Tools

● イベントブース ● ポスター ● パンフレット

● ノベルティ・グッズ ● スタンドバナー ●映像

実績 *一部抜粋


