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2019 年 1 月 1 日より「新容器包装廃棄物法」が施行されました。 

ドイツ国内／EU 域内にて上市される B2C 製品に使用される包装材や緩衝材はその「最初の流通者」により中央

包装登録局のデーターベースに登録する義務が生じます。加えて流通者は登録した内容を回収すべく、その費用

を負担します。なお登録をせず流通させた場合 20 万ユーロ以下の罰金を科せられてしまう可能性もあります。 

ドイツ／欧州域外にある日本メーカーは場合により最初の流通者とし登録義務が生じる事もあります。また一方

ではドイツ／欧州域内にある輸入業者や販売業者が最初の流通者とし、その義務を果たす場合もありますがその

際にはメーカー側の協力が必要になってきます。 

詳細をご希望のお客様はお問い合わせ下さい。 

  加藤千春 

 

TH インターナショナルではお客様のドイツ／欧州進出のサポートをおこなっております。 

当社では技術的な専門知識を持つスタッフと現地に基づく情報により、お客様のビジネスおよび貴社の認知度を

向上させるお手伝いを行なっております。 

プラン１：オフィス、ミーティングルーム、オフィス用品、現地銀行口座、現地電話番号及び現地住所…… 

                  市場調査、ビジネスマッチング、翻訳・通訳、共用車 など 

プラン２：駐在事務所業務および初期段階での営業活動の代行 

プラン３：ドイツ／欧州で販売した製品の技術面でのアフターセールス 

プラン４：お客様のご利用とご要件にあわせてオーダーメードプラン 

欧州のサプライヤーだけでは産業の需要に追い付かない！ 

日本の生産事業者にとって今がドイツ／欧州でビジネスをスタートするチャンスです 

当社の経験ときめ細かいサポートで無駄な手間を省き、労力を円滑に推進させてください 

2 月より日本 – 欧州 自由貿易協定  (JEFTA) が施行されました 
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企業の経営戦略や計画の現状分析をする際によく使用

されるのが SWOT 分析です。この分析では自社の「強

み」「弱み」「チャンス」「脅威」の 4 つのカテゴリ

ーで要因分析を行います。各カテゴリーにつき方向性

や改善策を３～７つ簡単に箇条書きで書き出します。

しかしながら多くの場合 SWOT 分析を行なったにも関

わらず現状改善に繋がらない事もあります。よって右

の図のように異なる分析方法を結び付け問題の解決や

課題の克服に役立てる事ができます。例えば企業の課

題を分析するにあたり SWOT 分析の基本要素を特性要

因（フィッシュボーン図）として書き出します。そし

てマイルストーンを置き、取り組みの経過を可視化し

ます。プロジェクトを遂行するにあたりプロジェクト

担当者は各課題要因に対し最適な効 果を得る よう

SMART の法則に基づいて目標を定めます。なおマイ

ルストーンプラントは定期的に再検討します。またプ

ロジェクトの終了後にはその遂行過程について目標と  

原因解明と問題解決 
 

 

 

     

Our main Team 

 

 

                                                                                   
詳細はホームページをご参照ください。www.thi-cs.de    

トーマス・ヒンリヒセン 

代表 & CEO 

（理学博士） 加藤千春 

マーケティング・マネージャー 

リサイクルビジネスに関する事業担当 

アレクサンダー・チェビシ 

プロジェクト・マネージャー                                                           

実績の相違を分析します。これにより企業目標の達成が確実なものとなり、また企業スタッフの実績にも繋がり

ます。この様にしてプロジェクト担当者は SWOT 分析を有効に活用する事ができます。当社ではお客様の更なる

事業の発展の為、問題解決への糸口を見つけるお手伝いをしております。   © トーマス・ヒンリヒセン 

TH International GmbH  
Ettighofferstr. 78  
53123 Bonn 
Germany                    

+49-162 6613 193   
www.thi-cs.de  
support@thi-cs.de  

TH International Japan 

〒108-0074 

東京都港区高輪４丁目 

TEL: 080 8837 1746          
FAX: 03 93 5798 3587 
www.thi-cs.de/jp/home           
support@thi-cs.de 
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New German Packaging Act 2019 (VerpackG)
 
As from 1st January 2019, the new “German Packaging Act (VerpackG)” has replaced the German Packaging 
Regulation. 

All distributors who put packaging into commercial circulation (B2C) on the German & European market for the first 
time must register at the “Central Packaging Register Agency”. In practice, distributors enter into a contract with a 
recycling company (Dual System), who collects the packaging based on the data, which has been registered. 
Companies, who do not comply with the obligations and registration, must expect administrative fines up to  
€ 200,000. Accordingly, Japanese manufacturers, who produce in or out of Germany & Europa, must register as 
well. Furthermore, Importers and dealers might also be obliged to register, if they are the first distributors. Depending 
on the situation, they need active cooperation with Japanese manufacturers. 

If you need further information, please contact us any time.  

yours Dr. Chiharu Kato 

THI supports your business extension to Germany & Europe  

Our technical expertise and well-established local market knowledge support your business recognition.  

We offer you for example:  

Plan 1) Office space, meeting room, Office environment, local phone No., Bank account and local office address, 

             local market analyses, matching service, language support, pool car, …  

Plan 2) We take over your Branch Office function as Representative Office for Germany and Europe. 

Plan 3) Technical service for your machinery, you sold in Germany and Europe. 

Plan 4) Custom made offer to fulfill your needs and requirements. 

European suppliers are not able to deliver the quantity of goods which are required by 
the Industry! 

NOW is the best time for Japanese manufactures to start their own business in Germany and Europe.  

Start now with our experience and hands-on support, to smoothen your own effort and protecting your resources!  

Since Feb. 2019 the Japan - EU Free Trade Agreement (JEFTA) is in place!  
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For a stocktaking of a company, the so-called SWOT 
analysis is frequently used. The main focus of that 
analysis is to work out the strengths/weaknesses and 
opportunities/ risks of a company.  

The result is often summarized in 3-7 bullet points per 
category. Unfortunately, in most cases, nothing 
happens after a discussion of this SWOT analysis. My 
self-created chart on the right tries to build connections 
between different analytical methods.  

The best way to analyze the issues of a company is to 
connect the main part, the SWOT analysis, with the 
Ishikawa diagram. The results should be defined in 
separate projects, which are substantiated by 
milestone planning. To ensure the best success of a 
project, the project manager is supposed to define his 
milestones according to the SMART principle. The 
milestone plan should be monitored through regular 
reviews and, based on that, an actual-versus-target 
analysis about the progress should take place after 
completion of the project.  

That is a guarantee of success for companies and a 
learning result for their employees as well.  

Root cause analysis and problem solving  
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Detailed introduction you will find on our Homepage www.thi-cs.de  

Thomas Hinrichsen  
Consultant and CEO 

Dr. Chiharu Kato  
Marketing Manager 
Expert recycling requirements 

 
Alexander Tschebisch  
Project Manager  

 

TH International GmbH  
Ettighofferstr. 78  
53123 Bonn 
Germany                    

+49-162 6613 193   
www.thi-cs.de  
support@thi-cs.de  

TH International Japan 
4-18-19 Takanawa,  
Minato-ku, 108-0074 Tokyo  

TEL: 080 8837 1746          
FAX: 03 93 5798 3587 
www.thi-cs.de/jp/home           
support@thi-cs.de 

In conclusion, project management becomes full circle with the SWOT analysis. We are pleased to support you to 
find solution approaches and thus to keep your company on the success track.  

yours Thomas Hinrichsen  

 


