
 TH International GmbH 
 

NEWs                                      Q4/2018                                                                 www.thi-cs.de 

 

 

  

  

New staff  

Mrs. Dr. Chiharu Kato 
Marketing Manager & 
Expert recycling requirements  

 

Our new marketing manager will support 
our clients to expand their business 
overseas. During her doctoral studies she 
not only obtained a PhD Degree (magna 
cum laude) at the University of Bonn, but 
also gained far-reaching experiences in 
intercultural work in different countries. After 
working several years as a postdoc 
researcher at the university, she started a 
new career at a German manufacturing 
company: Her tasks include market 
research & marketing in general, developing 
business networks and sales channels in 
Japan, translating user's manuals into 
Japanese, editing product catalogues, 
organizing exhibitions and business trips – 
always in Japanese & German cooperation.   

Japan - EU  
Free Trade Agreement (JEFTA) 

• • • 

The EU has finalized negotiations for a trade agreement with 
Japan.  
EU firms already export over € 58bn in goods and € 28bn in 
services to Japan every year. But European firms face trade 
barriers when exporting to Japan which make it hard for them to 
compete. 

The trade agreement with Japan will: 

• remove these barriers 

• help us shape global trade rules in line with our high      
  standards and shared values 

• send a powerful signal that two of the world's biggest  
  economies reject protectionism. 

New German Packaging Act 
2019 (VerpackG)

 
Starting from 1st January 2019. THI 
supports you to access the EU market 
without risk. Service and Seminars are 
coming soon. Further information is 
available on request. 

We proudly announce our new Japan office:  
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 

Please feel free to visit or contact us at any time. 

        TH International GmbH  
 
Thomas Hinrichsen, CEO 

Ettighofferstr. 78  
53123 Bonn 
Germany                    

        +49-162 6613 193   
                   +81-80 8837 1746 
www.thi-cs.de          support@thi-cs.de  

THI supports your business extension to 

Germany & Europe  

Our local market knowledge supports your local business 
recognition. We offer you: Office space, meeting room, Office 
environment, local phone No., Bank account and local office 
address, local market analyses, …  

Or we take over your Branch Office 
function as Representative Office EU  
(legal without local Tax).  
 

Yours,  
Thomas Hinrichsen 
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新規スタッフ 
（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 

 
日本で大学卒業後に渡独。ドイツでは生物学を
専攻。ボン大学で研究員としてキャリアを積む
と共に研究滞在で様々な異文化への興味と適応
性を高めてきた。その後ドイツ環境機械メーカ
ーで日本市場開拓に従事し市場調査からネッ
ト・ワーク作り、新規販路の開拓、技術関連書
類の翻訳から商品カタログの編集制作、展示会
出展の準備から視察旅行まで多岐にわたる業務
を経験。 

「THI の新規スタッフとし、お客様の海外進出
のお手伝いをさせて頂くことになりました。 
よろしくお願いします。」 

日本 – 欧州 

自由貿易協定  (JEFTA) 
日本と欧州連合は自由貿易協定を発表しました。 
近年欧州の対日輸出額は毎年５８０億ユーロ（財貨）及び 
２８０億ユーロ（サービス）の収益を収めていますが、同時に
欧州企業は日本市場への進出を困難としている貿易障壁に直面
しています。しかし今回の自由貿易協定により改善される事に
なりました。 

自由貿易協定の概要 
•貿易障壁の排除 

•公正な厳しい規準に基づいた互恵的な国際貿易ルールの策定 

•両経済大国が保護貿易を廃止する為の重要なシグナルの発信 

2019 年 ドイツ・容器包装法 
(VerpackG)の改正 

２０１９年１月１日より容器包装令が改正され
ます。ドイツでは容器包装を利用した製品を生
産・販売する事業者、及び販売者は販売した容
器包装の回収にあたり回収システムに加入する
義務があります。容器包装令の改正にあたり当
社では正確な情報を収集すると供に改正内容に
つきセミナーを開催する予定でいます。詳細を
ご要望でしたらお問い合わせ下さい。 

東京オフィスのご案内 

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 

ご気軽にお問い合わせください 

        TH International GmbH  
 
（代表）トーマス・ヒンリヒセン 

Ettighofferstr. 78  
53123 Bonn 
Germany                         
        +49-162 6613 193   
                   +81-80 8837 1746 
www.thi-cs.de          support@thi-cs.de  

ＴＨＩがドイツ・欧州への進出を 
サポートします 

当社では現地事情に基づいた知識と経験をいかし、お客様のド
イツ・欧州への進出のサポートを行なっております。現地レン
タル・オフィスのご提供をはじめ市場調査、ご提案や計画立案
のご提示、また駐在事務所業務、加えて初期段階での営業活動
の代行など様々なサービスをご提供させて頂いております。 

     具体例: 
     レンタルオフィス、ミーティングルーム、 
     オフィス用品、現地電話番号、現地銀行口 
     座登録、ドイツ国内所在地 

     ※駐在員事務所：現地での法人税は非課税になります。 
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