
 TH International GmbH 
 

NEWs                                      Q2/2019                                                                 www.thi-cs.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North Rhine-Westphalia ドイツで経済力 No.1 

同州はドイツ全体の国内総生産

GDP の 5 分の 1、約 20.8％に当た

る約 7051 億ユーロを産出していま

す。州都デュッセルドルフから半径

500 キロメートル内には約 1 億

6000 万人が生活しており、これほ

ど多くの購買力がある都市圏はヨー

ロッパでは他にありません。他のド

イツ国内の各州に大差をつけており全州のトップに輝いています。2018 年

の住民一人あたりの GDP は 39,358 ユーロ、就業者一人あたりでは平均で

75,516 ユーロとなっています。THI makes your expansion plans, as competent partner, faster successful! 

「受動」電気デバイスに関する新規則：電気・電子機器廃棄物 

５月１日より「受動」電気デバイスはドイツ・電気・電子機器法の対象となります。製造メーカーおよびその流

通業者は５月１日までに EAR Foundation (廃電気電子機器登録財団)に登録する必要があります。なお交流１０

００Ｖ、または直流１５００Ｖまでの完成製品が対象となり、機械の構成要素としてのケーブル、ワイヤーエン

ドフェルール、丸型圧着端子などの部品は適応外となります。下記「受動」電気デバイスの一例を記載します。

アンテナ、アダプター、プラグ、端子、壁、床、機材、または金属レールなどに固定された差込プラグやコンセ

ント、機器用ケーブル、操作ボタン、電力ヒューズなど。製造メーカーから事業主に製品が流れるＢ2Ｂ、一般

消費者がエンドユーザーであるＢ2Ｃの双方の分野で使用が可能なデュアルユース「受動」電気デバイスに関し

ては、Ｂ2Ｃとみなされます。またＢ2Ｂ分野でのみ使用される「受動」電気デバイスに関してはその製品がビジ

ネスに特化した事を示す証明書が必要となります。製造メーカーで生産された「受動」電気デバイスが電気・電

子機器法に該当するかどうか不明な場合は EAR Foundation にて有料で確認してもらう事ができます。なお登録

が正しく行なわれない場合、罰金が科せられてしまう可能性もあります。 

詳細をご希望のお客様はお問い合わせ下さい。 

（理学博士）加藤千春 

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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ビジネス研修報告 

（プロジェクト・マネージャー）アレクサンダー・チェビシ 

先月（3 月）、当社スタッフがお客様である鹿島化学金属株式会社様（本社・大阪）に

て、相互ビジネスを成功させるために研修を行なってきました。貴社の概要と製品群をよ

り深く勉強し理解するために本社にて製造現場からデスクワーク、さらには展示会出展ま

でと多くの実務経験を積んできました。今後のこの貴重な経験を業務に活かしていく所存

です。こうした貴重な機会を設けて頂いた貴社社⾧鹿島様をはじめ、 

スタッフの皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。 

トーマス・ヒンリヒセン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ビジネス・エクセレンス 

ＴＨインターナショナルではお客様一人一人にもっとも適した方法でドイツ・欧州市場へのビジネス拡大のお手

伝いをさせて頂いております。市場参入にあたり製品の特徴や性能を一番重要視しており、製品一つ一つを慎重

に分析し、製品の「強み」を見極めます。また型通りのご提案や解決案ではなく、個々のニーズに沿って最適案

をご提示させて頂いております。 

当社ではオフィスをはじめ、デスクワーク必需品のレンタルを行っています。また当地住所をはじめ当地電話番

号や当地銀行口座開設などビジネスやキャッシュ・フローに必要な登録データのご提供も可能です。加えて市場

調査やビジネス・マッチングなどのお依頼も承っております。 

貴社のスムーズなドイツ・欧州市場参入をお約束します！ 

トーマス・ヒンリヒセン 

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             TH International GmbH  

Ettighofferstr. 78  
53123 Bonn 
Germany                    

+49-162 6613 193   
www.thi-cs.de  
support@thi-cs.de  
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Training at customers site 

Last month, our staff Alexander Tschebisch (Project Manager) 
was send to our Japanese client, to absolve a client specific 
training at their headquarters in Osaka. With that method THI 
can ensure a successful business execution in Germany and 
Europe for our Japanese clients. We deepen our knowledge 
about our client’s company portfolio and their products. In 
addition, he developed his skill in sales, manufacturing 
operation and exhibition activities. 

We would like to thank our client for this great opportunity to enhance our business cooperation. 

yours Thomas Hinrichsen  

New German regulation for „passive“, electronic equipment 

The law of Electronic Equipment Act (ElektroG) for “passive devices“ will become effective on 1. May 2019. 
Manufacturers and distributors of these products are obliged to submit an application for the registration with the 
EAR Foundation by 1. May 2019. This new regulation is relevant to end products, which are operated with a 
maximum alternating voltage of 1,000 volts or a maximum direct voltage of 1,500 volts. 

Here are some examples for “passive devices”: aerials, adapters, jacks, plugs, power sockets, switches, etc. 

„Passive devices“, which are used for business purposes (B2B) and/or for personal purposes (B2C), belong to the 
B2B devices. A special certificate is required, if the „passive devices“ are only used in B2B-branches. 

If you are wondering, whether your products are within the scope of the ElektroG, it can be checked by the EAR 
Foundation (this service is not free of charge). Please note that companies, who do not comply with the obligations 
and registration, must expect administrative fines.  

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

yours Dr. Chiharu Kato 

Our main Team 

           

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  
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NRW (North Rhine-Westphalia) is Germanys No. 1 economic region 

With around 705 billion euros, they 
generate more than one-fifth of the 
total gross domestic product of 
Germany. About 160 million people 
live within a radius of 500 kilometers 
(311 miles) around the state capital, 
Düsseldorf. No other European 
metropolitan region possesses such 
a purchasing power. At 705.1 billion 
euros, NRW generates 20.8 percent 
of the German GDP. This puts the 
state clearly ahead of all the other 
federal states in Germany. In 2018, 
the GDP per capita was 39,358 
euros (75,516 euros per employed 
person on average). 

 

THI makes your expansion plans - as a competent partner - faster successful!  

 

Business Excellence 

TH International GmbH supports his clients with individual approaches to expand into the German and European 
market. Your product comes first! Now we will individually analyze your product and your new market in Germany 
and Europe to offer you the best possible service. No standard solutions from the drawer and no standard proposals 
for our staff.  

We provide you with office space, meeting room, office environment, local phone No., bank account and local office 
address, local market analyses, matching service, language support, pool car, … 

We ensure you a smooth market entrance to Germany and Europe! 
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