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市場に最初に戻ろう！ 

TH インターナショナルはコロナ危機をどう切り抜け、コロナ危機収束後どう対応していくべきかについてお伝え

します。 

まず今回のようなロックダウンやコロナ危機によるストレスを、私たちの誰も経験したことはありません。膨大な

情報に囲まれながら、個人、会社、政府、国が各々にこの危機に対応しています。経営者は会社の事業を予測し、

社員に積極的にアプローチしていくという今までにないストレスを抱えています。また経営者は未知のスケジュー

ルの中、決定を下さなければならないこともあります。ドイツでは既に何週間もロックダウンを過ごしているた

め、国、国民、産業界、中小企業、家族経営者はこのような経験を経てきました。新しい発想や協力の仕方を学ん

できました。このような状況で、新しいビジネスチャンスを模索することや、以前よりさらに柔軟に考えることが

要求されています。 
 

新しい発想転換、ビジネスチャンス、チャレンジ、製造、サービスに移行するためには、この状況を受けいれなけ

ればなりません。ポジティブシンキングこそがこのコロナ騒動を乗り切る一番の方法なのです。ドイツにいる私た

ちはこのような状況を実感し始めています！自分たちの知識や業績で、予算内でいかにこの経済危機に貢献できる

のかを考えてみてください。ドイツ政府は補助金や税金緩和政策で中小企業を積極的にサポートしています。この

ような政策が少なからず経済を安定させる要因にはなっていますが、経営者が方向転換する責任を緩和するもので

はありません。特に中小企業は、余計な処理や大きな障害が少ないため方向転換がしやすいのです。チャンスをつ

かみましょう。営業活動やマーケティングに手を抜かないでください。市場での知名度の維持に努めましょう。ク

ライアントは可用性の高さを評価し、継続的にコミットしていくにちがいありません！今は自分たちの能力、経

験、知識、業績を元に思考を巡らせてみましょう。経済や今後の会社の成⾧に今できることをしていきましょう。

これこそが会社を継続させ、今まで以上に業績を伸ばしていける秘訣なのです。 
 

経済危機こそがチャンスです。 

このチャンスを掴み、一歩先を行きましょう。ＴＨインターナショナルは目的達成や売り込みのために最大限のサ

ポートをしていきます。新しい市場のニーズにフィットするニッチな製品で、産業界の新

しいサプライヤーとなりましょう。今日経営者は自分自身のモチベーションを維持し、社

員に積極的に声をかけていく必要があります。こうすることで会社を継続させることがで

き、社員が会社に進んでコミットするようになり、どんな状況の変化でもついていくよう

になります。ドイツや日本は経済に強く、魅力的な市場があります。こんな時だからこそ

努力を怠らず、市場での知名度を維持させていきましょう。 
トーマス・ヒンリヒセン         

目標は市場に最初に戻れる会社であることです！ 
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Be the first back on the market! 

 
TH International GmbH would like to talk about how to get through the corona crisis and what we should consider 
after the corona crisis.  
 
First of all, none of us has experience in dealing with a lockdown and the stress caused during the corona crisis. 
Private persons, companies, governments and countries are dealing with the crisis differently while we are 
getting overflowed by a large mass of information. It is a new kind of stress for management in forecasting the 
situation of the company and approaching the employees positively.  
Now Management is forced to make decisions with unknown timelines. Since Germany has been in a lockdown 
for weeks, the country, citizens, industries and all of the SMEs and Family companies have had this kind of 
experience. We also learned new ways of thinking and cooperation. Now, after the shock condition at the 
beginning of the crises, we are learning to look out for the new opportunities and to think with a much higher 
flexibility than before.     
 
We need to accept our current situation, to free our brain for new ways, opportunities, challenges, products 
and services. Positive thinking will be our biggest supporter to get through the corona epidemic. We are starting 
to experience this situation now in Germany!  We should ask ourselves the question, how we can contribute 
positive to the economic situation with our knowledge and with our portfolio within our budgets. The German 
government is supporting strongly all the SMEs with financial support and tax release. This is one way to keep 
the economy stable, however it is not releasing management to be self-responsible to support the change 
process.  
 
Especially SMEs have the capability of a fast turnaround, as there is no big overhead or bottleneck. 
Please take this chance. Never stop sales and even marketing activities! Always stay visible on the market. Your 
clients will appreciate your availability and will be forever committed to you!  
Now it is time to brainstorm based on your capabilities, your experience, your knowledge and your portfolio. 
Contribute to the economy and into the future growth of your company. This way of thinking will make your 
company surviving this situation and will put you even in a stronger position than before.  
 
Every crisis is an opportunity for the economy  
 

Let’s take the opportunity and take your company one step forward. 
TH International will support you to a maximum to achieve your goals and to keep you 
connected. Be a new supplier for industry as your niche product is fitting the new needs 
of the new market. These days management needs to be highly  
self-motivated and to put the positivity on the shoulders of their employees.  
With that attitude you can run your company and your employees will be highly committed 
and motivated to follow any new directions. Germany and Japan have a strong economy 
and attractive market. Don’t give up the effort and be present even in those times. 

 

yours Thomas Hinrichsen   

The goal: Be the first back on the market! 
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