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About / 会社概要 
商号 有限会社イ・エヌ・インターナショナル

設立年月日 1997年（平成9年）2月12日

会社所在地 東京都新宿区若葉1-6 エンゼルボックス102

代表者 取締役　飯田和子

事業内容 日露文化普及事業 
コンサルティング事業

営業時間 10:00～19:00

グループ会社 ZAO Savvinskaya Seiyo 
所在地：ロシア、モスクワ市 
事業内容：不動産管理・運営 

OOO Saison Group 
所在地：ロシア、モスクワ市 
事業内容：イベント・教育事業 

OOO J-House 
所在地：ロシア、モスクワ市 
事業内容：飲食業

取引銀行 みずほ銀行、三井住友銀行

ロゴマーク
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Our Business / 事業紹介 
1. Cultural Projects / 文化事業 

1.1. Cultural Workshop / 海外ワークショップ 

異文化の障壁を取り除き、心と心をつなぐため、様々なワークショップを企画して、日本
文化の魅力を楽しく伝えています。 

Japanese Ink Painting / 墨絵 

水墨画の中でも日本水墨画を専門としたワークショップを行っています。モスクワ在住の
受講者に「墨の濃淡」「にじみ」「かすれ」などの技を教え、また現地で入手可能な道具
や素材を提案しています。 

日本人の講師が直接指導する特別プログラムを中心としていますが、ロシアに日本人講師
が不在の場合でも、定期プログラムによって技術鍛錬を継続できる環境を整えています。
2013年には、ロシアで日本水墨画を広め、その技術を伝承することを目的とした団体「和
心会」を設立しました。和心会では、現在は弊社の講習会で学んだ生徒が中心となって活
動を続けています。 

和心会では、日本で開催される水墨画の展覧会に作品を出品するために、創作研究会を開
催しています。それぞれの会員が互いに切磋琢磨し、目標を見据えて頑張っています。 

そして、別途弊社が取り組む「ビジネス研修」にからめて、日本への水墨画研修プログラ
ムの一部として、展覧会に足を運んだり、日本でも特別講師を招いて講習会を開いたり
等、意欲的に取り組んでいます。 

・和心会 http://www.sumie.saison-group.ru 

Japanese Style of Calligraphy / 書道 

日本語を構成するひらがな・カタカナ・漢字の成り立ちといった背景から道具の名称、使
い方、毛筆での書き方まで教えています。半紙のみならず団扇などの道具に書をしたため
て実用的な作品を作ったり、書と水墨画の融合などの複合的な新しいテーマに取り組んだ
りもします。 
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Decorated Sushi Roll / 飾り巻き寿司 

日本の太巻き寿司と、どの部分を切っても断面が同じ絵柄となる飾り飴の技術を応用し
た、楽しく作って美味しく食べられる飾り巻き寿司。海外で知られている典型的な寿司と
は一線を画す、エンターテインメント性のある日本の食を楽しんでもらうため、日本の飾
り巻き寿司インストラクターが、現地の材料を使って教えます。 

Artificial Flower / アートフラワー 

紙粘土のような特殊な材料を用いたアートフラワー（造花）。花はロシアでも人気の高い
テーマです。原料は柔らかく加工しやすいため、様々な花の表現が可能で、生け花のよう
にアレンジメントも多様です。生け花やアクセサリー製作・販売の経験者も参加し、毎回
活気のある講座となっています。 

Manga / 漫画 

日本が世界に誇る独自の文化、その一つが漫画です。 

ロシアの若年層からの人気が高い日本の漫画。アニメが先行していますが、原作の漫画に
払われる敬意は深く「自らも同じように漫画を書きたい！」という創作意欲の強い熱烈な
ファンがロシアにもいます。 

しかし、漫画を本格的かつ定期的に教えている教室はほとんどなく、熱烈なファンの多く
は独学で学んでいる状況でした。弊社では「日本人の漫画家が教える」という付加価値に
こだわり、特別なカリキュラムを組んでロシアへ日本人講師を招聘し、特別講座を開講し
ています。 

また、講師をロシアに招聘した際には講師と共にボランティア活動にも取り組んでいま
す。現地の学校や図書館での無料講座や、日本の漫画産業・多様なジャンル・歴史などに
ついて伝えるレクチャーを開催したりしています。 

1.2. Online Workshop / オンラインワークショップ 

インターネットを活用して日本からロシアへ。プロの指導を、安定的かつ学びやすいコス
トで提供しています。 

東京とモスクワをインターネットで繋ぎ、リアルタイムかつインタラクティブな講習会を
可能としています。モスクワへ都度、日本の講師を招くのは容易ではありません。しか
し、オンラインで講習会を行うことで、負担を減らしながら日本人のプロの講師の指導に
よる定期講座の開催を可能としました。現在は漫画のオンライン講座を開催しています。
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漫画描写の基礎や知識の習得に時間をかけ、受講者の方の着実なスキルアップを図ってい
ます。 

単純にインターネットで日本の講師とモスクワの受講者を繋ぐだけではきめ細かいケアは
できません。そのため、モスクワでは、現地のサポートスタッフや通訳が、日本からは目
の届かない部分に配慮し、生徒から高い満足度を得ています。 

6



有限会社ENインターナショナル 会社案内

1.3. International Events / 海外イベント企画 

モスクワで、ロシア全土に向けて、HOTなJAPANを大々的に仕掛けています！ 

弊社では文化交流の一環として、海外で日本の文化を広めるイベントを行っています。 

弊社とモスクワのパートナー「ジャパンハウス」が毎年春にモスクワで開催している日本
文化祭が "Hinode Power Japan"、略して "Hinode" です。 

Hinodeは2012年にコスプレイベントとして始まったイベントです。日本のアニメ、漫画、
ゲームが大好きな若者が、自作の衣装で特定のキャラクターに扮して、モスクワの展示場
にて一堂に会します。 

コスプレ競技や音楽ライブ、日本文化ワークショップ、レクチャー、写真撮影会、スポン
サーブースなど、様々なプログラムを企画するほか、会場での物品販売や、商品宣伝の場
も設けています。 

Hinodeのプログラムの中で特にロシア国内中のコスプレーヤーやアニメ・漫画・ゲーム好
きの注目を集めるのが、世界コスプレサミット（WCS）ロシア代表選考会。WCSは、夏に
名古屋で開催されるコスプレの世界大会で、日本の外務省もサポートしている公式イベン
トです。もし代表となれば、日本に無償で招待されるほか、ロシアの代表として、世界の
各国代表と衣装・パフォーマンスを競うチャンピオンシップへの参加権を獲得できます。 

まさにコスプレーヤーには夢のようなチャンスで、選考会の出場者は1年間をかけて準備し
て臨みます。その熱意が引き込む注目度も高く、観客も多いため、ロシアでもマスコミや
企業の関心を引くイベントへと成長しています。 

回を重ねるたびにスケールを大きくし、ロシア全土に拡充すべく取り組んでいます。 
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1.4. Hi! Akari 
2022年8月、日本とロシアにルーツを持つVチューバーのAkariがデビューしました！ 

Akariは、日露文化紹介VtuberとHinode Power Japanのバーチャルアンバサダーです。 

関連会社OOO Saison Groupとの協力の下、YouTubeにて日本版、ロシア版の2つのチャン
ネルを運営しています。日本版では日本語でロシアの伝統文化からポップカルチャーま
で、ロシアの文化の様々な側面を紹介します。ロシア版ではロシア語で日本のことを紹介
しています。 

・Hi! Akari JP YouTube https://youtube.com/@Hi_Akari_JP 

・Hi! Akari RU YouTube https://youtube.com/@HiAkariRu 

・Hi! Akari JP Twitter https://twitter.com/AkariHinode 
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2. Business / ビジネス 

2.1. Real Estate Leasing / 不動産入居サポート 

ロシアへの進出には好立地のオフィスの確保が不可欠です。モスクワで長年不動産に携
わっている経験を活かして、条件に合う物件を紹介します。 

ロシアでは、現地法人や駐在員事務所でも、登記の申請を出す時点で、法的住所登録の整
備された拠点がある事を証明しなければなりません。 

そのため、無駄な初期投資を抑えるためには、開設申請の時期を考慮して、事前にオフィ
スを選定する必要があります。 

また、運営費を抑えるために安いオフィスを検討されるケースもありますが、モスクワで
は立地、環境、運営などによりオフィスがランク付けされており、そのランクがそのオ
フィスで受けられるサービスや信用度に顕著に反映されます。 
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弊社では、モスクワで長年不動産業に携わってきた日系ロシア企業のパートナー「サー
ヴィンスカヤ西洋」の協力のもと、現地のリアルタイムな不動産事情を参考に、お客様の
ご要望に合わせた最適なオフィス・住居を提案することが可能です。お気軽にご相談くだ
さい。 

2.2. Marketing / 市場調査 

ロシア関連の正確な情報を、日本での調査で入手するのには限界があります。ロシアの市
場調査は現地で専門の調査員に任せるのが一番です。 

ロシアでは、公開型株式会社（OAO）以外における情報公開が進んでいません。インター
ネットでの調査のみでは、欲しい情報が手に入りづらい傾向があります。 

ロシア連邦統計局（ロシア政府の統計機関。日本の総務省統計局に相当。）よりロシア市
場を知るヒントとなるデータを入手できる事もありますが、核心にせまる情報について
は、独自に調査する必要があります。 

弊社は現地の調査機関と独自に契約を結んでおり、独自のルートで情報を入手する事がで
きます。 

ロシアに関する情報で知りたいこと、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。 
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3. Main Project in the Past / 主な実績 

3.1. Business Training / ビジネス研修 

ビジネス習得を目的としつつも、文化に触れることでよりその本質を知ってもらうプログ
ラムを行ってきました。 

主にロシアの企業や社会人学生団体を対象に、日本でのビジネス研修プログラムの企画と
提案を行っていました。 

ロシアの人が持つ日本式経営や生産方式への興味と敬意、またそれにより生み出される製
品・サービスの品質に対する信頼度はとても高いです。 

彼らを日本に招聘して、企業や工場を訪問させていただき、意見交換と日露のビジネス交
流の場を設け、そこからビジネスチャンスの創出を探ってきました。 

企業団体はもちろん、特に弊社が長年パートナーとして受け入れているモスクワ国立大学
MBAスクールの社会人学生団体は、経営者の集まりです。そのような団体との交流は貴重
であり、ビジネス研修の機会を通じて、日露双方へのチャンスが生まれるものと確信して
います。 

また、人の上に成り立つ経営のヒントを知るために、その国の文化や風習に触れる事は、
非常に大切な事だと弊社は考えています。 

事例 

1. 生産方式研修：株式会社山田製作所様を訪問 

2. MBAビジネス研修：青山学院大学を訪問 

3. 電力関連研修：ある変電所を訪問 

4. 墨絵展覧会出展・技術研修 
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Contact / お問い合わせ 
Tel: 03-5919-2653 

Email: eni@e-n-inter.jp 

Access / アクセス 
JR中央線「四ツ谷駅」赤坂口より徒歩8分 

東京メトロ南北線、丸ノ内線「四ツ谷駅」1、2番出口より徒歩8分 

東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」3番出口より徒歩9分 

↓アクセスはこちらのQRコードから 

mailto:eni@e-n-inter.jp
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