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伊藤忠商事株式会社 【商社】 

http://www.itochu.co.jp 

（東京都港区） 
 

 世界 63ヶ国に約 120の拠点を持つ大手総合商社として、繊維、機械、金属、

エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において国内、輸

出入及び三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジ

ネスを展開。また、アフリカにおいては 1960年より 11ヶ国にオフィスを構

えてビジネス拡大にあたっている。 

 

 

 

住友商事株式会社 【商社】 

http://www.sumitomocorp.co.jp/ 

（東京都中央区） 
 

 全世界に展開するグローバルネットワークとさまざまな産業分野における

企業・消費者との信頼関係をベースに、多様な商品・サービスの国内販売、

輸出入および三国間取引、さらには国内外における事業投資など、総合力を

生かした多角的な事業活動を展開している。 

5 つの事業部門と国内・海外の地域組織が連携し、当社グループの強みであ

る「総合力」を発揮しながら、日本はもとより世界各地でグローバルに事業

を行っており、幅広い産業分野において、資源開発や製造事業などの川上分

野から流通事業などの川中分野、そして小売り・サービス業などの川下分野

に至るまで事業領域を拡大し、バリューチェーンを構築している。 

 

 

 

豊田通商株式会社 【商社】 

http://www.toyota-tsusho.com/ 

（東京都港区） 
  

 豊田通商は、90 年以上にわたり、トレーディングや事業投資を通じてアフ

リカでのビジネスを展開。2012年のフランスCFAO社への資本参画により、

現在 54 カ国中 53 カ国に事業ネットワークを構築。 

2017 年 4 月には地域を軸とした営業本部「アフリカ本部」を新設。培って

きたノウハウを最大限に生かし、多彩なビジネス展開を狙う。 
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丸紅株式会社 【商社】 

http://www.marubeni.com 

（東京都中央区） 
 

 総合商社丸紅は、現在 66 カ国に 131 拠点を有し、多様なビジネス活

動をグローバルに展開。アフリカ大陸では 12 カ国に拠点を有し、コ

モディティートレードの拡大に加え電力インフラ、産業多角化に注

力。今後も当社の知見、経験を生かし、アフリカ各国の発展に資する

ビジネスを行っていく。 

 

 

 

三井物産株式会社 【商社】 

http://www.mitsui.com/ 

（東京都千代田区） 
 

 全世界に広がるネットワークを活かし、マーケティング、ロジスティックス、

ファイナンス、リスクマネジメント等の機能提供を通じ、多様な商品販売や

プロジェクトの構築等、各種事業を様々な分野で多角的に展開。アフリカで

はモザンビークでの資源開発並びにインフラ事業への出資参画をはじめ、国

創りに資する取組を展開。 

  

 

 

三菱商事株式会社 【商社】 

http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ 

（東京都千代田区） 
  

 三菱商事は、世界に 200 超の拠点を持ち、1,200 社を超える連結対象会社と

共に新産業金融、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業、地球環境・

インフラ事業等幅広い産業を事業領域としている。アフリカでは 12 か国に

拠点を有し、トレーディング、資源・エネルギー、インフラ関連プロジェク

トに取り組んでいる。 
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株式会社 IHI【製造・インフラ・建設 等】 

http://www.ihi.co.jp 

（東京都江東区） 
 

 IHIは 160年以上の歴史を持つ総合エンジニアリング会社。「資源・エネルギ

ー・環境」「社会基盤・海洋」「産業システム・汎用機械」「航空・宇宙・防

衛」を事業領域としている。高い技術力を結集し、高効率ボイラやガスター

ビン等の電力設備、LNG ターミナルやプロセスプラントといった化学プラン

ト、橋梁や運搬機械などの社会インフラ等、社会を支える様々な製品を提供

している。 

 

 

 

南アフリカトヨタ 【製造】 

http://www.toyota.co.za 

（南アフリカ、ヨハネスブルグ） 
 

 自動車及び自動車用部品の製造及び輸出 

生産車種：カローラ、ハイエース、ダイナ、フォーチュナー、ハイラックス、 

日野ブランド 

生産用部品；マニホールド・コンバータ、エキゾースト・マニホールド他 

 

 

 

株式会社 東芝 【製造】 

http://www.toshiba.co.za  

（東京都港区） 
  

  

東芝は創業以来培ってきた技術力でより良い生活のための基盤づくりに貢

献。アフリカでも期待されている電力エネルギーの安定的な供給を行うた

め、火力、送変電システムに加え、自然エネルギーを利用した水力・地熱発

電やエネルギーを効率的に活用するエネルギー・ストレージソリューション

を提供している。 
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南アフリカ日産自動車会社 【製造】 

http://www.nissan.co.za  

（南アフリカ、プレトリア） 
 

 当社は NISSAN, INFINITI, DATSUN ブランドの商品を南アフリカ他で幅

広いディーラー網を通して販売しています。南アにある工場では、南ア国内

およびアフリカ諸国への輸出向けに商用車を製造しており NP200 は南アで

最も販売されている車の一つです。当社の歴史は 1959 年 DATSUN の販売

から始まっています。 

 

 

 

 

パナソニック株式会社 【製造】 

http://www.panasonic.com/jp/home.html 

（大阪府門真市） 
 

 当社は 1918 年の創業以来、事業を通じて世界中の皆様の「くらし」の向上

と 社会の発展に貢献することを基本理念として、活動。 

来年 2018 年に創業 100 周年を迎える。 

アフリカ事業についてはソーラーランタンなどの寄贈を通じ、アフリカの無

電化地域における社会課題の解決にも貢献。 

 

 

 

株式会社ビー・エム・シー・インターナショナル 【製造】 

http://www.bmcinc.co.jp 

（大阪府大阪市） 
  

 25年に渡り、世界 25ヶ国に VATの徴税機器を導入。 

近年、アフリカ諸国で新世代の徴税端末をレジスターや POSに繋ぎ 

売上及び VATのデータを管理。そのデータはモバイルネットワークを利用し

て直接税務当局に転送され、小さい投資で、大きな徴税効果がある。 

世界に誇る最も透明性の高いクリーンなトータルソルーションを提供。 

 

 

 



7 

 

 

 

株式会社 日立製作所 【インフラ】 

http://www.hitachi.co.jp 

（東京都千代田区） 
 

 

 

 

 

日立は、100 年以上の歴史を持つ日本最大の複合企業のひとつで、サブサハ

ラ・アフリカでも、50年以上の活動実績がある。日立は社会イノベーション

事業のグローバルリーダーとして、交通、水、電力・エネルギー、都市開発、

金融、ヘルスケアなどの分野において、お客様との協創によりソリューショ

ンを提供していく。 

 

 

 

三菱電機ヨーロッパ【製造】 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/ 

（東京都千代田区） 
 

 三菱電機はグローバルで、豊かな社会構築に貢献する環境先進企業を目指し

ており、最先端の技術と幅広い事業を通じて、アフリカ含む全世界のために、

活力とゆとりのある社会の実現に向けた取組を進めている。 

 

 

 

横河電機株式会社 【製造】 

https://www.yokogawa.co.jp/ 

（東京都武蔵野市） 
  

 YOKOGAWAは各種プラントの生産設備の制御・運転監視を行う分散形制御シス

テムを世界に先駆けて開発、制御分野のリーディングカンパニーとしてグロ

ーバル市場で高い評価を受けている。 お客様の理想のプラントを実現する

“VigilantPlant”をビジョンとして、お客様の課題を解決するソリューシ

ョンサービスの提供を行っている。 
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株式会社インターネットイニシアティブ 【IT, ICT, Smart City Infrastructure】 

https://www.iij.ad.jp/ 

（東京都千代田区） 
 

 IIJ は 1992 年に、国内インターネット・サービス・プロバイダーの先駆けと

して設立され、8,500 社を超える大企業や官公庁を中心とした優良顧客基盤

に対し、クラウドサービスからインターネット接続サービス、アウトソーシ

ングサービス、システムインテグレーションに至るまで、総合的なソリュー

ションサービスを複合的に提供。システムの運用能力に高い定評がある。 

これらのビジネス経験を活かし、IoTやFINTECH、E-GOVERNMENT、SMART 

CITY 等のソリューションと組み合わせた、アフリカ諸国におけるビジネス

機会と貢献を探求。 

 

 

 

日本植物燃料株式会社 【農業、IT、金融】 

http://www.nbf-web.com/japanese/index.html 

https://www.facebook.com/ADM-NBF-154560711672562/ 

（神奈川県小田原市） 
 

 日本植物燃料は途上国の貧困ペナルティ解消を事業機会と捉え、２０１２年

よりモザンビークにて以下の事業を行っています。 

-ジャトロファバイオ燃料の製造 

-優良ローカル農作物の発掘とマーケティング 

-開発援助プロジェクトへのデジタルソリューションの提供 

-地方農村部における電子マネーパイロットプロジェクト 

 

 

日本電気株式会社 【IT】 

http://jpn.nec.com/ 

（東京都港区）  

 

 NECは、ICTにおけるグローバルリーディングカンパニとして、1963年のア

フリカ市場参入以来、通信インフラや生体認証技術を用いた国民IDシステム

等で53ヶ国との信頼関係を積み重ねてきた。今後も最先端のICTを活用し、

アフリカの発展を積極的にサポートすることで、国連開発目標SDGsの実現

にも貢献していく。 

http://www.nbf-web.com/japanese/index.html
https://www.facebook.com/ADM-NBF-154560711672562/
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損害保険ジャパン日本興亜株式会社【金融】 

http://www.sjnk.co.jp/company/  

（東京都新宿区） 
 

 

損保ジャパン日本興亜保険株式会社は、120 年の歴史を持つ損害保険会社で、

日本の損害保険業界を牽引している。世界 32 カ国、231 都市で事業を展開し

ており、モザンビークを含めるアフリカにおいては、サンラムグループと連

携し日本の「質の高いインフラ」をサポートしている。 

我々の目的は、日本の「質の高いインフラ」をリスクファイナンスという観

点から、サポートすることである。 

 

 

 

東京海上日動火災保険株式会社【金融】 
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ 

（東京都千代田区） 
 

 

 

東京海上日動火災保険グループは、138 年の歴史を持ち世界 37 か国、470 都

市において事業を展開しています。お客様のアフリカ進出をご支援すべく、

各国の有力保険会社とパートナーネットワークを構築しています。ヨハネス

ブルグ駐在員事務所では、アフリカ大陸におけるお客様の各種リスク・保険

に関わるご相談にお応えすべく体制を整備しています。 

 

 

 

株式会社 みずほ銀行【金融】 

https://www.mizuhobank.co.jp/index.html 

（東京都千代田区） 
  

 みずほは、「銀行・信託・証券」を通じて幅広いサービスを提供する世界有

数の金融グループ。国内上場企業の約 7 割、海外でも 5 千社超の優良企業を

カバーし、アフリカ向け融資も 35 年以上の経験を有す。みずほ銀行は、ア

フリカで 2013 年 12 月にヨハネスブルグ出張所を設置し、多様な金融ニーズ

に応え、経済成長を金融面から支援。 

 

 

 

 

http://www.sjnk.co.jp/company/
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三井住友海上（ヨーロッパ）社 【金融】 

http://www.ms-ins.com/ 

（東京都千代田区） 
 

 三井住友海上（ヨーロッパ）社は、南アフリカ及びサブサハラ地域を担当し

ております。同社のロンドンオフィスにて日系企業の皆様の保険手配の支援

を行うと共に、同社傘下のヨハネスブルグ事務所において、サブサハラ地域

での情報収集、お客様への保険情報の提供活動等を行なっています。 

 

 

 

株式会社 三井住友銀行 【金融】 

http://www.smbc.co.jp/ 

       （東京都千代田区） 
 

 三井住友銀行は、欧阿中東地域の本部を置くロンドン及び南アフリカのヨハ

ネスブルグ出張所を中心にアフリカ地域をカバー。トレードファイナンスや

プロジェクトファイナンス、制度金融等、付加価値の高い金融ソリューショ

ンを提供。また、拠点を持たない地域では、各地域の有力金融機関や政府機

関と提携しビジネスを展開。 

 

 

 

株式会社 三菱東京 UFJ銀行 【金融】 

http://www.bk.mufg.jp/global/ 

（東京都中央区） 
 

 

 

株式会社三菱フィナンシャル・グループ傘下の商業銀行である株式会社三菱

東京 UFJ 銀行は、世界約 50 カ国に海外ネットワークを擁し、主に法人企業・

政府機関・個人向けに幅広い金融サービスを提供しています。 

 

 

 

 

 

http://www.smbc.co.jp/
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株式会社 鴻池組 【建設】 
http://www.konoike.co.jp/ 

（東京都江東区） 
 

 鴻池組のアフリカにおける実績は 1979 年タンザニア・キリマンジャロの灌

漑及び産業開発センター建設工事を初めとして 38 年目となった。現在アフ

リカにおいて 26 ヶ国・198 件の建設工事を完工した。引き続き各国における

発注者・協力会社と良好な関係を維持しつつ、アフリカの発展に寄与したい

と考えている。 

 

 

 

五洋建設株式会社 【建設】 

http://www.penta-ocean.co.jp 

（東京都文京区） 
 

 五洋建設は 1896 年創業の日本を代表する総合建設会社の一つである。海外

では 60 年以上の実績があり、特に東南アジアでは港湾、埋立・浚渫をはじ

め、陸上工事、建築工事まで多くの実績を有している。 

アフリカにおいては 1980 年以降、モザンビーク等の国で日本政府の無償援

助による商業港・漁港工事を手掛けてきた。 

 

 

 

清水建設株式会社 【建設】 

http://www.shimz.co.jp/ 

（東京都中央区） 
  

 清水建設は世界を代表する総合建設業のリーディングカンパニー。 

創業から 210年の歴史を持ち、直近の売上高はおよそ 140億 USドル。 

海外進出から 50年以上が経ち、28の海外拠点を持つ。 

これまで世界中に道路、LNGタンク、空港、地下鉄、橋梁を建設。 

アフリカでは 45年以上の歴史と 12か国 80件以上の実績を持つ。 
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大成建設株式会社 【建設】 

http://www.taisei.co.jp/ 

（東京都新宿区） 
 

 創業１４０年を超え、カタール・ハマド国際空港、トルコ・ボスポラス海峡

沈埋トンネル、ベトナム・ノイバイ国際空港等、世界各国で豊富な実績を持

つ総合建設会社。東京オリンピックのメインスタジアムは１９６４年開催時

と、２０２０年開催時の双方共に施工。今後はアフリカで最高峰の技術力を

発揮したい。 

 

 

 

東洋建設株式会社 【建設】 

http://www.toyo-const.co.jp/ 

（東京都江東区） 
 

 当社はこれまでに港湾、海上空港や長大橋梁等の多数の国家プロジェクトに

参画してきた。当社の海外事業は東南アジア、中東、大洋州、アフリカの 12

カ国で工事実績を持っており、アフリカでは、2016 年にケニア・モンバサ

港開発工事を完成させた。 

当社は今後ともインフラ整備を通じてアフリカの経済発展のために貢献し

たい。 

 

 

 

株式会社フジタ 【建設】 

http://www.fujita.com/ 

（東京都渋谷区） 
  

 

 

 

 

 

フジタの海外事業は 1962 年にペルーに進出し、今では世界に 15 以上の拠点

を構え、中国、メキシコにおいては日系トップシェアを誇っております。 

アフリカがフジタの次なる最重要拠点です。 

当社の強みである空港、鉄道建設はもちろんのこと、持ちうる経験、技術力、

開発力をご提供し、アフリカの発展に寄与したいと考えております。 
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いであ株式会社 【コンサルティング】 

http://ideacon.jp/ 

（東京都世田谷区） 
 

 人々の暮らしの持続的な向上を目指し、激化する自然の脅威に対する予防防

災・減災の実現に向け、世界各地を舞台に事業を展開している。また、伝統

と常に新しい学術の探求と技術開発に裏打ちされたサービスを強みとして、

国際連携やインフラ輸出などのあらゆるシーンでの環境コンサルタントサ

ービスを展開している。 

 

 

 

株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル 【コンサルティング】 

http://www.oriconsulglobal.com/ 

（東京都新宿区） 
 

 1957 年以来、交通関連始め様々なインフラ分野で活躍を続けるコンサルティ

ング会社で、研究・計画・設計および関連業務を行う。 

売上は USD 130 百万(2016 年)、世界 150 カ国で 4 千件を超える業務を完了。 

アフリカではモザンビーク、マダガスカル、タンザニア、アンゴラ、コンゴ

民、ウガンダ、コートジボワールのプロジェクトに取り組む。 

 

 

 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社【コンサルティング】 

http://www.deloitte.com/jp/dtc 

（東京都千代田区） 
  

 デロイトは、全世界 150 か国、245,000 人を超える現地の制度やビジネス事

情を熟知した各国デロイトのエキスパートとサービスを提供します。東京オ

フィスには、アフリカ市場進出と事業拡大のアドバイザリーを行うアフリカ

ビジネスコンサルティングチームがおり、現地デロイト・アフリカの 40 か

国、6,700 名を超えるプロフェッショナルと緊密な連携をしています。 
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日本工営株式会社 【コンサルティング】 

http://www.n-koei.co.jp 

（東京都千代田区） 
 

 

 

 

 

世界に幅広い拠点網を持つ本邦最大の開発コンサルタントであり、水・交

通・電力・都市開発を含む多様なインフラ事業推進に係る高い完遂能力を持

つ。アフリカ大陸への進出は 1964 年に遡り、地域活動拠点は 1984 年からケ

ニアに維持している。また近年、ケニアとモザンビークに子会社を設立し、

潜在顧客への対応力増に努めている。 

 

 

 

マナキー有限会社 【コンサルティング】 

 

（モザンビーク、マプト） 
 

 

 

マナキー社は、発展途上国の経済発展に資するコンサルティングサービスを

提供する企業として、2014 年にモザンビークにて設立された。弊社の任務は

社会経済発展に貢献することと、モザンビークにおける日本企業の投資と貿

易を促進することである。提供するサービスは、インフラ事業の経済財務分

析、民間セクター開発等を含む。 

 

 

 

酒井重工業株式会社 【製造】 

http://www.sakainet.co.jp/ 

（東京都港区） 
 

 酒井重工業は 99 年の歴史を持つ道路建設機械のトップメーカーの一社で、

世界 130 か国に供給実績を持つ。当社が推奨するスタビライザー工法は高品

質な道路を、安価、迅速かつ効率的に建設する技術で、今後発展してゆくア

フリカ諸国の道路インフラ整備、維持に最適な選択となるものと確信してい

る。 
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千代田化工建設株式会社 【建設】 

https://www.chiyoda-corp.com/ 

（神奈川県横浜市） 
  

 1948 年の創業以来、世界各国で多数の石油・ガス・化学・産業設備のプロジ

ェクトを手掛けている世界有数のエンジニアリング会社。アフリカでも多数

の実績を持ち、「エネルギーと環境の調和」を目指し、近年は再生可能エネ

ルギー、水素、海洋石油・ガス上流事業等の新規分野で更なる事業拡大を目

指している。 

 

 

 

日揮株式会社 【建設】 

http://www.jgc.com 

（神奈川県横浜市） 
 

 日揮は 1928 年の設立以降、80 年以上に亘り、オイル＆ガス分野を中心に、

発電、病院などの社会インフラ分野に至る幅広い分野で、世界中で 2 万件以

上のプロジェクトを遂行。 

アフリカでは、北アフリカやナイジェリアで数多くのプロジェクトを遂行。

モザンビークではアフリカ初となる Floating LNG を受注。 

 

 

 

日本信号株式会社 【インフラ】 

http://www.signal.co.jp/ 

（東京都千代田区） 
 

 日本信号は、1928 年の創立以来「安全と信頼」の優れたテクノロジーを通じ

て、より快適な社会の実現に貢献している。我々は、公共交通システムにお

ける安全性と効率性を確保するため、以下の幅広い製品ラインナップを取り

揃えている。 

・鉄道信号システム 

・道路交通安全システム 

・駅務自動化システム 

・駐車場システム 
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日本郵船株式会社 【運輸】 

http://www.nyk.com 

（東京都千代田区） 
  

 日本郵船グループは、国際的な海上輸送事業を中心とした総合物流事業およ

びバルク・エネルギー輸送事業などの事業を展開。世界中に広がる海・陸・

空の輸送網を通じて、人々の生活を支えるとともに、一つの貨物に託された

想いを運び、豊かな社会を創りだしていく。 

 

 

 

ヴェルデアフリカ株式会社 【環境】 

https://www.facebook.com/verdeafrica1101/ 

（モザンビーク、マプト） 
  

 モザンビーク現地で調達したバイオマスを再利用した固形調理燃料の製造

及び販売。製品名『Macamanene (マカマネネ)』はマプト現地語のシャンガナ

語で“良い炭（Macara ya manene）”から命名しており、モザンビーク庶民の

財布と環境に優しく、伝統的なライフスタイルに寄り添う密着型の事業を展

開している。 

 

 

 

一般社団法人 海外環境協力センター（OECC） 【環境】 

https://www.oecc.or.jp/ 

（東京都港区） 
 

 OECC は、国内外の環境開発協力に関する調査研究や能力開発等を通じて、

世界の持続可能な社会の実現に貢献する。環境開発協力を推進する日本環境

省及び JICA 等の政府機関、UNFCCC 等の国際機関とともに、①気候変動、

②水・大気環境、③廃棄物管理、への対応を３つの柱に位置付け、各分野で

積極的な活動を展開している。 
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株式会社 ダイキアクシス 【製造・建設】 

http://www.daiki-axis.com/ 

 

（東京都中央区） 
 

 ダイキアクシスは浄化槽を含めた水処理機器の製造、施工、販売及び維持管

理を行っている日本の企業です。2017 年 2 月よりケニアの代理店を通じてア

フリカ向けに浄化槽の販売を開始いたしました。人と自然の、お互いに心地

よい関係を築くために、ダイキアクシスは水環境の保全を日本から発信いた

します。 

 

 

 

明和工業株式会社 【環境】 

http://www.meiwa-ind.co.jp/ 

（石川県金沢市） 

 農業残渣、畜糞等の有機ごみを炭にする炭化プラント等を開発，製造，販売。

炭は燃料の他、良好な自然肥料や土壌改良材，保水材として利用可能なこと

から、人口増加とともに増え続ける有機ごみを再資源化し、同時に小作農の

農業強靭化に貢献する社会・環境インフラとして、アフリカ等途上国での展

開を図っている。 

 

 

 

株式会社 島津製作所【環境、医療・保健】 

http://www.shimadzu.co.jp 

（京都府京都市中京区） 
 

 島津製作所は 1875 年に創立され、“科学技術で社会に貢献する”という社是

の元、医療機器・分析計測機器を通じ医療・食品安全、環境分野及び様々な

産業で事業展開してきた。アフリカ市場には 40 年以上前に参入し、アフリ

カの多くの国に活動を拡大してきた。今後も当社は独自の技術でアフリカの

人々の健康に貢献していく。 
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テルモ株式会社 【医療】 

http://www.terumo.co.jp/ 

（東京都渋谷区） 
 

 テルモ株式会社は「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと、

心臓血管、ホスピタル、血液システムの 3 つのカンパニーで事業活動を展開

し、世界の医療現場に最適な製品やサービスを提供しています。日本発のグ

ローバル企業として、製品、供給、サービスをトータルクオリティで提供し

ていくことを目指しています。 

 

 

 

一般社団法人 徳洲会 【医療】 

https://www.tokushukai.or.jp/ 

（東京都千代田区） 
  

 徳洲会グループは非営利法人として「生命だけは平等だ」の理念の下、救急

から予防、慢性、先進医療に至る迄、地域の要望に応える医療を実践し国内

では 70 病院を含む 280 余の医療施設を展開。海外医療支援活動の一環とし

て、透析機器の寄贈だけでなく医療技術の移転を行い、これまでアフリカ 16

ヶ国で透析センターの開設を支援している。 

 

 

 

富士フイルム株式会社 【医療・保健】 

http://www.fujifilm.jp 

（東京都港区） 
 

 富士フイルムは、80 年以上ある写真フイルム技術を活かし、ヘルスケア事業

(X 線画像診断装置、マンモグラフィ、内視鏡、医療 IT 等)をグローバルに展

開。販売現法をドバイ、南ア、トルコ、支店をモロッコ、エチオピア、ケニ

ヤ、エジプト、レバノンに置く。医師、技師、エンジニアの教育・人材育成

にも力を入れている。 

 

 

http://www.terumo.co.jp/
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ヤヒロモザンビーク【サービス業】 

https://www.yahiro-africa.com 

（福岡県福岡市） 
 

 2014 年よりモザンビークマプトにて不動産仲介、修理工事業務等を開始 

日本人を中心としたアジア人を顧客に赴任者向けにサービス提供を行う。 

また、2016 年よりマプト市営魚市場にて、関連会社ヤスケによる日本食 

レストランの運営を行う。現在、市内での新店舗オープンに向け準備中。 

 

 

 


