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株式会社アンジュアインターナショナル【商社】 

http://www.anjour-intl.com/ 

（東京都中央区） 

 日本の伝統的な書、色、文様を用いた手仕事の品と体験の場を通し

て、それらの味わい方を、アフリカ諸国他海外のみなさまに提案し

ている。 

 

 

株式会社インターナショナルエグジビットサービス 【商社】 

http://www.i-es.com 

（東京都港区） 

 弊社のアフリカ関係のビジネスは、日本車の輸出とコーヒーや鉱物

の輸入。相手国は、コンゴ民主共和国とブルンジ共和国。 

 

三菱商事株式会社 【商社】 

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

（東京都千代田区） 

 

 

三菱商事はアフリカに 12 拠点と Mozal を含む複数の事業投資先を

有し、幅広い活動を行っている。近年では ODA/トレーディングや資

源関連のみならず、インフラや消費関連に事業の主軸を移してい

る。 

 

住友商事株式会社 【商社】 

http://www.sumitomocorp.com 

（東京都千代田区） 

 66の国と地域に 129 の拠点を持つ。 

「金属」、「輸送機・建機」、「インフラ」、「メディア・デジタ

ル」、「生活・不動産」、「資源・化学品」の 6部門にてビジネス

を展開中。約 950 社の事業会社と約 72,000 名の従業員から構成。 
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株式会社アートラ【商社、コンサル】 

http://www.arttrav.net 

（東京都港区） 

 アフリカは、今後観光産業の大きな成長が見込まれる。私たちは、

メディアを通した観光や旅情報の提供、その他旅行に関する支援を

通して、各国の観光ブランドの確立、観光コンテンツのプロデュー

ス等を支援している。 

 

双葉インターナショナル株式会社 【商社】 

http://www.futurebud.co.jp 

（東京都中央区） 

 ODA 出荷実績にて、昨年度商社部門ナンバーワン。アフリカ、アジ

アを中心に機材を納入。 

アフリカ実績：モロッコ、ナイジェリア、ガンビア、スーダン、カ

ーボベルデ、コートジボワール、ベナン、ニジェールほか。 

 

古野電気株式会社 【製造】 

https://www.furuno.co.jp/ 

（東京都千代田区） 

 古野電気は、センシング技術、情報処理技術をコアに、舶用電子機

器をはじめ、ヘルスケアや通信・GNSS ソリューション、防災、監視

ソリューションなどの産業用電子機器の製造販売を主たる事業と

している。 

 

萩原工業株式会社 【製造】 

http://www.hagihara.co.jp 

（岡山県倉敷市） 

 
萩原工業は、合成樹脂繊維「フラットヤーン」の素材を用いたシー

トや梱包材等の関連製品、及び、独自の技術で開発した製造設備で

あるスリッターやワインダー等の産業機械を製造・販売。アフリカ

9ヵ国に輸出実績あり。 

 

 

 

 

https://www.furuno.co.jp/en/
http://www.futurebud.co.jp/
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冨澤物産株式会社 【製造】 

http://www.adpower.jp 

（東京都品川区） 

 エンジン性能改善・向上、排気ガス削減。AdPower（アドパワー）

は特許技術のエンジンパーツ。簡単に取り付けでき、すぐにその効

果を体感。現在 20 か国の販売代理店企業を設置、アフリカ諸国の

パートナーを募集中。 

 

株式会社 Eishin 【製造】 

http://eishin-e.jp 

（東京都港区） 

 エコスプレーは天然素材のみで作られた特許取得済みの有機液体

である。 これを車両のエアフィルターに噴霧すると燃焼効率を改

善させ、出力を向上させ、燃費を向上させ、有害な排出ガスを低減

する。 

 

音羽電機工業株式会社 【製造】 

https://www.otowadenki.co.jp/ 

（兵庫県尼崎市） 

 音羽電機工業は雷害対策専門家として関連機器の製造を行い、世界

の激雷地域アフリカで、避雷器による機器防護、Safe-House による

人的対策、コンサルティング、トレーニング等を通じ雷害対策の

One-Stop－Slution Provider として貢献していく。 

 

浅香工業株式会社【 製造業 / 輸出 】 

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

（大阪府堺市区） 

 弊社は125年に渡りショベル・スコップのメーカーとして業界をリ

ードしてきました。 

高品質のショベル・スコップ・土工農具や園芸用品を生産していま

す。 

商品の詳細はアリババのサイトからもご覧になれます。 
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株式会社 日立製作所 （ヘルスケア） 【製造】 

http://www.hitachi.co.jp 

（東京都千代田区） 

 日立はヘルスケアを，社会を支える必要不可欠なインフラと考え、

総合力を活用した革新的な技術開発や関連システム、ソリューショ

ン、サービスの提供を通じ、一人ひとりが健康で安心して暮らせる

社会の実現に貢献する。 

 

三菱日立パワーシステムズ株式会社 【製造】 

http://www.mhps.com/jp/ 

                      （神奈川県横浜市） 

 世界最高効率の発電機器開発に加え、最新デジタル技術を活用した

運用改善ソリューション等を通じ、発電技術の革新に挑戦し新たな

価値を提供。グローバルリーディングカンパニーとして、持続可能

な社会の未来に貢献。 

 

株式会社 日建 【製造】 

http://www.nikkenmfg.com 

（山梨県南アルプス市） 

 株式会社日建は、地雷やクラスター子弾の機械的除去に使用する対

人地雷除去機の製造を手掛けるトップメーカーの 1つである。これ

までモザンビーク 2 台、アンゴラ 32 台のほか、世界各国に 137 台

を納入した実績を有する。 

 

 

マルチ計測器株式会社【製造】 

http://www.multimic.com/ 

https://www.linkedin.com/company/multi-measuring-instruments-co.-ltd/ 

（東京都千代田区） 

 絶縁劣化・漏電検知を目的としたクランプ式電流計の製造が専門。

製品は漏電火災や電気事故を未然に防ぐために役立つ。発電パネル

に負荷をかけずに太陽光発電設備の絶縁劣化箇所を判定できる技

術に特許を持つ。 
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株式会社 LIXIL 【製造】 

http://www.lixil. co.jp 

（東京都 千代田区） 

 ＬＩＸＩＬは建築用建材・住設機器を世界中で供給している。 

悪臭や伝染病を防ぐトイレ「ＳＡＴＯ」は、アフリカやその他の国

ですでに 100万台以上使用されており、衛生環境の改善に貢献して

いる。 

 

株式会社机上の空論 【製造】 

http://moonplanner.jp/ 

（東京都世田谷区） 

 文具、ジュエリーを企画製造。 

日本の高い技術力を活かした国産アコヤ真珠と漆のハイジュエリ

ーを紹介し、またアフリカの宝石・貴金属・現地の自然素材等材料

を輸入することで、良好な関係性を築ける道を探る。 

 

家田製菓株式会社 【製造】 

http://www.pongashi.com 

（愛知県知多郡） 

 ※2016年 TICADⅣナイロビにて地産地消栄養改善事例発表と、 

 農村女性団体へのポン菓子製造技術指導 2017 年自社工場へケ

ニア研修生 を受入れ指導 2018 年ケニア各地で技術支援 今秋

研修生を受け入れ予定。 

 

株式会社 IHI 【製造】 

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，高い技術力を結集して社会

に貢献している。 
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株式会社サタケ 【製造】 

https://satake-japan.co.jp/                                                         

（広島県東広島市） 

 精米機をはじめとした、穀物加工機械・プラント設備を世界約 150

か国へ輸出。アフリカ・コートジボアールに現地事務所を構え、ODA

やコマーシャルベースで、長年アフリカ各国へ米の加工機械・技術

を提供。 

 

株式会社ケツト科学研究所 【製造】 

http://www.kett.co.jp/ 

（東京都大田区） 

 KETT はアジアにおける穀物の水分計その他品質検査装置のトップ

ブランドである。 我々は穀物の品質を向上させるための第一歩は

品質の定量化だと考える。 信頼性の高い測定器を提供している。 

 

フジ・インバック株式会社 【製造】 

http://www.fuji-imvac.jp  

（神奈川県横浜市） 

株式会社 ITCアエロリーシング 【商社】 

http://www.itca.co.jp 

（東京都中央区） 
 

 無人航空機(UAV)の設計・開発・製造・販売・運用。2018 年にはチ

ュニジアの官公庁及び国営企業向けデモ飛行をITCアエロリーシン

グとチュニジアの Telnet Group 社と共にチュニジアにて実施、中

近東・アフリカでの販売活動を開始する。 

 

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） 

 26 年以上、アフリカのブルキナファソ、マダガスカル等を含む 25

ヶ国以上の国税当局に効果的な消費税徴収を支援。GPRS のデータ転

送導入により、レジや POS から税レポートを直接当局に確実に自動

転送する。 
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ヤマハ発動機株式会社 【製造】 

https://global.yamaha-motor.com/jp/                  

（静岡県磐田市） 

 ヤマハ発動機は、二輪車をはじめマリン商品、雪上車・発電機等の

特機、産業用ロボットなど多軸に事業展開。 

アフリカ 52ヶ国を含む世界 200以上の国のお客様への提供を通じ、

企業目的「感動創造企業」の実現に取組む。 

 

ロート製薬株式会社 【製造】 

https://www.rohto.co.jp 

（大阪府大阪市） 

 ロート製薬はｺﾝｼｭﾏｰﾍﾙｽｹｱを事業領域とし目薬をはじめ医薬品・化

粧品等の製造と販売および医療・健康サービスを 150 か国で展開し

ている。アフリカでは、拠点がある南アフリカ、ケニア以外にも、

積極的にビジネス拡大中である。 

 

明星電気株式会社 【製造】 

http://www.meisei.co.jp 

（群馬県伊勢崎市） 

 水中から宇宙まで。明星は世界で唯一の総合環境観測システムメー

カー。「図る技術」「伝える技術」をコアに、革新的な商品・サービ

スを創造し、安全・安心な社会の発展に貢献する。 

 

株式会社エムテック 【製造】 

http://www.mtech-web.co.jp 

（神奈川県藤沢市） 

 あらゆる水源を飲料水にします。 

 

 

 

 

 

 

http://mtech-web.co.jp/
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株式会社 美少年 【製造】 

https://www.bishonen.jp/ 

（熊本県菊池市） 

 熊本県菊池市に酒造蔵を構える日本酒メーカー。厳選した菊池産の

米と菊池の名水を使用し繊細な酒造りを行っている。アフリカへの

輸出を考えており、日本酒を通して経済発展の支援を行って行きた

い。 

 

株式会社越智工業所【製造】 

http://kok-no1.co.jp/ 

（愛媛県今治市） 

 弊社は防災用テントメーカーとして、各国へ備蓄テントを納品して

おります。少人数・短時間設営ができる進歩的な日本製防災テント

「ビッククイックシェルターZ」をご覧下さい。 

 

イナバ商事株式会社 【製造】 

http://tajimaya-coffeeten.com/ 

（東京都新宿区） 

 【大人のひととき 通の味】 

～SHINJUKU TOKYO 1964～ 

喫茶店を新宿に 4店舗、吉祥寺に 1店舗経営。 

コーヒー商品の卸売を、百貨店や高級スーパーを中心に約 170 店舗

に販売。 

 

酒井重工業株式会社【製造】 

http://www.sakainet.co.jp 

（東京都港区） 

 酒井重工業は道路建設機械の専門メーカとして、100 年の実績を踏

みました。その経験からアフリカの地の道路ネットワークの改善

に、ロードスタビライザーを提唱いたします。 
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理研計器株式会社 【製造】 

http://www.rikenkeiki.co.jp/ 

（東京都板橋区） 

 当社は石油産業、製鉄所、タンカー等々、ガスが発生する現場での

作業の安全や設備の保全を監視する産業用ガス検知警報機器及び

各種ガスセンサを独自に開発生産し、「人々が安心して働ける環境

づくり」に努めている。 

 

株式会社 andu amet(日本法人) 

Atelier andu amet leather manufacturing p.l.c (エチオピア法人) 【製造】 

https://www.anduamet.com 

（東京都渋谷区） 

 世界最高峰の羊皮を贅沢に使用したリュクスなレザーブランド。 

 

大紀産業株式会社 【農業】 

http://www.taikisangyo. co.jp 

（岡山県岡山市） 

 国内トップシェアを誇る食品乾燥機専門メーカー。短期間で素材の

色を残した、ドライフルーツや乾燥野菜を作ることが出来る。スー

ダンで乾燥タマネギ用、ケニアでは乾燥マンゴー用で導入し、ジェ

ンダー支援に貢献。 

 

日本植物燃料株式会社 【農業/IT】 

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

（神奈川県小田原市） 
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 バイオ燃料事業・農業をモザンビークで開始し、現在は国連の各組

織と IT ソリューション関連の事業を手掛けており、農村部の貧困

小農の暮らしを包括的・継続的に改善していくプラットフォーム構

築を目指す。(96words) 

 

ヴェルデナイト株式会社【農業】 

（神奈川県伊勢原市） 

 天然有機資材が原料の人工土壌「ヴェルデナイト®」を製造。通常

の土壌と比較して、約 10 倍の保水力・約 50倍の保肥力を備え、土

壌改良に効果的。農家の生産性向上への貢献のため、17年よりケニ

アでの事業展開を開始。 

 

アルファジリ 【農業】 

https://www.borderless-japan.com/social-business/alphajiri/ 

（ケニア国ミゴリ郡） 

 

アルファジリは、アフリカの無秩序な農業サプライチェーンを整備

することで貧しい小規模農家に安定的な市場を保証し、営農教育や

リーダーシップ教育により、農業からの収入向上を実現するソーシ

ャルビジネス企業 

 

 

株式会社細川製作所 【農業】 

http://www.hosokawa-w.co.jp/ 

（長野県安曇野市） 

 

 

■細川製作所はポストハーベスト機械、特に精米機を専門とする製

作会社である。 

■JICA の協力を受け東アフリカのウガンダにおいて地方農民の所

得向上を目的とした石抜機導入による付加価値向上のための案件

化調査を行った。 

■付加価値向上させることにより穀物の値段と競争力が向上させ、

農民の生活を豊かにする事を目的としている。 

 

合資会社オフィス五タラント【農業】 

http://www.5talents.jp 

（神奈川県横浜市） 
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 私たちはマラウイ共和国産と南スーダン共和国産の蜂蜜を販売。 

健康とオーガニックに関心がある富裕層に支持されている。今後は

新たなアフリカ諸国の蜂蜜を日本に販売できることを願っている。 

 

ボロレ・ロジスティクス・ジャパン株式会社 【運輸】 

http:// www.bollore-logistics.com 

（東京都中央区） 

 

 

ボロレ・ロジスティクスは、アフリカ最大の総合物流網を持つ国際

輸送＆物流の世界的リーダーです。当社は、様々な業界における豊

富な経験と知識を駆使した高付加価値のカスタムフィットソリュ

ーションを提供します。 

 

バンプレコーダー株式会社 【インフラ・運輸・IT】 

http://www.bumprecorder.com 

（東京都北区） 

 

 

スマートフォンを活用した道路舗装検査サービスを提供。国際指標

の IRI やひび割れ率、乗り心地指数を地図上に表示。GPS の位置情

報や活動記録、写真を使った日報も作成。来春以降 ABEインターン

OBとアフリカ展開を予定。 

 

 

株式会社ウェルシィ 【インフラ】 

https://www.wellthy.co.jp/ 

（東京都品川区） 

 当社は、地下水や表流水等を水源とする分散型給水システムを用い

て、グローバルに給水サービス事業を展開している。ケニアでは高

濁表流水向けの膜ろ過装置及び無電化対応型給水装置を導入し、安

全な水を供給中。 

 

自然電力株式会社 【インフラ】 

http://www.shizenenergy.net/ 

（福岡県福岡市） 
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 「エネルギーから世界を変える」というビジョンの下、未来の為のエ

ネルギーを世界に広める事業を推進する中で、特に今後の発展ポテン

シャルが高いアフリカ諸国において、再生可能エネルギーの普及を図

って行きます。 

 

 

 

千代田化工建設株式会社 【建設】 

https://www.chiyodacorp.com/en/  

（神奈川県横浜市） 

 当社は世界中で LNG・石油・石化プラント建設に多数実績あり。ア

フリカでは 1970年代から 10以上のプロジェクトを遂行してきた。

今後は地球環境エンジニアリングビジネス (新エネルギー、産業設

備、ライフサイエンス)を発展させる予定。 

 

会社株式会社サンパワー【卸売業 / 海外事業支援】 

http://www.sun-po 

（神奈川県横浜市） 

 創業 1976年 

事業概要） 

自動車リサイクルタイヤ・ﾊﾟｰﾂ輸出。 

企業様の海外事業及び進出のご支援。 

発展途上国を中心にソーシャルビジネスの立ち上げ。 

 

アンドアフリカ合同会社 【コンサルティング】 

https://andafrica.co.jp/ 

（東京都三鷹市） 

 アンドアフリカは、アフリカ市場に特化したコンサルティングファ

ームであり、主に以下の 3つの事業を展開しています。 

①アフリカのスタートアップインキュベーション（コワーキングス

ペース運営、等） 

②日本企業のアフリカ事業展開に係るコンサルティング（アフリカ

市場での販路開拓, M&A、特定商材のテストマーケティングのご支

援、等） 

③貿易業（日本製品のアフリカへの輸出） 

 

アジア航測株式会社 【コンサルティング】 
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http://www.ajiko.co.jp 

（東京都新宿区） 

（神奈川県川崎市） 

 アジア航測は、空間情報コンサルタント会社である。アフリカでは、

主に地形図作成と森林保全を行うと共に、関係分野の政府機関に対

する能力強化の実績を持つ。アフリカ出身者を雇用するアフリカ重

視の企業である。 

コントロール・リスクス・グループ株式会社 【コンサルティング】 

https://www.controlrisks.com/jp 

（東京都港区） 

 当社は、アフリカ内でヨハネスブルグ・ラゴス・ポートハーコート・

ナイロビにオフィスを設け、様々なリスクに関して当社特有のイン

テリジェンスをベースとしたコンサルティング及びアドバイザリ

ー事業を行っている。 

 

一般社団法人日本外交協会【コンサルティング】 

http://www.spjd.or.jp 

（東京都港区） 

 日本外交協会は、非営利の団体として、中古の特殊車両を寄贈し、

草の根レベルで人々の生活を支援している。アフリカ大陸へはこれ

までに２１ヶ国へ２００台を寄贈。ぜひ私共のプログラムをご活用

ください。 

 

ZENMONDO 【コンサルティング】 

http://zenmondo.com/ 

（東京都港区） 

 ZENMONDOは、中東アフリカを中心とした会員制のグローバル・ビジ

ネス・コミュニティ。あなたのビジネスに必要な信頼できる情報・

信用あるビジネスパートナーに巡り会う場を提供。 

 

 

森・濱田松本法律事務所 【コンサルティング】 

http://www.mhmjapan.com/ja/ 

（東京都千代田区） 
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 森・濱田松本法律事務所は、東京を本拠地とする最大の国際総合法

律事務所の一つである。当事務所は、その業務の多くが日系企業の

クロスボーダー取引のサポートなど国際的要素を持ち、近時はアフ

リカ関連業務も含む。 

 

 

ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 【コンサルティング】 

http://www.bakermckenzie.co.jp/ 

（東京都港区） 

 

ベーカーマッケンジーは中東・アフリカ全域に 9つの事務所を構え、

東京事務所の中東アフリカグループは、そのネットワークを最大限

に活用して、豊富な知識で質の高い法的サービスを提供している。 

 

赤坂国際法律会計事務所 【コンサルティング】 

http://www.ailaw.co.jp/ 

（東京都中央区） 

 所長弁護士角田進二は「アフリカ・ビジネスと法務」（中央経済社）

の著者。アフリカ関係では大企業から中小企業（ベンチャーも含む）

までサポートし、インフラ、ICT 等を含め相談を受け付けている。

英・仏語対応可。 

 

西村あさひ法律事務所 

https://www.jurists.co.jp/ 

（東京都千代田区） 

 当事務所のアフリカプラクティスチームは、日本企業のアフリカ諸

国での事業戦略(進出・展開・撤退・紛争解決等)の支援を中心に、

最適な現地弁護士を選定・協働し、質の高いリーガルサービスを提

供しています。 

 

一般財団法人 日本国際協力システム 【コンサルティング】 

http://www.jics.or.jp 

（東京都中央区） 
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 日本国際協力システム(JICS)は、政府開発援助(ODA)案件推進のた

め 1989 年に設立された被援助国政府の調達代理機関である。設立

以来、アフリカ 52 カ国を含む 150 カ国以上での業務実績がある。 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 国際留学生協会【コンサルティング】 

http://www.ifsa.jp 

（東京都国分寺市） 

 29年間にわたり外国人留学生の就職支援を行う NPO法人。在日アフ

リカ人材獲得のコンサルティング。15000 名の外国人求職者のデー

タベースを保有。『向学新聞』WEB 版を在外公館等に配信、日本留学

希望者に情報を提供。 

 

マイクライメイトジャパン株式会社 【コンサルティング、環境】 

https://jp.myclimate.org/index.php?id=670&L=5 

（東京都中央区） 

 気候変動･環境分野を中心に､JICA の民間連携事業､環境省･経済産

業省の JCM 関連でのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを行う｡ 

ｴﾁｵﾋﾟｱでのﾆｰｽﾞ調査、ｹﾆｱでの茶葉加工、ﾒｶﾞｿｰﾗｰ、ｾﾈｶﾞﾙでのｿｰﾗｰﾎﾟ

ﾝﾌﾟ調査等の実績がある。 

 

株式会社アセンティア・ホールディングス 【コンサルティング】 

http://www.assentia-hd.com 

（兵庫県神戸市） 

 日本のサービス業をフランチャイズで世界へ展開する支援をして

おります。既に 16 ヵ国に 160 店舗以上のご支援をして参りました。 

2019年からアフリカ企業に日本のサービス業を提案します。 

 

 

株式会社 PEAR カーボンオフセット・イニシアティブ 【環境】 

http://egao.lighting/ 
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（東京都中央区） 

 アフリカの未電化および電力が不安定な地域向けに，TV を駆動で

き，AC 機器も利用できる家庭/小店舗用ソーラーホームシステム

/UPS システム EGAO の卸販売を行う．現在，現地ディストリビュー

ターを募集中． 

 

 

 

スウィフト・エックスアイ株式会社 【IT】 

http://swift-xi.com/ 

（兵庫県神戸市） 

 当社は Swift Engineering Inc.と神戸情報大学院大学が設立した航

空宇宙関連会社である。自律行動型ロボット技術を運用し、データ

提供や物流などのサービスを提供する。アフリカ諸国にいる 100名

以上の KIC 修了生と社会課題を解決していく。 

 

OQTA 株式会社 【IT】 

https://www.oqta.com/ 

（東京都港区） 

 OQTA HATO は、スマホアプリのボタンを押すことで鳴らすことが

できるシンプルなコンセプトの IoT 鳩時計。特に用事がなくても

ボタンをタップするだけで、いつでも家族へ想いを伝えられる。 

 

 

日本電気株式会社【IT】 

https://jpn.nec.com/ 

（東京都港区） 

 NEC は ICT におけるリーディングカンパニーとして、社会インフラ

構築に注力。1963 年にアフリカ市場に参入、近年は安心安全で豊か

な社会の実現のため、パブリックセーフティ・通信・スマートエネ

ルギー事業に注力している。 

 

株式会社クリスク【IT】 

https://www.clisk.com/ 
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（品川区、東京） 

 株式会社クリスクは、東南アジア(タイ、ベトナムなど)市場向けの

SNS マーケティングサービスを提供しています。また、日本の“わ

さび”を世界に発信するメディア「Wasabi Lovers」も運営。 

 

 

 

 

株式会社 日本科学技術研修所 【ＩＴ】 

https://www.i-juse.co.jp 

（東京都渋谷区） 

 統計解析パッケージ〈JUSE-StatWorks〉は、データ解析の専門家が

持つ解析技術・テクニックが多数盛り込まれており、自動車、電機、

大学、研究機関など、多くの企業や組織で利用されています。 

 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社【保険】 

https://www.sjnk.co.jp/ 

（東京都新宿区） 

 当社は１８８８年に設立され、現在の国内シェア（損害保険）は３

０％超である。規模・サービス品質で業界をリードし、トップレベ

ルの事業効率と収益性を目指す。2014 年に本邦業界初のアフリカ駐

在員事務所を開設した。 

 

福見産業株式会社 【医療・保険】 

http://www.fukumi-sangyo. co.jp 

（東京都・港区） 

 当社は大衆薬の「正露丸」を販売している。海外向けには台湾、香

港、澳門へ輸出・販売している。主原料をインドネシア子会社から

調達し、製造は子会社のキョクトウ株式会社が担当。原料調達から

製品販売までをグループで一貫管理している。 

 

株式会社 PRODIA【芸術】 
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http://www.777angel.com 

https://www.facebook.com/rainbowstick777/ 

https://www.instagram.com/rainbowstick777/ 

（群馬県桐生市） 

 

 

「日本が生んだ消えないしゃぼん玉」 

国際特許取得 

 

 

特定非営利活動法人多文化共生支援センター 【教育】 

http://www.tabunkanpo.org 

（東京都港区） 

 近年、日本とアフリカ諸国との関係性が強まり、互いに理解を深め

る必要がある中、日本の文化・言語・習慣は理解しにくいと言われ

ている。 

当 NPOは相互理解を図るチャンスを作り、ビジネスや教育に貢献す

ることを目指す。 

 

文部科学省「日本型教育の海外展開推進事業（EDU-Port ニッポン）」【教育】 

https://www.eduport.mext.go.jp/ 

（東京都千代田区） 

 近年、諸外国から関心の強い「日本型教育」の海外展開の促進のた

め、官民協働プラットフォームを運営し、関係者間での情報共有・

ネットワーク構築、海外見本市への出展、個別相談、パイロット事

業の支援等を行う。 

 

特定非営利活動法人 ミレニアム・プロミス・ジャパン（MPJ）【非営利団体(NPO/NGO)】 

http://millenniumpromise.jp/ 

                                   (東京都文京区) 

 MPJ は 2008 年設立の認定 NPO 法人である。SDGs 達成を目指し、サ

ハラ砂漠以南の国々にて、女児就学支援、南スーダン難民の子供へ

の心理社会的支援、農民の自立支援、無電化地域の電化事業など多

岐に渡る活動を実施している。 

 

国連開発計画（UNDP）  
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http://www.jp.undp.org/ (駐日事務所ホームページ) 

（本部：ニューヨーク） 

 UNDPは貧困の根絶や不平等の是正、持続可能な開発を促進する国連

の主要な開発支援機関。「国家にとっての真の宝は人々である」と

いう信念に基づき人々や国々の能力を育てる活動を 170 以上の国・

地域で行っている。 

 

 

 

国連工業開発機関（UNIDO） 

www.unido.or.jp 

（オーストリア・ウィーン） 

 UNIDO は産業開発を通じ貧困削減・包摂的なグローバル化・環境持続

可能性の実現を目指す国連専門機関。国連総会で採択された「第３次

アフリカ産業開発の 10年（2016～25 年）」でアフリカの産業化を主導。 

 

アフリカ開発銀行 

http://afdb-org.jp/ 

（コートジボワール・アビジャン） 

 アフリカ開発銀行（本部：コートジボワール）

は、1964年に設立された開発金融機関（国際機

関）で、域内加盟国の持続的な経済発展と社会

的進歩を促進し、アフリカの貧困削減に貢献す

ることを目指している。 

 

南アフリカ大使館 経済部 

http://www.sajapan.org 

（東京都千代田区） 

 南アフリカは日本の面積の３倍の広大な大地で豊富な作物を生産

している。特に南アフリカでのみ生息するルイボス茶、360 年前か

ら製造を続けるワイン、東インド会社のアジア貿易の寄港地であっ

たケープタウン地域で製造される香辛料、ソース、コンフェクショ

ナリー等。欧州との貿易が盛んで 洗練された味・パッケージの食

品が多い。日本の輸入業者を探している。 

 

日本貿易振興機構（JETRO） 
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https://www.jetro.go.jp/ 

（東京都港区） 

 日本貿易振興機構（JETRO）は、内外約 120 拠点のネットワークを

活用し、貿易・投資の促進に取り組んでいます。アフリカ 8カ国に

事務所を構え、日本企業の進出支援を中心に、日・アフリカの経済

関係強化に向け半世紀以上に渡り取り組んできました。 

 


