成 功事例紹介
株式会社ヒロキ（革専科）
日系企業初のエチオピア工場で輸入をスムーズに実現
株式会社ヒロキは日系企業で初めてエチオピアに設立した現地工場を操業

しています。アフリカアドバイザーが法律や金融の最新情報を提供し、
関係機関での手続きを円滑に進めることができました。
■株式会社ヒロキ 商品管理部 齋藤 諭 様

「UNIDO のアフリカアドバイザーが最新情報の提供や、関連機関とのやり
取りを支援してくださることで、安心して現地でビジネスを行うことが
できています。」

▼

コマツ
リベリアのインフラ建設に貢献するオペレーターを育成
コマツは UNIDO がリベリアで行う技術・職業訓練支援プロジェクトに賛同
し実践的な機材やトレーニングカリキュラムを提供しています。訓練生は

南アフリカのサー・フルーツ社から「エネルギー効率の高い冷却システム」
■サー・フルーツ社

品質管理主任

カティンカ・コンデス様

「㈱前川製作所の技術は冷却効率が高く、排熱利用も可能なので工場に温水
を供給でき、既存のボイラーの負荷も小さくなります。」

▼ アフリカアドバイザー対象国

ph
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▼

㈱前川製作所は UNIDO の低炭素技術普及促進プロジェクトに参加し、
のパートナーに選定されました。

p:

▼

株式会社前川製作所
南アフリカで低炭素の冷却システム技術を提供

oto

内戦で傷んだインフラの再建に貢献することが期待されます。

▼
▼

デレゲート ･ プログラム実施国
UNIDO オフィス

富士フイルム株式会社
エチオピアで医療機関の高い信頼を獲得

▼

富士フイルム㈱はエチオピアに医療機器販売関連の現地事務所を開設しま

した。UNIDO のアフリカアドバイザーが同社に対して、病院を始めとする
ローカルパートナーの選定、事務所の設立手続き、東アフリカを統括する
スタッフの採用などについてサポートしました。

矢崎総業株式会社
モロッコにワイヤーハーネス工場を建設
矢崎総業㈱はモロッコに３ヶ所の工場を建設し１万人以上の雇用を創出し

ました。UNIDO 東京事務所がデレゲート・プログラムで招聘したモロッコ
の投資担当官が、モロッコ政府との調整や立地選定、採用、物流整備等に
関する助言を行いました。

多様な産業分野を対象としています。詳しくはお問い合わせください。

国連工業開発機関

東京投資・技術移転促進事務所

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 5 丁目 53-70 国連大学本部ビル 8 階

Tel: 03-6433-5520
Fax: 03-6433-5530
URL: www.unido.or.jp E-mail: itpo.tokyo@unido.org

UNIDO

アフリカビジネス促進
プログラム
日本企業のビジネスを応援しています

UNIDO 東京事務所のアフリカ支援
デレゲート・プログラム

アフリカアドバイザー

デレゲート・プログラムは、投資促進や技術移転の担当官を日本に短期間（約二週間）招聘し、日本の企業関係者に対して

アフリカアドバイザーは各国の UNIDO 現地事務所にデスクを構え、現地ビジネスに関する情報提供を始め、現地パートナー
企業の紹介、政府関連機関との面談の取りつけなどを行うほか、実際に現地へ出張される際には面談に同行するなど、日本
企業の投資・技術移転の取り組みをバックアップします。

開発途上国・新興国のキーマンに日本で会えます

■デレゲート・プログラムによる企業への支援内容

個別商談
現地側でのフォロー

☆☆取組実績 100 社以上☆☆

日本企業の現地でのお悩みを解決します

現地への投資・技術移転を促進する活動です。

ビジネスセミナー

日本企業との豊富なビジネス経験

エチオピア

国の経済社会状況や特定分野に関する情報提供、投資促進制度の紹介など

ウガンダ

ルワンダ

ブルンジ

アルジェリア

その国への進出を検討している企業との個別面談

▼

日本企業の現地訪問時の対応や、現地政府、
企業との引き合わせなど

モザンビーク

アフリカアドバイザー対象国
デレゲート ･ プログラム実施国

▼

■近年実施した主なデレゲート・プログラム
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▼
▼
▼

モロッコ（2010, 2018）

iSto
p:

▼

to

リーズ・ケラール氏

ウガンダ（2011, 2017, 2018）
▼

タデッセ・セグニ氏
Mr. Tadesse Dadi SEGNI

Mr. Lies KERRAR

■経歴
カナダ・トロント大学大学院（経営学
修士）。カナダやアルジェリアで財務・
投資アドバイザーとして長年の経験を
持つ。アルジェリアの経団連であるア
ルジェリア経営者フォーラム（Forum
des Chefs d'Entreprises: FCE）の理
事を務める。

■経歴
エチオピア・アディスアベバ大学大学
院（経営学修士）。UNIDO が実施し
た投資家調査や現地サプライヤー調査
のエチオピア国内チームリーダーとし
て政府機関や現地企業と幅広いネット
ワークを有する。

■アフリカアドバイザーの支援内容
1. 市場情報

エジプト（2009, 2013, 2017） ルワンダ（2016）

ケニア（2009, 2010, 2016）

ガーナ（2015）

現地ビジネス情報の
収集・提供 （市場・
産業セクター情報、
法制度など）

■言語
ポルトガル語（公用語）
、
英語、
日本語、
フランス語、スペイン語
■連絡先 （UNIDO モザンビーク事務所）
TEL: +258-21481449
Mobile: +258-823089478
E-mail: n.durao@unido.org

■連絡先 （UNIDO エチオピア事務所）
TEL: +251-11-544-4011
Mobile: +251-91-124-7424
E-mail: t.segni@unido.org

■連絡先
TEL: +213-21-798686
E-mail: l.kerrar@unido.org

ナイジェリア（2009, '10, '17）

■経歴
筑波大学大学院（経営学修士）
。企業
戦略立案のほか、市場調査やマネジメ
ント、財務アドバイス等の幅広い経験
を持つ。

■言語
アムハラ語（公用語）、英語

■言語
アラビア語（公用語）、英語、フランス語、
スペイン語

モザンビーク（2012, '13, '15, '18） エチオピア（2013, 2018）

ナンディオ・ドゥラン氏
Mr. Nandio DURAO

2. 企業紹介

アフリカアドバイザーの支援に対して費用はかかりません。お気軽にご相談ください。

3. 政府対策

4. 案件発掘

5. 視察支援

現地パートナー企業

政府関連機関との

現地の優良投資

日本企業来訪時の

とのマッチング

面談取り付け・

案件の発掘・

対応・ロジ支援

支援

連絡調整

紹介

キャパシティ・ビルディング
レソト（2014）

コートジボワール（2014）

ザンビア（2012, 2014）

チュニジア（2014）

セネガル（2013）

タンザニア（2012）

ボツワナ（2009, 2011）

南アフリカ（2010, 2011）

アフリカ・日本の相互理解を深めます

「カイゼン」ワークショップ
（2017 年 9 月 21 日）

日本と東南アジアの産業政策に学ぶ
ワークショップ（2019 年 1 月 10 ～ 11 日）

旧松尾鉱山新中和処理施設 視察
（2019 年 1 月 18 日）

