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■リストの表記について
業種分類 事業形態

1 電気・電子・情報機器、同関連部品 A 現地法人
2 自動車・輸送用機器、同関連部品 （出資比率、日本人駐在員の有無は問わない。現地における日本人による起業も含む）

3 精密機器 B 駐在員事務所・支店
4 一般機械 C その他の事業展開
5 重機 （プロジェクト参画、コンサルテーション、調査、ODA案件、CSRなど）

6 鉄鋼・金属・非鉄金属 D 取引関係
7 化学 （アフリカとの輸出入、現地販売店との取引など）

8 医薬品
9 ガラス・セメント・土石製品 企業名及び事業実施国国名の並び順
10 繊維・衣料 　あいうえお順
11 生活系製造業
12 その他製造業 アフリカ各国の地域分類基準
13 農林水産 　アフリカ連合（AU）の基準に依る
14 食品・飲料
15 紙・パルプ ■注意事項
16 資源・エネルギー ・当リストは、公開情報／企業様ご自身からのご提供／周知の事実のみを対象と
17 情報・通信、同関連ソフト 　しており、非公開情報については記載をしていません。
18 総合商社 ・情報は2014年5月時点のものです。
19 専門商社 ・上記事業形態を範囲とし、アフリカですでに事業を展開している企業を対象とし
20 中古車販売 　ています。（進出予定・現在準備中である企業のうち、公開されている企業について、
21 特定製品輸入 　ご参考までに最後にまとめてあります）
22 海運・空運 ・当リストはアフリカ開発銀行日本語ホームページ
23 運輸・物流 　（http://www.afdb-org.jp/index.html）に公開されています。
24 金融サービス ・情報の誤認、不備、追加および当リストへの掲載希望等がございましたら、
25 ビジネスコンサルティング・会計サービス 　以下のお問い合わせ先までご連絡いただければ幸いです。
26 旅行代理店・ホテル ・当リスト記載の情報の引用は、ご自由に行っていただいて構いません。ただし、
27 外食 　出所の明示（”「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト」、アフリカ開発銀行・
28 小売 　アフリカビジネスパートナーズ”）をお願いいたします。
29 教育
30 メディア・広告 ■当リストに関するお問い合わせ先：
31 その他サービス業 　 アフリカビジネスパートナーズ
32 開発コンサル 　 梅本優香里（うめもとゆかり）
33 開発および海外プラント建設、同関連ビジネス 　 080-5078-6411

　 yukari.umemoto@abp.co.jp



南部 東部 西部 中部 北部

1 アタゴ
ナミビア、南
ア

エジプト、
チュニジア

D 糖度計の販売

http://www.atago.net/japanese/inde

x.html

http://www.atago.net/japanese/pop

up_press87.html

2 オムロン 南ア A 制御機器の販売

http://www.omron.co.jp/

http://www.omron.co.jp/about/corp

orate/group_location/overseas/afric

a/

3 カシオ計算機 南ア D
時計の販売。南アをはじめ、アフリカ20カ国弱の現地販売代
理店を通じて販売を行う

http://casio.jp/

4 キヤノン

アンゴラ、
ザンビア、
ジンバブ
エ、スワジ
ランド、ナミ
ビア、マラ
ウィ、ボツワ
ナ、南ア、
モザンビー
ク、レソト

スーダン、
ジブチ、南
スーダン以
外の11カ国

シエラレオ
ネ以外の15

カ国

DRC、赤道
ギニア以外
の7カ国

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア、モロッ
コ、リビア

A,D

オフィス事務機およびデジカメ、ビデオ等のAV商品を現地販

売代理店を通じアフリカ48カ国で販売。南アとUAEにある現

地法人から管轄。ケニアに2013年現地法人設立

http://canon.jp/

http://www.canon.co.uk/Contact_U

s/canon_europe_middle_east_and

_africa_offices/

http://web.canon.jp/corp/list04.html

#anc004

5 京セラ
南ア、モザ
ンビーク

ケニア ガーナ DRC D
米ArrayComm社と共同開発した無線通信技術iBurstの販

売等。ODAで太陽光システムの納入

http://www.kyocera.co.jp/index.html

http://www.iburstafrica.com/?c=mz

&lang=English&content=ourcompa

ny

6 ジーエス・ユアサ D

自動車電池、二輪電池、ソーラ発電キットの販売を、アフリカ
各国において現地販売代理店を通じ行う。2013年エチオピ

アにてJICA BOP調査実施

http://www.gs-

yuasa.com/jp/index.asp

7 シスメックス 南ア B,D

検体検査用機器・試薬の販売。2001年アフリカサービスセン

ターを設置、2006年南アにアフリカ東南地域の販売代理店
支援を行う駐在員事務所を開設

http://www.sysmex.co.jp/index.html

http://www.sysmex.co.jp/sysmex/gr

oup/index.html

http://www.sysmex.co.jp/sysmex/hi

story/2000.html

8 シャープ 南ア
エジプト、モ
ロッコ

B,D

デジカメなどAV機器、オフィス事務機の販売。南ア、エジプ

ト、モロッコに駐在員事務所。エジプトでは2002年からEl

Araby社とエアコンの製造販売で提携、2012年には冷蔵庫

の製造販売に提携拡大、2014年生産開始。アフリカのほぼ

すべての国に販売代理店網を持つ。ケニアにおいて2012年

経産省適応FSにてソーラー電源の電気分解方式浄水装置
の市場導入調査を実施

http://www.sharp.co.jp/

http://www.sharp.co.jp/100th/chron

ological/2000.html

http://www.sharp.co.jp/corporate/g

_topix/el_araby/index.html

企業URL

参考URL

1

電気・
電子・
情報機
器、同
関連部

品

コー
ド

業種 企業名
事業実施国 事業形

態
事業内容

1 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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9 ソニー 南ア
ガーナ、ナ
イジェリア

カメルーン A,C,D

南アにて、専売店含めたチャネルで家電、オーディオを販
売。ナイジェリアにてアフリカ向け音響製品販売。ガーナ、カ
メルーン、タンザニア等にてパブリックビューイングをCSRと

して実施、ガーナにて2010年から無電化地域のオフグリッド

電化に関するJICA BOP調査を実施。2013年、モロッコ、
ガーナ、ナイジェリア、アンゴラでの地域拠点立ち上げと、正
規サービスセンター67拠点の立ち上げを発表

http://www.sony.co.jp/

10 東京エレクトロン 南ア A
南アで田中貴金属とルテニウム（貴金属）のリサイクル事業
を実施

http://www.tel.co.jp/

http://www.toshiba.co.jp/about/pres

s/2012_04/pr_j2002.htm

11 東芝 南ア ケニア ニジェール エジプト A,D

70年代よりエジプトElAraby社と販売代理店契約を結び家電
を販売。その後技術供与を進め東芝ブランド製品の製造を
開始。エジプトにおける東芝洗濯機のシェアは6～7割、ブラ

ウン管テレビは5割を超える。2003年には東芝ホームアプラ

イアンスがElAraby社と白物家電の販売会社を設立。2011

年、東芝がElAraby社と液晶テレビの製造合弁会社を設立、

前述の家電販売合弁会社に出資。エジプトで2010年、三菱
商事と近畿車輛とカイロ地下鉄向け車両受注（車両向け電
気品の製造）。南アで2006年と2011年、国営総合輸送公社
トランスネット社から三井物産と鉄鉱石運搬用電気機関車を
受注・製造。2007年ウェスチングハウスが南アIST社の原子

力部門を買収。ケニアで2012年、豊田通商と現代エンジニア
リングが受注した地熱発電プロジェクトのタービン・発電機を
受注。ニジェールで2012年ウラン権益獲得

http://www.toshiba.co.jp/

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07

000206/egypt20100331.pdf

http://www.toshiba.co.jp/about/pres

s/2010_12/pr_j1601.htm

http://www.toshiba.co.jp/about/pres

s/2011_01/pr_j1401.htm

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

a/pr/archive/2010/html/0000010920

.html

http://www.toshiba.co.jp/about/pres

s/2011_03/pr_j0203.htm

http://www.toshiba.co.jp/about/pres

s/2007_07/pr_j2301.htm

http://www.toshiba.co.jp/about/pres

s/2011_11/pr_j0701.htm

12 ニコン 南ア
ナイジェリ
ア

エジプト B,D
AV機器の販売。南アにサービスセンター、ナイジェリアとエジ
プトに販売代理店

http://www.nikon.co.jp/

http://www.nikon.co.za/en_ZA/foote

rs/contacts.page?lid=1&lidsub1=0&

lidsub2=0&lidsub3=0&lidsub4=0&s

ParamValueLbl=Contacts&sParam

Value=&dcr=

13 日本電気（NEC）
アンゴラ、
南ア

ケニア、タン
ザニア

ナイジェリ
ア

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア、モロッコ

A,B,D

南アに2011年、ナイジェリアに2012年、現地法人を設立。情
報通信関連機器、マイクロ波通信システム等携帯電話基地
局設備の販売。マイクロ波通信システムはアフリカ40を越え

る国に納入実績。南アで指紋認証による国民IDシステムを

受注、2002年より稼働、2008年世界最大級の5,000万人が
登録可能なシステムへと更新。ケニア、モロッコ、エジプト、ア
ルジェリアに駐在員事務所、チュニジアに支店。タンザニアに
ラジオ放送機器、アンゴラに携帯電話伝送網納入実績あり。
トルコ法人NECテレコミュニケーション・アンド・インフォメー
ション・テクノロジー社がエジプトに支店

http://jpn.nec.com/

http://www.nec.co.jp/csr/ja/report20

08/contribution/con01_1.html

http://jpn.nec.com/

http://www.nec.co.jp/csr/ja/report20

08/contribution/con01_3.html

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/ne

ws/0805/21/news04.html

http://www.nec.co.jp/csr/ja/report20

08/contribution/con01_2.html
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2 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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14 パナソニック
アンゴラ、
南ア

エチオピ
ア、ケニア、
ソマリア、タ
ンザニア

ナイジェリ
ア

エジプト A,B,C

1966年タンザニアに乾電池製造会社設立、乾電池（年1億

個）と懐中電灯を生産。2010年ナイジェリア、2011年アンゴ

ラに駐在員事務所設立。AV商品、エアコン、放送機器等の
販売。エチオピアにて教育省に遠隔教育用放送機器納入。
2010年から三洋電機によるケニアにおけるソーラーランタン

JICA BOP調査、2012年ケニア・ソマリアにおけるソーラーラ
ンタン普及のための調査を実施

http://panasonic.co.jp/index3.html

http://panasonic.co.jp/ec/company/

site/

15 日立製作所 南ア ケニア
ナイジェリ
ア

エジプト A

発電設備の製造・販売。2007年南アの電力会社Escom社か

ら石炭火力発電プラント用ボイラー設備を受注（2013年火力
発電システムにおける三菱重工との事業統合を発表）。エジ
プトで2002年、2005年住友商事と蒸気タービン発電設備を

受注。2011年米子会社日立データシステムズが南アのIT機

器販売・サービス会社Shoden Data Systemsを買収し、南
ア、ケニア、ナイジェリアの拠点を入手。エジプトでは医療用
機器の販売も行う

http://www.hitachi.co.jp/

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews

/month/2008/03/0303a.html

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews

/month/2010/01/0121b.html

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews

/month/2011/10/1005b.html

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews

/month/2005/09/0920a.html

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews

/month/2012/11/f_1129a.pdf

16 ファナック

ジンバブ
エ、スワジ
ランド、南
ア、ボツワ
ナ、レソト

A
南アに現地法人。南ア、レソト、スワジランド、ジンバブエ、ボ
ツワナにて工作機械用CNC装置、産業用ロボットを販売

http://www.fanuc.co.jp/index.htm

http://www.fanuc.co.jp/ja/service/eu

rope/africa.htm

17 富士通 B,D

サーバ、ICTプラットフォーム等の情報通信関連機器、ITソ
リューションの販売・サービス。現地販売代理店により、コモ
ロ、南スーダン、スーダン以外のアフリカ52カ国をカバー。南
アにサービス拠点

http://jp.fujitsu.com/

http://www.fujitsu.com/global/world

wide/africa/

18 富士フィルム 南ア モロッコ A,B,D

南アに2012年現地法人を設立し、デジカメ、印画紙等イメー

ジング製品及びデジタルX線装置など医療向け製品を販売。

モロッコに2012年駐在員事務所設立。イメージング製品、メ
ディカル製品、グラフィック製品を販売する現地代理店の支
援を行う。アフリカ各地に販売代理店

http://fujifilm.jp/index.html

http://www.fujifilm.co.jp/corporate/n

ews/articleffnr_0642.html

19 三井ハイテック モロッコ B モロッコに販売代理店支援のための駐在員事務所設立

http://www.mitsui-high-

tec.com/ja/index.php

http://www.mitsui-high-

tec.com/ja/corporate/location/europ

e.php
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3 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係

http://www.fujitsu.com/global/worldwide/africa/
http://www.fujitsu.com/global/worldwide/africa/
http://www.fujitsu.com/global/worldwide/africa/
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20 三菱電機 南ア エジプト A 南アとエジプに現地法人。エレベーターの販売・据付・保守
http://www.mitsubishielectric.co.jp/i

r/corp_profile/pdf/2012/p18-19.pdf

21 安川電機 南ア A

インバータ、サーボ・コントローラ、ロボットの販売・サービス。
南アのモーター・発電機メーカーRobotic System社を買収し
現地法人化

http://www.yaskawa.co.jp/

http://www.yaskawa.co.jp/ir/ir_docu

ment/businessreport/96/96_report.

pdf

22 横河電機
アンゴラ、
南ア

ナイジェリ
ア

A

工場制御システム、制御・計測装置等の販売・サービス等。
南ア、ナイジェリア、アンゴラに現地法人。南アで2011年、国

営電力会社Eskom社から発電所の石炭運搬処理設備の制

御システムを受注。アンゴラで2008年英BPから浮体式原油
生産・貯蔵・積出施設の制御システム受注。ナイジェリアで
2003年、韓国横河電機が現代重工からナイジェリア向け石
油基地の計装システム受注

http://www.yokogawa.co.jp/index.ht

m

http://www.yokogawa.com/ioc/w-

locations/area-africa-en.htm

http://www.yokogawa.co.jp/cp/pres

s/2011/pr-press-2011-0630-ja.htm

http://www.yokogawa.co.jp/cp/pres

s/2008/pr-press-2008-0825-ja.htm

http://www.yokogawa.co.jp/pr/Corp

orate/News/2003/pr-press-2003-

1007-ja.htm

23 富士電機 南ア D

電力・鉄道などインフラ関連事業（機器の製造・販売・サービ
ス等）や工場制御システムの販売。南アで国営電力会社
Eskokm社に変電設備を納入（1986年～2012年まで累計45

台納入）、水力事業を行う富士・フォイトハイドロ社は南アで
2009年、揚水発電所向け大型発電電動機を受注（2008年、

4台x342MW）

http://www.fujielectric.co.jp/

http://www.fujielectric.co.jp/about/c

ompany/pdf/Corporate_Profile_J_2

01210.pdf

http://www.fujielectric.co.jp/about/c

ompany/gihou_2013/pdf/86-

01/FEJ-86-01-027-2013.pdf

http://www.fujielectric.co.jp/about/c

ompany/jihou_2009/pdf/82-01/FEJ-

82-01-052-2008.pdf

24 TOA 南ア A
南アで2009年現地販売法人設立。南部アフリカ地域で、業
務用音響機器を販売

http://www.toa.co.jp/

http://www.toa.co.jp/news/2009/09

0731.htm

http://www.classicacoustics.co.za/
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4 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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25 アネスト岩田 南ア A 南アに自動車向け塗装機器販売会社設立

http://www.toa.co.jp/

http://www.toa.co.jp/news/2009/09

0731.htm

http://www.classicacoustics.co.za/

26 いすゞ自動車 南ア ケニア エジプト A,D
南アとエジプトで商用トラック・バスの組立製造・販売を行う
現地法人設立。ケニアに生産拠点。アフリカ9カ国で販売

http://www.isuzu.co.jp/index.html

http://www.isuzu.co.jp/company/ab

outus/global_01.html#america

http://www.isuzu.co.jp/press/backn

umber/2006/10_23sv.html

27 キャタラー 南ア A
南アで2001年、トヨタと合弁で現地法人を設立、自動車用触
媒・コンバータの製造・販売

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

world.html

http://www.cataler.co.jp/company/h

istory.html

http://www.toyota.co.jp/jpn/compan

y/history/75years/text/leaping_forw

ard_as_a_global_corporation/chapt

er4/section5/item2_d.html

28 近畿車輛 エジプト D
エジプトで2007年と2010年、三菱商事、東芝とカイロ地下鉄
向け車両受注

http://www.kinkisharyo.co.jp/ja/new

s/news100819.htm

29 スズキ 南ア
ナイジェリ
ア

エジプト A,D

エジプトで1989年現地法人を設立し、1993年から小型商用
車の生産を開始。南アで二輪車・船外機の販売会社に加え、
2008年四輪車の現地販売法人を設立。ナイジェリアにも生
産拠点を持つ

http://www.suzuki.co.jp/about/outlin

e/pdf/outline_2012.pdf

http://www.suzuki.co.jp/release/d/2

007/0213/index.html

http://www.suzuki.co.jp/release/d/2

007/0213/index.html

http://www.suzuki.co.jp/about/prod

ucingbase/abroad/europeafrica.htm

l

30 スバル 南ア D 豊田通商が持つスバル販売子会社を通じて自動車を販売

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2010/10/201010

04-3539.html

31 住友ゴム 南ア A

アフリカ20ヶ国でダンロップブランドの商標権を持ち販売。

2013年、インド資本南アApollo Tyres South Africa社を買収
し、南アにおけるダンロップブランドの販売と製造拠点を獲得

http://www.srigroup.co.jp/newsrele

ase/2013/sri/2013_062.html
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32 住友電装 南ア
エジプト、
チュニジ
ア、モロッコ

A
自動車用ワイヤーハーネスの製造・販売。モロッコ、チュニジ
ア、エジプトで製造、南アでは販売を行う

http://www.sws.co.jp/

33 タカタ 南ア モロッコ A
エアバッグ、シートベルト、ステアリングホイールの製造・販
売。モロッコ、南アに現地法人を持つ

http://www.takata.com/index.html

http://www.takata.com/about/histor

y.html

http://www.takata.com/about/locati

ons02.html#l009

34 デンソー 南ア モロッコ A
カーエアコンの製造販売。南アで2005年、現地Smiths

Manufacturing社買収。モロッコで2010年現地法人設立

http://www.denso.co.jp/ja/investors/

annual_report/2012/doc/2012_annu

al_report.pdf

http://www.smiths.co.za/

http://www.denso.co.jp/ja/news/ne

wsreleases/2010/100323-01.html

35 豊田合成 南ア A 南アでエアバックの製造
http://www.toyoda-

gosei.co.jp/news/05/05_0803.html

36 トヨタ自動車 南ア エジプト A,D

自動車完成車及び部品の生産・販売・輸出。1957年エチオ
ピアへのクラウンを皮切りにをアフリカへの輸出を開始。
1962年南アで、1977年ケニアで、2012年エジプトで組立生
産を開始。南アに現地法人。豊田通商資本によるトヨタケニ
ア、トヨタエジプト、丸紅資本によるトヨタガーナ、住友商事資
本によるトヨタナイジェリアを持つ。トヨタによる販売拠点は11

（アルジェリア、カナリア諸島、エジプト、ガボン、モロッコ、ナ
イジェリア、レユニオン、南ア、ケニア、スーダン、タンザニア）

http://www.toyota.co.jp/

http://www.toyota.co.jp/jpn/compan

y/about_toyota/gaikyo/pdf2003/gaik

yo2003.pdf

http://www.toyota.co.jp/jpn/compan

y/history/75years/data/automotive_

business/sales/activity/africa/index.

html

37 トヨタ紡織 南ア A 南アで自動車用シート、ドアトリム等の製造

http://www.toyota-

boshoku.com/jp/news/2005062002.

html
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38 日産自動車 南ア
ケニア、
モーリシャ
ス

ナイジェリ
ア、モロッコ

アルジェリ
ア、エジプト

A,D

自動車の生産・販売・輸出。南アとエジプトに生産・販売を行
う現地法人を持つ。他にケニア、ナイジェリア、モロッコに生
産拠点、アルジェリア、ナイジェリア、モーリシャスに販売拠
点。ナイジェリアで2014年スタリオングループへの委託生産

を開始。2013年、南アで同国初の電気自動車（EV）となる日
産リーフの発売を開始

http://www.nissan.co.jp/

http://www.nissan.co.jp/INFO/FAC

TORY/OVERSEAS/index.html

http://www.gbrc.jp/journal/amr/free/

dlranklog.cgi?dl=AMR11-12-3.pdf

http://www.nissan.co.jp/INFO/FAC

TORY/OVERSEAS/index.html

http://www.nissan-

global.com/JP/NEWS/2013/_STOR

Y/131009-01-j.html

http://www.nissan-

global.com/JP/NEWS/2013/_STOR

Y/130903-02-j.html

http://www.nissan.co.jp/ALLIANCE/

a001011j.html

39
UDトラックス（日産
ディーゼル）

南ア A 南アでトラック・バスの製造・販売

http://www.udtrucks.co.jp/CORP/20

12/2012_8.pdf

http://www.udtrucks.co.jp/CORP/en

kaku.html

40 日本ガイシ 南ア A 南アで自動車排ガス浄化用触媒の製造

http://www.ngk.co.jp/info/group/eur

ope.html?cID=6

http://www.ngk.co.jp/news/2001/01

31.html

41 日本精工 南ア A 南アで軸受・精機製品の販売

http://www.jp.nsk.com/company/gl

obalnetwork.html

http://www.jp.nsk.com/investors/pd

f/documents/ar200903_31.pdf

42 日野自動車 南ア ケニア A
南アでトラックを生産。トヨタ系販売代理店を中心に8カ国に
販売拠点。ケニアでトラックの組立生産を委託・販売

http://www.hino.co.jp/j/index.html

http://www.hino-

global.com/find_your_country/index

.html#AFRICA

http://www.hino.co.jp/news_release

/203.html

43 ブリヂストン 南ア リベリア A
南アで自動車タイヤの製造販売。リベリアでタイヤ原料とな
る天然ゴムの生産

http://www.bridgestone.co.jp/corpo

rate/outline/group/
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44 本田技研工業 南ア
ケニア、タン
ザニア

ナイジェリ
ア

A,B,D

ナイジェリアで1981年から二輪車の組立製造・販売。南アで

1979年から四輪車の委託生産開始。南アに2000年現地法

人を設立し二輪・四輪の販売。ケニアに2011年四輪の販売

事務所、2013年二輪の現地法人を設立し組立生産・販売を

開始。ナイジェリアで2013年低価格帯二輪の販売を開始す
るとともに、四輪車の販売会社を設立

http://www.honda.co.jp/

http://www.honda.co.jp/group/man

ufacturing/overseas/pdf/mfg_overs

eas.pdf

http://www.honda.co.jp/guide/corpo

rate-profile/global/europe-middle-

east-africa/

http://www.honda.co.jp/group/Sout

hAfrica/

http://www.honda.co.jp/news/2013/

c130327c.html

http://www.honda.co.jp/news/2013/

2131210.html

http://www.honda.co.jp/news/2013/

c130918.html

45 マツダ
ジンバブ
エ、南ア

A,D
ジンバブエで自動車組立製造・販売。南アに2013年現地法
人設立、生産はフォードに委託

http://www.mazda.co.jp/

http://www.mazda.co.jp/corporate/

profile/outline/library/2012/pdf/sec_

11.pdf

http://www.jetro.go.jp/biznews/501

119dd6d9e8

http://www.mazda.co.jp/corporate/

publicity/release/2013/201308/1308

28b.html

46 三井造船 ケニア D

ケニアにて子会社Burmeister＆Scandinavian Contractor

（BWSC）が2008年、IPP（独立系発電事業者）会社Rabai

Powerから中速ディーゼル発電設備を受注。2013年、ケニア
のモンバサ港におけるコンテナ搬送用クレーンを豊田通商と
ともに受注

http://www.toyota-

tsusho.com/press/detail/131209_00

2411.html

47 三菱自動車 南ア ケニア チュニジア A,B,D
南ア、チュニジアに生産拠点。2014年1月よりケニアに駐在
員事務所を開設

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/

http://www.mitsubishi-

motors.com/en/global_network/ind

ex.html#africa

http://www.mitsubishi-

motors.com/publish/pressrelease_j

p/corporate/2013/news/detail4735.

html

48 三菱ふそう
アンゴラ、
南ア、ザン
ビア

ウガンダ、
ケニア

ナイジェリ
ア

エジプト、モ
ロッコ

D

トラック・バスの生産・販売。南ア、ケニア、ナイジェリア、エジ
プトに生産拠点。南ア、アンゴラ、ケニア、ウガンダ、モロッ
コ、エジプトに販売拠点。ザンビアで2013年、アジアアフリカ
戦略車投入

http://www.mitsubishi-

fuso.com/index.html

2

自動
車・輸
送用機
器、同
関連部

品

8 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/


南部 東部 西部 中部 北部

企業URL

参考URL

コー
ド

業種 企業名
事業実施国 事業形

態
事業内容

49 矢崎総業 南ア
モロッコ、
チュニジア

A

自動車用ワイヤーハーネスの製造・販売。2003年モロッコ、

2009年チュニジアで製造開始。南アで2005年現地ワイヤー
ハーネス会社ヘスト社に出資

http://www.yazaki-

group.com/company/ea.html

http://www.japanmetaldaily.com/m

etal/2005/notsteel_news_20051216

_1.html

http://www.tunisia-

live.net/2011/12/21/conflicting-

explanations-for-shutdown-of-

yazakis-om-larayes-plant-in-gafsa/

50 ヤマハ発動機 10カ国全て

ソマリア、南
スーダンを
除く12カ国
全て

16カ国全て 9カ国全て 5カ国全て D

1967年モーリタニアで漁業開発支援開始。船外機、二輪車
をソマリア、南スーダン以外のアフリカ各国で現地代理店を
通じて販売。コートジボワール、ガーナで2012年経産省適応

FS調査にて小型浄水装置に関する調査、セネガルで2010

年からJICA BOP調査で浄水装置調査、モーリタニアにおい

てUNDPと浄水装置調査を実施、ケニアで二輪車の組み立
て生産

http://www.yamaha-motor.co.jp/

51 横浜ゴム 南ア
マダガスカ
ル

ガーナ、ナ
イジェリア、
セネガル

エジプト D 南ア中心にアフリカ各国で販売

http://www.yrc.co.jp/

http://www.shipserv.com/brand/yok

ohama-rubber/nigeria/NG/993

52 エー・アンド・デイ 南ア D 南アフリカ向け血圧計の開発・輸出

http://www.aandd.co.jp/

http://www.aandd.co.jp/adhome/ir/li

brary/yuho/pdf/20071225.pdf

53 島津製作所

ザンビア、
ジンバブ
エ、スワジ
ランド、ナミ
ビア、ボツ
ワナ、南
ア、モザン
ビーク、レソ
ト

マダガスカ
ル、セー
シェル、
モーリシャ
ス

A

南アに2011年、大学、研究機関向け分析計測機器販売会社
設立。ナミビア、ボツワナ、ザンビア、ジンバブエ、モザンビー
ク、マダガスカル、レソト、モーリシャス、セ-シェル、スワジラ

ンドといった周辺10カ国への販売を行う

http://www.shimadzu.co.jp/jindex.ht

ml

http://www.shimadzu.co.jp/news/pr

ess/miq5fd0000000vzb.html
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54 テルモ 南ア B

医薬品・医療機器の販売。南アで1960年代後半、現地販売

代理店を通じ販売開始。2007年駐在員事務所を設立。南ア

において人工心肺装置シェア25%、血液パックシェア40%を
占める。南部アフリカ各国へ販売。循環器疾患分野に注力

http://www.challengers.terumo.co.j

p/index.html

http://www.challengers.terumo.co.j

p/pressrelease/2007/027.html

http://business.nikkeibp.co.jp/article

/world/20100528/214655/?rt=nocnt

55
東芝メディカルシステム
ズ

D アフリカ全域におけるMRIの販売
http://www.toshiba-

medical.co.jp/tmd/

56 トプコン 南ア ガーナ A,D
子会社豪KEE Technologies社及びSokkia Topcon社が南
アにポジショニング機器販売会社を保有

http://www.topcon.co.jp/invest/libra

ry/annual_r/pdf/ar2012.pdf

57 日本光電 南ア エジプト B,D
南アに駐在員事務所。エジプト保健省から生体情報モニター
を受注

http://www.nihonkohden.co.jp/

http://www.nikkei.com/article/DGX

NZO56782910Z20C13A6MM0000/

58 ニプロ 南ア ケニア チュニジア A

南アに2006年現地法人設立。透析製品など医療用機器の

販売。2013年人工透析機器や医療用ガラスを販売するチュ
ニジアの販売代理店を買収、ニプロアフリカ社設立。ケニア
に2013年現地法人設立

http://www.nipro.co.jp/ja/index.php

http://www.nipro.co.jp/ja/ir/library/2

007/54th/business_report.pdf

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASDD260M4_Z20C13A7TJ1000/

http://www.nipro.co.jp/ja/ir/library/2

014/61th_second/session_docu2.p

df

59 日立メディコ エジプト A
エジプトに現地販売法人。超音波画像診断装置など医療装
置の販売

http://www.hitachi-medical.co.jp/

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0

120111107baam.html

60 HOYA 南ア A
アイケア製品の販売。2006年南アの現地メガネレンズ販売

会社買収、2011年完全子会社化

http://www.hoya.co.jp/japanese/

http://www.hoya.co.jp/japanese/inv

estor/d0h4dj0000000dbq-

att/annual2007.pdf
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61 アマダ 南ア B 金属加工機械の販売

http://www.amada.co.jp/

http://www.amada.co.jp/corporate/

group.html#map02

62 アマノ モロッコ A
時間情報システム機器の販売。2008年モロッコの

Horoquartz社とOmnibadges社を買収

http://www.amano.co.jp/

http://www.amano.co.jp/information

/pdf/20071221France_Horosmart.p

df

63 大竹麺機 ケニア
ナイジェリ
ア

D

製麺機メーカー。ナイジェリアでインドネシア食品大手
Indomie社の即席麺工場向けに納入。ケニアで現地食用油
メーカーに納入

http://www.ohtake.jp/index.html

http://www.ohtake.jp/product.html

64 キッツ 南ア エジプト D バルブの販売 http://www.kitz.co.jp/

65
京セラドキュメントソ
リューションズ

南ア A
南アで1997年、プリンター、OA機器を販売する現地法人設
立

http://www.kyoceradocumentsolutio

ns.co.za/

66 クボタ

ザンビア、
ジンバブ
エ、スワジ
ランド、ナミ
ビア、南ア、
ボツワナ、
モザンビー
ク、レソト

モーリシャ
ス

 
エジプト、
チュニジア

D,C
アフリカ16カ国で現地販売代理店による販売。農機販売のた
めの駐在員事務所設置予定。エジプトでナイル川の灌漑用
ポンプ、上下水道用ポンプ、鋳鉄管等を納入

http://engine.kubota.co.jp/japanese/

network/wws.html

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0

120120125bcbb.html

67 グローリー

アンゴラ、
ザンビア、
ジンバブ
エ、ボツワ
ナ、ナミビ
ア、マラ
ウィ、南アフ
リカ、モザン
ビーク

エチオピ
ア、ウガン
ダ、スーダ
ン、ケニア、
タンザニア

ガーナ、ナ
イジェリア

コンゴ

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア、モロッ
コ、リビア

D 現金処理機の販売 http://www.glory.co.jp/
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68 小松製作所

アンゴラ、
ザンビア、
ナミビア、南
ア、ボツワ
ナ、マラウィ

ケニア セネガル
アルジェリ
ア

A,B,D

建設・鉱山機械等の販売・サービス。南アに1961年販売代

理店設立の後、1997年現地法人設立。鉱山向けが9割を占
める。ボツワナ（ダイヤモンド）、ナミビア（ウラニウムなど）、
ザンビア、マラウィ、アンゴラで事業実施。セネガルで2012年
現地法人設立。ケニアに駐在員事務所

http://www.komatsu.co.jp/

http://www.komatsu.co.jp/Compan

yInfo/profile/global/

http://www.gbrc.jp/journal/amr/free/

dlranklog.cgi?dl=AMR11-12-6.pdf

69 三光産業 南ア
ケニア、タン
ザニア

ガーナ、
トーゴ

ガボン、コ
ンゴ

アルジェリ
ア、エジプ
ト、リビア、
モロッコ

D 散水機器の輸出
http://www.sankosangyo.jp/kaisyaa

nnai.html

70 セイコーエプソン
ジンバブ
エ、南ア

ウガンダ、
ケニア

ガーナ、ナ
イジェリア

A,D OA機器の販売。南アに現地法人

http://www.epson.jp/

http://www.epson.jp/company/netw

ork.htm

71 ゼファー
ナミビア、南
ア

ケニア チュニジア C,D

小形風力発電機販売。ナミビア、南ア、ケニア、チュニジアに
て携帯通信事業者へ基地局用電力として販売。ケニアにて
2013年外務省案件化調査を実施

http://www.zephyreco.co.jp/jp/

http://www.zephyreco.co.jp/jp/com

munity/telecom.jsp

72 ダイキン工業 南ア A

空調機器の販売。1998年南アフリカに現地販売法人設立。
サッカーワールドカップ新スタジアムに空調機器納入。アフリ
カ15カ国に販売代理店

http://www.daikinafrica.com/fr/sale

s-network/

http://www.daikin.com/press/2009/

090929/index.html

73 高砂工業 南ア タンザニア ニジェール エジプト D 熱処理炉の販売

http://www.takasago-inc.co.jp/

http://www.takasago-

inc.co.jp/3products/supply_1.html

74 タツノ 南ア D 給油所機器の販売 http://www.tatsuno.co.jp/

75 筑水キャニコム D 農機の販売。アフリカ人社員を雇用 http://www.canycom.jp/

76 ディスコ モロッコ A
モロッコで2003年精密加工装置の保守点検を行う現地法人
を設立

http://www.disco.co.jp/jp/index.html

http://www.disco.co.jp/jp/news/bkn

umber2003.html
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77 寺岡精工

アンゴラ、
ザンビア、
ジンバブ
エ、ナミビ
ア、南ア、
ボツワナ、
モザンビー
ク

ケニア
エジプト、
チュニジ
ア、モロッコ

D
業務用計量器、生産管理システムなどを、現地販売代代理
店を通じて販売

http://www.teraokaseiko.com/

http://www.digisystem.com/bulletin/

pdf/DNB71.pdf

78 トーハツ
ギニア、
モーリタニ
ア

D 2012年より現地販売代理店を通じた船外機の販売を開始
http://www.tohatsu.co.jp/marine/ind

ex.html

79 ナサ モロッコ A
食品加工機器、包装機器、包装資材、食品加工材料メー
カー。モロッコで現地企業とティーバッグ製造を行う合弁会社
を設立

http://www.nasaco.co.jp/j/

80
日精エー・エス・ビー機
械

南ア ケニア
ナイジェリ
ア

エジプト、
チュニジア

A,D
ストレッチブロー成形機の販売・サービス。南アに現地法人、
エジプト、チュニジアに販売代理店

http://www.nisseiasb.co.jp/

81 日本ピラー工業
アルジェリ
ア

B
液体関連制御機器（シール、パッキン等）の販売。アルジェリ
アに2010年駐在員事務所開設

http://www.pillar.co.jp/index.html

http://www.pillar.co.jp/contents/new

s/pdf/2010/20100810.pdf

82
ビーエムシー・インターナ
ショナル

モザンビー
ク

エチオピ
ア、ケニア

A,C,D

ケニア向けに2005年よりキャッシュレジスター販売を開始し、

2006年現地法人設立。エチオピアでも販売。モザンビークに

てVAT徴収・管理システムの普及調査実施。モザンビーク、

DRC、ガンビア、ブルキナファソ、レソト、スワジランドにて導
入予定

http://www.bmcinc.co.jp/japan/inde

x.html

http://www.bmcinc.co.jp/japan/data

/profile.html

83 日立建機
ザンビア、
モザンビー
ク、南ア

ガーナ A,B

建設・鉱山機械等の販売・サービス。南アで1998年現地法

人設立。ザンビア、モザンビークで現地法人を設立し、2010

年地域統括会社として日立建機アフリカを設立。ザンビアで
2012年、鉱山機械用部品再生工場を稼働。ガーナで2009年
日立建機ヨーロッパの支店を開設

http://www.hitachi-kenki.co.jp/

http://www.hitachi-

hri.com/research/organ/pdf/vol7_2_

6.pdf

84 フジテック エジプト A
エジプトで1998年、エレベーターの販売・据付・保守を行う現
地法人を設立

http://www.fujitec.co.jp/
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85 ブラザー工業

ザンビア、
ジンバブ
エ、ナミビ
ア、南ア、
ボツワナ、
マダガスカ
ル、モザン
ビーク

ウガンダ、
エチオピ
ア、ケニア、
タンザニ
ア、モーリ
シャス

ナイジェリ
ア

エジプト、リ
ビア

A,D
プリンター、ミシンの販売。南アに1971年現地法人設立し、
南アからボツワナ、ジンバブエ、ザンビア、モザンビーク、ナミ
ビア、マダガスカルを管理

http://www.brother.com/product/ind

ex.htm

86 古河ロックドリル 南ア B 削岩機（ドリル）の販売。南アに2012年駐在員事務所設立 http://www.furukawarockdrill.co.jp/

87 マープレス 南ア A

南アで指紋認証による国民IDシステム受注。南部アフリカ周
辺国への指紋認証システム、電子登録、電子パスポートの
販売。丸紅出資51%

http://www.marpless.co.za/

88 マキタ 南ア モロッコ A,D
モロッコで2008年、電動工具、園芸用機器等の製品・部品販
売およびアフターサービスを行う現地法人を設立。南アは販
売代理店を通じた販売

http://www.makita.co.jp/

http://www.makita.co.jp/ir/documen

ts/press/2009/20090130_3.pdf

89 村田機械 エジプト B
繊維機械、工作機械の販売。エジプトに1986年駐在員事務
所を設立

http://www.muratec.jp/corp/info/ind

ex.html

http://www.muratec.jp/tm/business/

history.html

90 メタウォーター マラウィ ケニア トーゴ C
無償資金にてケニア、マラウイ、トーゴへ車載浄水装置を供
与。ケニアにて外務省のニーズ調査で小型浄水装置調査を
実施

http://www.metawater.co.jp/

91 山梨日立建機
アンゴラ、モ
ザンビーク

D

2007年のアンゴラを皮切りに、アンゴラ（アンゴラ政府

INAD）、モザンビーク（モザンビーク政府ODA）に対人地雷

除去機を納入、累計でアンゴラ32台、モザンビーク2台となる

http://www.hitachi-

kenki.co.jp/yamanashi/

http://www.hitachi-

kenki.co.jp/company/csr/contributio

n/mine/highlight/aspect/index.html

http://www.hitachi-

kenki.co.jp/news/press/PR2012103

1105855730.html
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92 ヤナギヤ 南ア

セーシェ
ル、ソマリ
ア、マダガ
スカル

モロッコ D かにかまぼこ製造機の販売

http://www.ube-

yanagiya.co.jp/html/profile/profile7.

html

http://www.ube-

yanagiya.co.jp/html/profile/profile7.

html

93 リコー 南ア A OA機器の販売。南アに現地法人

http://www.ricoh.co.jp/

http://www.ricoh.co.jp/IR/financial_

data/annual_report/pdf/04/ar10.pdf

94 理想科学工業 南ア A
南アで1995年現地法人設立。新興国学校市場向け低価格
デジタル印刷機を販売

http://riso.co.jp/

http://riso.co.jp/company/ayumi/ayu

mi_s60.html

http://www.riso.co.jp/c/release/_ris

o_cz180.html

95 レオン自動機 南ア
ケニア、タン
ザニア

セネガル、
ナイジェリ
ア

ガボン、
DRC

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア、モロッ
コ、リビア

D
クッキー、パン、ホットドック製造機などの食品自動成形機を
販売。アフリカ12カ国での出荷実績あり

http://www.rheon.com/jp/

96 ZAMine ボツワナ A
鉱山機械の販売。ボツワナで2012年現地法人設立。丸紅子
会社

http://www.zamineservice.com/

5 重機 97 三菱重工業
アンゴラ、
南ア

ケニア セネガル
アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッコ

A,D

南アに2009年駐在員事務所設立。ケニアで2007年、地熱発

電プラント受注（発電機は三菱重工）。アルジェリアで2008

年、韓国大宇建設と共同で大規模肥料製造プラント受注。エ
ジプトで2008年まで、豊田通商と組み火力発電向けタービン

設備の受注。アンゴラで2011年、東洋エンジニアリング・双
日・住友商事とともに大規模肥料製造プラントの先行エンジ
ニアリング契約受注。モロッコで2011年、三井物産と大宇建
設が建設する石炭火力発電向けタービン設備の受注。セネ
ガルで、発電プラント向けディーゼルエンジン受注

http://www.mhi.co.jp/news/story/09

05264822.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/20

0708284623.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/11

1115.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/20

0804234699.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/11

1115.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/11

05105067.html
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5 重機 98 石川島播磨重工（IHI） アンゴラ
アルジェリ
ア

B,D

アルジェリアに1979年駐在員事務所設立。アルジェリアで

2005年、伊藤忠と天然ガス液化プラント向けボイラーを受

注。2007年、SONATRACH社から伊藤忠とLPGプラントを

共同受注、2010年増設。2006年、アルジェリアで伊藤忠と大

型海水淡水化・発電プラントを建設。アンゴラで2010年、海
洋構造物建設用ジブクレーン受注

http://www.ihi.co.jp/

http://www.ihi.co.jp/ihi/press/2011/2

011-10-06/index.html

http://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/20

10/press/2010-8-30/index.html

http://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/20

06/press/2006-7-27/index.html

http://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/20

05/press/2005-8-30/index.html

http://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/20

11/press/2011-5-10/index.html

99 新日鐵住金
南ア、モザ
ンビーク

ケニア
ナイジェリ
ア

A,C,D

モーリシャスの鋼板製造、建材加工会社SAFALグループ傘

下の、南アメッキ鋼板など製造販売会社SAFAL Steel社に

2008年、伊藤忠丸紅鉄鋼と出資。2010年ナイジェリアの

SAFALグループ冷延鋼板製造販売会社Midland Rolling

Mills（MRM）社に伊藤忠丸紅鉄鋼と出資。2010年モザン
ビークの原料炭開発プロジェクトレブボー・プロジェクトに日
鐵商事とともに出資、2013年採掘権を取得

http://www.nssmc.com/index.html/

http://www.kachitas.com/service/ne

ws/200812/post-266.html

http://www.japanmetal.com/back_n

umber/news/newsidt2010120701.ht

ml

http://www.nssmc.com/index.html/

http://www.nssmc.com/news/2013

0404_100.html/

100 日新製鋼 南ア A
南アに製造拠点を持つステンレスメーカーAcerinox社に出

資。南アColumbus Stainless社に技術供与

http://www.nisshin-steel.co.jp/

http://www.nisshin-

steel.co.jp/files/news/2009/129_kes

san3-kabusiki_01.pdf

http://www.nisshin-

steel.co.jp/saiyo/company/activity_f

oreign.html

101 日本電工 南ア A
1993年南アSamancor社と合弁でフェロクロム生産（2010年

撤退）、2002年Highveld社と合弁でフェロバナジウムの生産

http://www.nippondenko.co.jp/inde

x.html

http://www.nippondenko.co.jp/com

pany/history.html

http://www.nippondenko.co.jp/pdf/ir

/130213_IR_HP/FB20130213.pdf

102 ビスキャス 南ア D 南アで架空送電線プロジェクトを受注

http://www.viscas.com/index.html

http://www.viscas.com/project/proj

ect02.html

103 フジクラ モロッコ A 自動車用ワイヤーハーネスの製造・輸出 http://www.fujikura.co.jp/
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104 水島合金鉄 南ア A
南アで1996年現地法人設立、1997年からフェロマンガンの
精錬・輸出

http://www.mizukin.co.jp/index.cgi

http://www.assmang.co.za/o/mang

anese/cato_ridge_alloys.asp

http://www.mizukin.co.jp/corporate/

relation.html

105 伊藤忠丸紅鉄鋼
南ア、モザ
ンビーク

エチオピア
ナイジェリ
ア

A,D

南アに駐在員事務所。モーリシャスの鋼板製造、建材加工
会社SAFALグループ傘下の南アメッキ鋼板など製造販売会

社SAFAL Steel社に2008年新日鐵住金と出資、2010年ナイ

ジェリアのSAFALグループ冷延鋼板製造販売会社Midland

Rolling Mills（MRM）社に新日鐵住金と出資、2013年モザン

ビークで資源採掘最大手南アSASOL社が展開するガス輸

送プロジェクトからパイプライン用高強度電縫鋼管をJFEス
チールと共同で受注

http://www.benichu.com/press/200

8/081205.pdf

http://www.benichu.com/press/201

0/101206.pdf

http://www.benichu.com/press/201

3/130207-1.pdf

106 淀川製鋼所 ウガンダ A
ウガンダで2011年、ROOFINGS ROLLING MILL社からプラ
ント受注、技術供与、出資

http://www.yodoko.co.jp/

http://www.roofingsgroup.com/inde

x.php?option=com_content&view=

article&id=65&Itemid=79

107 JFEスチール
アンゴラ、モ
ザンビーク

アルジェリ
ア

D
伊藤忠丸紅鉄鋼とガスパイプライン用鋼管の受注（2013年

モザンビーク、2011年アルジェリア、2009年アンゴラ）

http://www.jfe-

steel.co.jp/index.html

http://www.benichu.com/press/201

3/130207-1.pdf

http://www.marubeni.co.jp/group_i

nfo/G2013/130207b.html

http://www.nikkeibp.co.jp/article/ne

ws/20110421/267666/

http://www.jfe-

steel.co.jp/release/2010/01/100128.

html

108 YKK
スワジラン
ド、南ア

ケニア
エジプト、
チュニジ
ア、モロッコ

A,B

ファスナー等の製造、販売。1976年スワジランド（YKK

Southern Africa社）、1996年エジプト、1997年チュニジア、

2003年ケニア、2005年モロッコに現地法人設立。南アに

Southern Africa社の支店

http://www.ykk.com/japanese/

http://www.ykk.com/japanese/corp

orate/g_establishment/fastening.ht

ml
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109 カネカ ケニア
ガーナ、ナ
イジェリア

D
女性用ウィッグ（かつら）、エクステンション（つけ毛）用原料と
して合成繊維を現地企業向けに販売。ナイジェリア他アフリ
カ一帯で販売

http://www.kaneka.co.jp/

110 カネボウ化粧品 南ア D 南アで高級化粧品を販売

111 関西ペイント
ジンバブ
エ、南ア

A

南アに現地法人Kansai Plascon Africa。2011年南ア塗料大

手Freeworld Coatings社をTOBにより連結子会社化。2013

年ジンバブエのAstra industry社を南ア子会社が買収

http://www.kansai.co.jp

http://www.kansai.co.jp/company/n

et06.html#01

http://www.kansai.co.jp/new/press1

4/20130729.pdf

112 サラヤ ウガンダ A

ウガンダに2011年現地法人設立。2009年ユニセフ衛生プロ

ジェクトのボランタリーパートナー企業として参加。JICA

BOP調査で新式アルコール消毒剤の事業化調査を実施

http://www.saraya.com/

http://tearai.jp/images/news/pdf/rel

ease_120403.pdf

113 サンエース 南ア A
塩化ビニル用安定剤等の製造・販売。南アに1996年現地販

売法人設立、2003年工場設立

http://www.sunace-corp.com/

http://www.sunace-

corp.com/outline.html

114 資生堂 南ア
エジプト、
チュニジ
ア、モロッコ

D

2009年エジプト・カイロの免税店、同年モロッコで化粧品店

網を通じた販売を開始。2010年南アで高級化粧品の現地販

売代理店による高級デパート向け販売を開始。2012年チュ

ニジアにてUTICグループを通じた高級スキンケア、メーク
アップ化粧品販売を開始

http://group.shiseido.co.jp/releimg/

1800-j.pdf

http://www.shiseido.co.jp/releimg/1

983-j.pdf

115 住友化学 南ア
ケニア、タン
ザニア

A,C

南アで1999年、農薬、蚊帳原料販売の現地法人設立。2001

年蚊帳製品がWHOのロールバックマラリアキャンペーン

パートナー製品として採択される。2003年タンザニアA to Z

社に技術供与開始、2005年同社と合弁で蚊帳製造工場設

立。JICA BOP調査にてケニア事業を調査。ケニアにて2011

年、蚊帳のスーパーマーケットを通じた市販を開始。タンザニ
アに2014年、農薬販売のための現地法人設立

http://www.sumitomo-chem.co.jp/

http://www.sumitomo-

chem.co.jp/company/group/overse

a.html#areaEU

116 高砂香料工業 南ア
マダガスカ
ル

モロッコ A

南アに現地販売法人。モロッコで2012年、天然原料抽出・加

工工場であるカナンガ社を取得、マダガスカルで2013年、バ
ニラ農園ラマナンドライベ社との合弁設立。マダガスカルで
バニラエキスを抽出しモロッコで加工する

http://www.takasago.com/ja/

http://www.takasago.com/ja/aboutu

s/location/global.html#europe

http://pdf.irpocket.com/C4914/JA1b

/q2XN/qFvQ.pdf

7 化学

18 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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117 電気化学工業 セネガル他 D
女性用ウィッグ（かつら）、エクステンション（つけ毛）用原料と
して現地工場に合成繊維を販売

http://www.denka.co.jp/index.html

118 三菱化学 南ア D

南アで2003年、大手化学メーカーSasol社とアクリル酸及び

アクリル酸エステルの販売を行う合弁会社を設立、2007年
合弁事業解消、その後も同社製品の引取権を有する

http://www.m-kagaku.co.jp/

http://www.m-

kagaku.co.jp/newsreleases/2007/2

0070910-2.html

119 ユニ・チャーム エジプト A
エジプトに2010年現地法人設立、子ども用紙おむつ、女性用
衛生商品の製造、販売

http://www.unicharm.co.jp/index.ht

ml

120 ホーユー 南ア

エチオピ
ア、ジブチ、
ケニア、
スーダン、
マダガスカ
ル、モーリ
シャス、ウ
ガンダ

ガーナ、
コートジボ
ワール、ナ
イジェリア

エジプト D
アフリカ各国にて毛染め商品を販売。エジプトにて現地化粧
品企業Luna社にてBigen（白髪染め）をライセンス生産

http://www.hoyu.co.jp/corporate/net

work/global/index.html、

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07

000934/middle_east_africa_cosme.

pdf

121 アステラス製薬 南ア A 医薬品の販売。南アに現地法人 http://www.astellas.com/jp/

122 大塚製薬 エジプト A
エジプトで1977年現地法人設立。輸液、治療薬の製造販

売。2008年ポカリスエットの販売開始
http://www.otsuka.co.jp/

123 第一三共
2008年に買収、子会社化したインドRanbaxy社を通じて医薬

品を製造・販売を行っていたが、2014年インドサン・ファーマ
の吸収合併を承認、実質売却

http://www.daiichisankyo.co.jp/new

s/detail/006105.html

124 ロート製薬 南ア ケニア A

南アで1988年に買収した米メンソレータム社の南ア法人を通

じて医薬品等の販売。ケニアにて2013年現地法人設立。

2014年JICABOP調査にて余剰農産物を利用した高付加価
値スキンケア商品事業準備

http://www.rohto.co.jp/

http://www.rohto.co.jp/comp/history

.htm

http://www.rohto.co.jp/comp/group.

htm

7 化学

8 医薬品
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125 太平洋セメント ケニア

コートジボ
ワール、ナ
イジェリア、
ベナン

C,D ケニアなどへ輸出。ケニアMonbasa Cement社へ技術供与

http://www.taiheiyo-cement.co.jp/

http://www.businessdailyafrica.com

/Corporate-News/-

/539550/620042/-/15of4st/-

/index.html

126 日本特殊陶業 南ア A
南アで2007年現地法人設立、スパークプラグ（自動車用点
火プラグ）の製造

http://www.ngkntk.co.jp/

http://www.ngkntk.co.jp/news/2006/

pdf/20061128.pdf

127 池内タオル タンザニア D
タンザニアのオーガニックコットンを用いたタオルの製造・販
売

http://www.ikeuchitowel.com/index.

html

http://www.ikeuchitowel.com/comm

unity/interview4.html

128 コナカ 南ア D
涼感に優れた天然高級素材モヘヤを南アから輸入しスーツ
を製造・販売

http://www.konaka.co.jp/

http://www.konaka.co.jp/news/pdf/2

0120403_2.pdf

129 スマイリーアース ウガンダ D
日本人がウガンダで経営するフェニックス・ロジスティクス社
のオーガニックコットン製品を輸入販売

http://www.smileyearth.co.jp/

130 東レ 南ア
アルジェリ
ア

C,D

アルジェリアで2009年、膜法海水淡水化プラント向けに逆浸

透(RO)膜エレメントを受注。南アで2012年、丸紅がLand

Water社へ東レの逆浸透膜技術・システムによる鉱山廃水

処理プラント納入（草の根無償）。南アで2012年経産省適応

FS調査にて砂漠・荒廃地の緑化・農地化促進実証調査を実
施

http://www.toray.co.jp/

http://www.toray.co.jp/news/eco/nr

090929.html

http://www.marubeni.co.jp/news/20

12/120330a.html

131
フェニックス・ロジスティク
ス

ウガンダ A

オーガニック・コットンを用いた衣料の生産。欧米・日本へ輸
出販売。柏田社長は元ヤマトシャツ副社長、操業停止してい
た現地ユージル社を買収し、2001年に再開

http://www.jbic.go.jp/ja/report/jbic-

today/2008/04/index_03.html

132 第一紡績 セネガル D
フェアトレード認証製造製品の原料としてセネガルの綿花を
調達。JETRO開発輸入企画実証事業対象

http://www.sojitz.com/jp/news/2013

/20130118.html

133 ユナイテッドアローズ ケニア
ブルキナ
ファソ

D
アフリカの職人の製造によるファッションブランド「テゲ」を発
表。ケニアによる雑貨、ブルキナファソによる生地によるジャ
ケットなどを全店舗で販売

http://www.united-

arrows.co.jp/news/corp/2013/11/03

7470.html

9

ガラス・
セメン

ト・土石
製品

10
繊維・
衣料
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134 トヨトミ
ナイジェリ
ア

D 調理用ストーブの販売 http://www.toyotomi.jp/

135 パイロット 南ア A
南アで筆記具の販売。1998年現地法人設立。タウンシップ
のスパザショップにて販売

http://www.pilot.co.jp/company/hist

ory/

http://www.jetro.go.jp/world/africa/z

a/biznews/4f22291dd7938

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07

001074/za_potential_customers.pd

f

136 ぺんてる 南ア A
南アで筆記具等の販売。2010年コクヨとアフリカを含む海外
販売で提携。売上の半分が海外であるぺんてるの販路を使
い両社の商品を販売

http://www.kokuyo.co.jp/com/press/

2010/12/1116.html

http://www.nikkei.com/article/DGX

DASDD170CP_X11C10A2TJ2000/

137 三菱レイヨン・クリンスイ 南ア D 家庭用浄水器の販売 http://www.cleansui.com/index.html

138 アシックス 南ア A
南アに2014年販売現地法人設立。南アラクビー協会とオフィ
シャルサプライヤー契約

http://www2.asics.co.jp/corp/press/

2013/doc/~d0FF78E40758AB24F4

9257BD700189BF

http://www.asics.com/jp/press/articl

e/2014-02-27

139
オーガニックソリュージョ
ンズ

ケニア、タン
ザニア、ル
ワンダ

A,C

ルワンダとケニアにてトイレの消臭剤および堆肥化剤となる
微生物の販売。ルワンダでJICA BOP調査で農業と公衆衛

生を対象とした微生物資材ビジネスを調査。2014年JICA

BOP調査でタンザニアにて食品乾燥技術に関する調査

140 ダンロップスポーツ 南ア D ゴルフクラブ販売

http://www.dunlopsports.co.jp/com

pany/index.html

http://www.dunlopsports.co.jp/com

pany/group/index.html

141 浜屋
ケニア、タン
ザニア

ガーナ、セ
ネガル、ナ
イジェリア、
マリ

D
家電のリサイクル販売。日本で回収し、アフリカでで修理・リ
ユース

http://www.hamaya-

corp.co.jp/index.html

142 PHILIA ケニア A
蚊の成長を止め発生を抑制する錠剤の販売。ケニアに現地
法人設立

http://www.philia-corp.com/

12
その他
製造業

11
生活系
製造業
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南部 東部 西部 中部 北部

企業URL

参考URL

コー
ド

業種 企業名
事業実施国 事業形

態
事業内容

143 ヒロキ エチオピア A
エチオピアに2013年現地法人設立を設立。エチオピアの羊
皮を用いたバック、財布、靴を現地生産し、日本に輸入

http://www.hiroki-co.jp/

144 ヤマハ 南ア D 楽器の販売 http://jp.yamaha.com/

145 Emrosa
ジンバブ
エ、南ア、
ボツワナ

ブルンジ A,D
農業資材の販売。南アに法人を持ち南部アフリカ一帯を販
売対象とする

http://emrojapan.com/examples/glo

bal-cases/middleeast-and-

africa/southafrica.html

146 あ印
セネガル、
モーリタニ
ア

モロッコ D タコの輸入販売 http://www.ajirushi.com/quality02/

147 石井育種場 南ア D キャベツの種の輸出

http://www.shizuoka-

cci.or.jp/assets/files/Sing201108/Si

ng8-P37.pdf

148 カネダイ ナミビア D ナミビアでカニ漁業、水産加工、輸入

http://www.kanedai-

kesennuma.co.jp/corporate/busine

ss.html

149 キントキフーズ 南ア D オーガニック農産物を南アで生産、輸入
http://blogs.yahoo.co.jp/kintokifood

s/62200626.html

150 サカタのタネ

ザンビア、
ジンバブ
エ、スワジ
ランド、ナミ
ビア、南ア、
ボツワナ、
マラウィ、モ
ザンビー
ク、レソト

ウガンダ、
ケニア、
スーダン、
タンザニ
ア、マダガ
スカル、
モーリシャ
ス

ブルキナ
ファソ、コー
トジボワー
ル、ガー
ナ、セネガ
ル

エジプト A,B,D

種子の販売。南アで1999年野菜種苗会社MayFord社を完

全子会社化。ケニアにて2011年駐在員事務所を設立。南

部、東アフリカで販売代理店を用いて販売。南アにて2012年

からJICA BOP調査で小規模野菜農家インキュベーション事
業を調査

http://www.sakataseed.co.jp/corpor

ate/

151 坂ノ途中 ウガンダ A

ウガンダにて有機ゴマの栽培・輸入および有機野菜の栽培・
現地での販売。2014年ウガンダに現地法人設立。JETRO開
発輸入企画実証事業対象

http://www.on-the-slope.com/

152 大洋エーアンドエフ
ナミビア、南
ア

A

マルハニチロ水産子会社。南アで底はえなわ漁業（メロ等）、
2003年より日本籍船による単独事業も開始。ナミビアでカニ
籠漁業

http://www.tafco.jp/devision/index.h

tml

12
その他
製造業

13
農林水

産

22 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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153 津久浦
モーリタニ
ア

D タコの輸入販売
http://www.tsukukatsu.co.jp/index.h

tml

154 マルハニチロ水産 モロッコ B
モロッコに駐在員事務所。市場に関する研究、漁業製品の検
査、書類の入手

http://www.fish.maruha-

nichiro.co.jp/

155
ルワンダナッツカンパ
ニー

ルワンダ A ルワンダでアカデミアナッツを生産・加工

156 味の素
ケニア、タン
ザニア

コートジボ
ワール、
ガーナ、ナ
イジェリア

カメルーン エジプト A,B,D

うま味調味料や加工食品の市販、業務用向け販売を行う。
ナイジェリアで1991年現地法人設立。現地人材1,200人を雇
用し工場でのリパック生産、販売店への営業を行う。エジプト
で2011年現地販売法人設立。コートジボワールで2012年現

地法人を設立し、工場にてリパック生産および西アフリカ11

カ国を対象とした販売を開始。2013年ケニアとカメルーンに

て駐在員事務所設立。ガーナにてJICA BOP調査で離乳期

栄養強化食品事業調査、タンザニアにて経産省適応FS調査

でアミノ酸含有肥料調査実施。ナイジェリアにて2015年度か
ら東洋水産との合弁企業により即席麺の生産・販売を行うこ
とを発表

http://www.ajinomoto.com/jp/press

center/press/detail/2011_06_09.ht

ml

http://www.ajinomoto.com/jp/press

center/press/detail/2013_05_15.ht

ml

http://www.ajinomoto.com/jp/press

center/press/detail/2013_12_18_1.

html

157 サンヨー食品
ナイジェリ
ア

A
2013年、シンガポールの農業総合商社Olam Internatonal社
が持つナイジェリアの現地企業に出資、即席麺市場へ参入

http://olamonline.com/olam-

international-and-sanya-foods-

form-joint-venture-in-nigeria-to-

manufacture-and-distribute-

instand-noodles

158 東洋水産
ナイジェリ
ア

A
2015年度からナイジェリアにて、味の素との合弁企業により
即席麺の生産・販売を行うことを発表

http://www.maruchan.co.jp/ir/other/

documents/131218_ajinomoto1.pdf

159 日清食品 ケニア モロッコ A

ケニアで2013年国立ジョモケニヤッタ農工大学と合弁会社

設立。インド子会社で生産した即席麺を輸入販売。2014年、
モロッコに販社設立

http://www.nissinfoods.co.jp/

http://www.nissinfoods-

holdings.co.jp/img/show_pdf.php?t

ype=news&image=3123_pdf_1.pdf

&pdf=1

http://s.nikkei.com/10ISlCZ

http://www.nikkei.com/article/DGX

NZO68257850U4A310C1TJ1000/

13
農林水

産

14
食品・
飲料
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14
食品・
飲料

160 日本たばこ産業

ザンビア、
ジンバブ
エ、南ア、マ
ラウィ

スーダン、
南スーダ
ン、タンザ
ニア

エジプト、
チュニジ
ア、モロッコ

A,D

タバコ等の製造・販売。
スーダン・南スーダンのタバコ会社Haggar Cigarette &

Tobacco Factory (HCTF)社を2011年買収。エジプトで2013

年水タバコ会社Al Nakhla Tobacco社を買収。タンザニアの

Tanzania Cigarette社に75%出資。南ア、チュニジア合わせ

合計7つの製造拠点。南ア、ジンバブエ、ザンビア、マラウィ、
タンザニア、モロッコ、チュニジアから葉タバコ原料を調達

http://www.jti.co.jp/investors/press_

releases/2011/pdf/20111201_01.pd

f

http://www.jti.co.jp/investors/press_

releases/2011/pdf/20110728_03.pd

f

http://www.jti.co.jp/investors/press_

releases/2012/pdf/20121116_03.pd

f

http://www.jti.co.jp/investors/press_

releases/2007/pdf/20070418_02.pd

f

http://www.jti.co.jp/recruit/fresh/sog

o/2014/people/shigeruishii/index.ht

ml

161 北越紀州製紙 南ア A 南アで植林地を保有し、木材チップを輸入

http://www.hokuetsu-

kishu.jp/environment/forest_w_afric

a.html

162 日本製紙 南ア A
南アで1996年、住友商事・現地林業組合CTCと現地法人

Forest Resources社を設立

http://www.nipponpapergroup.com/

contents/000163733.pdf

163 アンゴラ石油 アンゴラ C アンゴラでの油田開発。三菱商事系グループ

164 岩谷産業 リベリア A
1989年リベリアで現地法人設立。LPGタンカーのリース事業
を実施。

http://www.iwatani-

europe.de/network-operational-

companies.html

165 エイジックス石油 アンゴラ C アンゴラでの油田開発

166 海外ウラン資源開発 ニジェール A ニジェールでAkoutaウラン鉱山の権益25％を保有
http://mric.jogmec.go.jp/public/repo

rt/2011-04/niger_11.pdf
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167 国際石油開発帝石
アンゴラ、モ
ザンビーク

DRC
エジプト、リ
ビア、アル
ジェリア

B,D

石油・ガスの探鉱・開発・生産。アンゴラで2012年ブロック14

鉱区（原油）への参加。アルジェリアで2003年オハネットガス

田で天然ガス生産。リビアで2005年石油探鉱開発。DRCで

1975年から石油の探鉱・開発・生産。モザンビークで2013年
子会社インペックスモザンビーク石油株式会社が探鉱鉱区
権益獲得。エジプトで石油の探鉱。リビアとエジプトで駐在員
事務所設立

http://www.inpex.co.jp/business/afri

ca.html#afrc02

http://www.inpex.co.jp/news/inpex/

2004/0927.pdf

http://www.inpex.co.jp/news/pdf/20

12/20120821.pdf

http://www.inpex.co.jp/news/teikok

uoil/press/031029.pdf

http://www.inpex.co.jp/news/teikok

uoil/press/050727.pdf

http://www.inpex.co.jp/news/teikok

uoil/press/051003.pdf

http://www.inpex.co.jp/news/pdf/20

13/20130402.pdf

168 JX日鉱日石エネルギー 南ア B,D
アフリカ各国への潤滑油販売。南アに2014年駐在員事務所
を設立

http://www.noe.jx-

group.co.jp/newsrelease/2013/201

31111_01_0944355.html

169 日本海洋掘削 アンゴラ
ナイジェリ
ア

A,B
石油・天然ガス開発の海洋掘削。ナイジェリアに現地法人、
アンゴラに駐在員事務所。ガーナ、カメルーン、アンゴラ、ナミ
ビア、コンゴ、ナイジェリア、チュニジアで受注実績

http://www.jdc.co.jp/business/offsh

ore/customer-offshore.php

170 日本植物燃料
モザンビー
ク

D

モザンビークで2012年から契約農家においてジャトロファを

生産、軽油代替燃料と肥料の供給を目指す。2014年欧州の

開発機関及び国際開発機関が出資する投資ファンドから150

万ドルを調達。農村部において電子マネーインフラ整備を実
証実験

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

http://www.value-

press.com/pressrelease/121788

171 三井海洋開発 アンゴラ
ガーナ、
コートジボ
ワール

A

浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）の建設・
リース・オペレーション。アンゴラ、ガーナ、コートジボワール
に現地法人、アンゴラ、ガーナ、ガボン、カメルーン、コートジ
ボワール、赤道ギニア、ナイジェリアでプロジェクト実績

http://www.modec.com/jp/project/lo

cations/index.html

172 Asia Minerals
南ア、ザン
ビア

A,B
日本人が起業した鉱物資源関連ビジネス。南アに現地法
人、マンガン鉱石の採掘

http://www.asia-

minerals.com/about.html

16
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http://www.modec.com/jp/project/locations/index.html
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173 カービュー ケニア A
グローバル中古車販売サイト運営。日本企業等のアフリカで
の中古車販売を支援。2012年ケニアに現地法人設立

http://www.tradecarview.com/sw/

174
太陽インダストリーアフリ
カ

ナイジェリ
ア

B

ナイジェリアに駐在員事務所。ナイジェリアへの日本製アニ
メーションの制作・輸出。2014年より手塚プロダクションによ
る日本アニメをナイジェリアの放送局にて放送開始。土壌用
環境資材など日本資材のアフリカへの輸出。

http://taiyo-industry.jp/

175 手塚プロダクション
ナイジェリ
ア

D
鉄腕アトムのリメーク版「ロボットアトム」をナイジェリアの大
手民放と共同制作、2014年放映開始

http://www.nikkei.com/news/print-

article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGX

NASFE0102Q_R00C14A4000000&

uah=DF270920114369

176 AMP MUSIC ケニア セネガル DRC D

日本人によって起業された、アフリカのインディーズ音楽をイ
ンターネットを使って世界で販売する音楽レーベル。ケニア、
セネガル、コンゴ民主の貧困エリアに住むミュージシャンの音
楽をiTunesなどを用いて世界へ配信・販売。2013年日清食
品がケニアで販売する即席麺用キャンペーンソングを制作。
2014年手塚プロダクションによりナイジェリアで放映開始さ
れたロボットアトムのエンディングテーマを制作

http://amp-music.net/

177 NTT（日本電信電話）

アンゴラ、ジ
ンバブエ、
ザンビア、
ナミビア、南
ア、ボツワ
ナ、マラ
ウィ、モザン
ビーク

ウガンダ、
ケニア、タン
ザニア、
モーリシャ
ス、ルワン
ダ

ガーナ、ナ
イジェリア

ガボン、コ
ンゴ、
DRC、ブル
ンジ

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッコ

A

法人向けITシステムの基盤構築、保守等のサービス。アフリ

カ21カ国で拠点を持ち、34カ国でサービス提供が可能。

2010年南ア大手ITシステム会社Dimension Data社買収。

Dimension Data社は南アのISP Internet Solutions社など多
くの子会社を持つ

http://www.ntt.co.jp/

http://www.ntt.com/global/data/area

_africa.html

http://www.ntt.co.jp/news2010/100

7/100715a_1.html

178 ビズライト・テクノロジー ジンバブエ D ジンバブエ政府からサーバ構築を受託
http://www.bizright.co.jp/ir/2011010

5_press.html

179 楽天 南ア A 2013年子会社カナダKobo社が南アで電子書籍事業を開始

http://paidcontent.org/2013/04/02/k

obo-finally-starts-selling-e-readers-

directly-through-its-website/

180
レックスバート・コミュニ
ケーションズ

ルワンダ D
ルワンダへソフト開発のオフショア。JETRO開発輸入企画実
証事業対象

http://www.rexvirt.com/news

17
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http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASFE0102Q_R00C14A4000000&uah=DF270920114369
http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASFE0102Q_R00C14A4000000&uah=DF270920114369
http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASFE0102Q_R00C14A4000000&uah=DF270920114369
http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASFE0102Q_R00C14A4000000&uah=DF270920114369
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181 伊藤忠商事
ジンバブ
エ、南ア

エチオピ
ア、ケニア

ガーナ、ナ
イジェリア、
コートジボ
ワール

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア、モロッ
コ、リビア

A,B,D

南ア、ジンバブエ、ケニア、エチオピア、ナイジェリア、ガー
ナ、コートジボワール、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モ
ロッコ、リビアに拠点
南ア：コマツ建設機械の販売、自動車の輸出入。2008年

SAFALグループの鋼板製造会社への出資、2011年加企業

のプラチナ・ニッケル探鉱事業に参画、2012年太陽光発電
事業の買電契約を締結
コートジボワール：2014年2月現地法人設立

アルジェリア：2000年天然ガス田開発、2005年IHIと天然ガ

ス液化プラント向けボイラーを受注、2006年IHIと海水淡水

化・発電プラントを完成、2006年鹿島建設・大成建設・西松
建設・間組と高速道路建設工事を受注
ナミビア：2007年ガス田の権益確保、2010年新規ウラン鉱山
開発プロジェクトへの追加投資
ジンバブエ：MOTEC社に対して25%出資､マツダ車の生産・
販売
ナイジェリア：2010年SAFALグループの鋼板加工会社に出
資
エジプト：繊維・衣料の輸入・展開
モザンビーク：食用大豆の生産委託・輸入
カカオ豆の輸入（ガーナ）、タコの輸入（モーリタニア）、ガスパ
イプライン用鋼管の受注（2013年モザンビーク、2011年アル
ジェリア等）等

http://www.itochu.co.jp/ja/about/net

work/africa/

http://www.itochu.co.jp/ja/news/201

2/121130.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/201

1/110603.html

http://www.benichu.com/press/200

8/081205.pdf

http://www.itochu.co.jp/ja/business/

chemical/field/04/

http://www.itochu.co.jp/ja/news/200

6/060727.html

http://www.nikkenren.com/archives

/doboku/ce/ce0901/kensetukigyou.

html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/200

7/070423.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/200

7/070404_2.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/201

0/100709.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/201

3/1310105.html

182 住友商事
アンゴラ、
南ア、モザ
ンビーク

ケニア、タン
ザニア、マ
ダガスカル

ガーナ

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッ
コ、リビア

A,B,D

南アに現地法人、アンゴラ、ケニア、タンザニア、マダガスカ
ル、モザンビーク、ガーナ、エジプト、モロッコ、アルジェリア、
リビアに拠点
南ア：2007年マンガン鉱石等を生産する南ア企業への投

資、2012年風力発電事業の買電契約締結、1997年水島合

金鉄等とフェロマンガンの精錬・輸出、1996年日本製紙等と
植林事業、ウッドチップの輸出、住友化学現地法人農薬販売
会社Philagro社出資、2014年南ア現地法人化

マダガスカル：2005年加企業・韓国企業とのニッケル鉱山事

業参画、2014年商業生産開始

タンザニア：2012年天然ガス火力発電所建設を受注

アンゴラ：2011年三菱重工・東洋エンジニアリング・双日と肥
料製造プラントの先行エンジニアリング契約受注
エジプト：2002年～2009年日立と火力発電所建設を受注

チュニジア：2009年国営テレビ放送公社向けに放送機材を

契約（JICAのSTEP条件の円借款活用）
リビア：民活型造水・発電プロジェクト
ナイジェリア、リビア：トヨタ自動車の販売
ケニア：切花（バラ）栽培への農薬販売
その他：マラリア予防蚊帳の販売、農薬の販売

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

lish/company/point/africa.html

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

ws/2012/20121106_110004.html

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

ws/2013/20130404_110004.html

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

ws/2006/20061030_121918.html

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

iness_overview/resource_chemical

/outline16a.html

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

ws/2012/20120607_110001.html

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

ws/2011/20111115_110000.html

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

iness_overview/infrastructure/outlin

e11b.html

http://www.jetro.go.jp/jetro/activitie

s/oda/model_study/oil/pdf/h18_11.p

df
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183 双日
アンゴラ、
南ア、モザ
ンビーク

ナイジェリ
ア、ガーナ

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッ
コ、リビア

A,B,D

南ア、アンゴラ、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、アルジェリ
ア、リビアに拠点
モザンビーク：双日100%出資のSojitz Maputo

Cellulose(SOMACEL社）を設立し、木材チップの製造・輸出

南ア：2008年スズキ四輪車のディーラーを設立、販売

ナミビア：2011年韓国企業と風力発電事業に参画

アンゴラ：2008年セメントプラント建設受注、2011年三菱重
工・東洋エンジニアリング・住友商事と肥料製造プラントの先
行エンジニアリング契約受注
ガーナ：2012年スペイン企業と海水淡水化事業

エジプト：2006年原油生産鉱区の権益獲得、2008年原油・ガ
ス探鉱に成功
ガボン：石油・ガス上流権益保有
セネガル：2013年子会社第一紡績が綿花のフェアトレード認
証・輸入開始
マラウイ：豪州ライナス社に融資（レアアース権益）
その他：鉄鋼製品の販売（関連会社メタルワン）

http://www.sojitz.com/jp/corporate/

network/base/base.asp?area_e=Eu

rope,%20Africa,%20Middle%20Eas

t%20,Russia%20%26%20NIS

http://www.sojitz.com/jp/news/2011

/20110701.html

http://www.sojitz.com/jp/news/2008

/20080604.html

http://www.sojitz.com/jp/news/2011

/20110113.html

http://www.sojitz.com/jp/news/2008

/20080807.html

http://www.sojitz.com/jp/news/relea

ses/20111115.html

http://www.sojitz.com/jp/news/2012

/20121029.html

http://www.sojitz.com/jp/news/2006

/20060831.html

http://www.sojitz.com/jp/news/2008

/20081222.html

http://www.sojitz.com/jp/divisions/e

nergy/business.html

184 豊田通商

アンゴラ、
ザンビア、
ジンバブ
エ、南ア、マ
ラウィ

ケニア、ウ
ガンダ、
モーリシャ
ス

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア

A,B,D

南アで2000年、ケニアで2012年現地事務所設立。アンゴラ、
エジプト、アルジェリア、チュニジアに拠点を持ち、出資自動
車販売代理店は南ア、アンゴラ、マラウィ、ジンバブエ、ザン
ビア、モーリシャス、ケニア、ウガンダの8社。合計東・南部ア

フリカ中心とする25カ国にネットワークを持っていたが、2012

年仏大手商社で西・中央アフリカ32カ国にネットワークを持つ

CFAO社を子会社化し、アフリカ全土にネットワークを持つこ
ととなった。
南ア：自動車用部品の生産支援（鉄鋼、カーシート、内装品
等）、販売、リース事業、トヨタ車・スバル車販売（2010年スバ
ル車南ア販社完全子会社化）
ケニア：トヨタケニアにて自動車やバイクのCKD生産・販売、

中古車販売、リース。2011年東芝・現代エンジニアリングと
地熱発電所建設を受注。ケニア・南スーダン間の石油パイプ
ライン建設の調査を実施。2012年ケニア国政府と国家ビジョ

ン実現に向けた包括的な覚書を締結。2013年ケニアのモン
バサ港におけるコンテナ搬送用クレーンを三井造船とともに
受注
エジプト：2000年代から火力発電所・発電所向け機器を販

売。2008年海洋ガス田掘削請負事業開始。トヨタのCKD工
場への出資

http://www.toyota-

tsusho.com/corporate/branch/africa

.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2012/12/201212

25-4139.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2011/11/201111

07-3892.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2012/08/201208

15-4049.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press_past/2008/2008

0929_1.html
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185 丸紅
南ア、アン
ゴラ

エチオピ
ア、ケニア

ガーナ、ナ
イジェリア

赤道ギニア

アルジェリ
ア、エジプ
ト、リビア、
モロッコ

A,B,D

ナイジェリアに現地法人、南ア、アンゴラ、ケニア、エチオピ
ア、ガーナ、エジプト、アルジェリア、リビア、モロッコに拠点
南ア：2008年SAFALグループの鋼板製造会社への出資、IT

システム・ソリューションの提案・受注、金属資源（銅・コバル
ト・フェロクロム）の輸出、チップの輸出
アンゴラ：2010年繊維工場リハビリ案件を3件受注、2012年
製糖・バイオエタノール工場建設受注
赤道ギニア：2005年LNG事業へ米マラソンオイル社、赤道ギ

ニアGEPetro社、三井物産とともに出資

ナイジェリア：2010年SAFALグループの鋼板加工会社に出

資、電力EPC・発電所リハビリ案件、自動車・化学品の輸出

ガーナ：100%出資のトヨタガーナにてトヨタ車、日野車の販

売、合成樹脂、食品のガーナ向け輸出、2010年メタノール事

業化調査開始、FPSOの長期傭船事業への出資
エチオピア：アルトランガノ地熱発電所に掘削用資機材納
入、自動車・建設機械の輸出、コーヒー豆の輸入
ケニア：自動車、農業機械、化学品のケニア向け輸出、セメ
ント材料の周辺国含めた輸出
モザンビーク：メタノール事業化取り組み
チュニジア：2003年に100%子会社化したサイスアジア社が

IPP発電事業を実施

その他：2012年中国新希望六和社とアフリカでの飼料畜産
インテグレーション合弁事業に同意

http://www.marubeni.co.jp/compan

y/offices/003870.html

http://www.marubeni.co.jp/news/20

12/120330a.html

http://www.marubeni.co.jp/news/20

10/101125.html

http://www.marubeni.co.jp/news/20

12/120207.html

http://www.marubeni.co.jp/news/20

05/050606.html

http://www.marubeni.co.jp/news/20

10/101004.html

http://www.marubeni.co.jp/dbps_da

ta/_material_/maruco_jp/120117d.p

df

186 三菱商事
南ア、モザ
ンビーク

エチオピ
ア、ケニア、
タンザニア

ナイジェリ
ア、コートジ
ボワール、
セネガル、
リベリア

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッ
コ、チュニジ
ア

A,B,D

南ア、モザンビーク、ケニア、タンザニア、エチオピア、ナイ
ジェリア、コートジボワール、セネガル、アルジェリア、エジプ
ト、モロッコ、チュニジアに拠点
南ア：2002年、南アステンレス原料大手HERNIC

Ferrochrome社買収。自動車等の輸出入
ケニア：重電機、エレベーター事業、プラント、自動車等の輸
出入、コーヒー豆の輸入
ナイジェリア：尿素肥料プラントオーナーであるNotore

Chemical Industries社と合弁。アンモニア、尿素、その他化
学品の製造プラントを開発
モザンビーク：1998年モザンビーク政府、BHPビリトン社、南

アフリカ開発公社とアルミ精錬事業を行うMOZAL社設立
ガボン・アンゴラ・リベリア：石油・ガスの炭鉱開発・生産
セネガル：化学資材の輸出、水産物の日本への輸入
チュニジア：2006年ガス田開発鉱区に参入

エジプト：2007年近畿車輛・東芝とカイロ地下鉄向け車両受

注、2006年アンモニア製造・販売事業に出資

リベリア：2011年、石油・ガス探鉱鉱区ブロック10への10%

参画
エチオピア：三菱自動車、タイヤ、化学品の輸出、コーヒーの
輸入

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

a/network/africa

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

a/ir/library/magazine/pdf/no03_p01.

pdf

http://www.bloomberg.co.jp/news/1

23-LQWHVC0YHQ0X01.html

http://www.africa-

news.jp/news_y4mCxiHlc.html

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

a/csr/sustainability/sustainability06.

html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2006/release/20060512.html

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

a/pr/archive/2006/files/0000002515

_file1.pdf

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

a/pr/archive/2011/html/0000013149

.html

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

a/pr/archive/2010/html/0000010920

.html
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18
総合商

社
187 三井物産

ボツワナ、
南ア、モザ
ンビーク

ケニア ガーナ 赤道ギニア
エジプト、ア
ルジェリア、
モロッコ

A,B,D

南ア、モザンビーク、ケニア、ガーナ、エジプト、アルジェリ
ア、モロッコに拠点
南ア：2006年から東芝と資源輸送用電気機関車を受注・製

造。2013年英国投資子会社通じて出資する発電事業会社2

社Eskomと長期売電契約を締結
モザンビーク：米アナダルコ社等と石油・天然ガス探索事業。
2008年探鉱鉱区権益取得、2012年ガス田発見、2018年生
産予定
ガーナ：2008年石油・ガス探鉱権取得、2012年韓国電力

E&Cとガス火力発電所拡張事業を受注
ケニア：発電事業、パイプライン、ポリウレタン、農薬などの輸
出
モロッコ：2011年石炭火力発電発電所受注

エジプト：2007年太陽熱・ガス統合発電設備建設契約受注、

韓GS建設と製油所向け軽質油精製設備受注

赤道ギニア：LNG事業への出資

アンゴラ：2007年LNG船建造契約・長期傭船契約締結

ナミビア：2006年石油・天然ガス探鉱鉱区権益の取得

2011年シンガポール企業Portek社TOBにより買収し、ガボ

ンのGabon Port Management社、ルワンダの通関サービス

MAGERW社、アルジェリアのBejaia Mediterranean

Terminalsが子会社化

http://www.mitsui.com/jp/ja/compa

ny/worldwide/africa/

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2011/1193282_1822.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2013/1200506_4689.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2008/1189247_1492.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2008/1189339_1492.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2012/1198383_3610.html

http://www.japanfs.org/ja/pages/02

4718.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2007/1189079_1498.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2007/1189038_1498.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2007/1189122_1498.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2006/1188945_1496.html

188 伊藤忠オートモービル 南ア D 自動車部品・用品、建設機械用部品の輸出入 http://www.itac.co.jp/index.html

189
ヴォークス・トレーディン
グ

南ア
ウガンダ、
マダガスカ
ル

エジプト、モ
ロッコ

D

輸入スパイス専門商社。エジプトのバジル、オニオン、ウガン
ダのバニラの他、マダガスカル、南ア、モロッコから輸入。
JETRO開発輸入企画実証事業対象

http://www.voxtrading.jp/

http://www.jetro.go.jp/world/africa/s

eminar_reports/pdf/201207_materi

al_05_1.pdf

190 兼松
ブルキナ
ファソ

D 食用ゴマの輸入。JETRO開発輸入企画実証事業対象 http://www.kanematsu.co.jp/

191 カフェ・ド・カルモ
ケニア、タン
ザニア

D ケニア・タンザニアの生豆の輸入 http://cafedocarmo.jp/

192 川商フーズ
ガーナ、ナ
イジェリア

B,D

缶詰の製造、輸出。1950年代よりナイジェリア、ガーナ向け

にサバ缶であるGEISHA（ゲイシャ）ブランドの缶詰を発売、

サバのトマトソース煮は年間40万個販売。2010年、ガーナに

駐在員事務所。2011年JICA BOP調査にて地産地消ビジネ
ス調査を実施

http://www.kawasho-foods.co.jp/

http://business.nikkeibp.co.jp/article

/report/20120702/234010/?P=1

19
専門商
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193 ケンリン
ナイジェリ
ア

B 鉱物資源、農産物などの輸出入

http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%8

1%E6%A5%AD/KENLYN%E6%A0

%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A

%E7%A4%BE-

%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%

83%AA%E3%83%B3

194 興和 南ア D 医療用機器、光学機器の販売 http://www.kowa.co.jp/index.htm

195 小林桂 モロッコ D
食品の輸入。モロッコの唐辛子等。JETRO開発輸入企画実
証事業対象

http://www.jetro.go.jp/world/africa/s

eminar_reports/pdf/201207_materi

al_04.pdf

196 サン機械貿易
ナイジェリ
ア

D 石油精製関連機械、産業資機材の輸出

http://www.sunmachinery.co.jp/ma

p/map.html

http://www.sunmachinery.co.jp/prof

ile/profile.html

197 三東食品 エジプト D エジプトから乾燥野菜、冷凍野菜、冷凍いちごの輸入

http://www.santo-

syokuhin.co.jp/product3/product3.ht

m

198 ジャサコーポレーション アンゴラ D 南部アフリカ各国政府のコンサルタント、輸出入業

199 太洋物産 南ア B 音響機器などの輸出 http://taiyobussan.jp/profile.html

200 立花商店
ガーナ、シ
エラレオネ

D
食品の輸入。ガーナ、シエラレオネのカカオ豆等。JETRO開
発輸入企画実証事業対象

http://www.tachibana-grp.co.jp/

201 西澤
モザンビー
ク

タンザニア
ガーナ、ナ
イジェリア

A,B
中堅商社。繊維全般から鉄鋼、各種機械・プラント、産業用
資機材の輸出入。ナイジェリア、タンザニアに現地法人、モザ
ンビーク、ガーナに駐在員事務所

http://www.nishizawa-ltd.com/

http://www.nishizawa-

ltd.com/kaigai/index.html

202 ファーイースト
ウガンダ、
ケニア、ジ
ブチ

エジプト D
食品の輸入。エジプトの塩、ウガンダのドライフルーツ等。
JETRO開発輸入企画実証事業対象

http://fareastinc.co.jp/

203 フジ物産 南ア B ケープタウンに立ち寄る日本漁船に対しマグロの餌を供給

http://www.jc-

center.jp/download/company10.pdf

／http://shizuoka-

cci.or.jp/assets/files/Sing201205/Si

ng5-P23.pdf

19
専門商
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204
フラワーオークションジャ
パン

ケニア D 花卉の輸入
http://www.faj.co.jp/02_ABOUT/pdf

/fairtrade.PDF

205 味方塾
エチオピ
ア、ケニア、
ルワンダ

ブルンジ D コーヒー豆の輸入

http://www.shizuoka-

cci.or.jp/assets/files/Sing201210/Si

ng10-P23.pdf

206 モノ・インターナショナル ケニア D ケニアヴェルモント社のプリザーブドフラワーの輸入 http://www.mo-no.co.jp/brand#vmt

207 阪和興業 南ア B

フェロクロム等資源や資源資機材の輸出入。南アに支店。
2002年S.A.Chrome 社の独占販売権を得てフェロクロムの

輸入を開始、2005年、世界第2位のフェロクロム企業サマン
コール社に出資し日本における独占販売権を獲得

http://www.hanwa.co.jp/nenrin/repo

rt_news/no272/news_1.html

208 太知ホールディングス 南ア
ケニア、
スーダン

ナイジェリ
ア

エジプト、モ
ロッコ、リビ
ア

B
中東・アフリカ専門商社。家電、精密、自動車、医療品等を扱
う

http://www.anabas.co.jp/

http://www.anabas.co.jp/business/

worldwide/

209 津梁貿易
モザンビー
ク

タンザニ
ア、マダガ
スカル

コートジボ
ワール、
トーゴ、ベナ
ン、ブルキ
ナファソ、ニ
ジェール

A,D

タンザニアで起業した日本人金城氏が形成したコングロマ
リット企業群。タンザニアの他、モザンビーク、トーゴ、マダガ
スカル、ベナン、ブルキナファソ、コートジボアール、ニジェー
ル等で事業展開

www.shinryotrading.com/

210
SANZO Import &

Export
南ア A 南アで日本人が起業

211 Tecmed Africa 南ア A 南アで日本人が起業

212 Uchida Agency
ナイジェリ
ア

A ナイジェリアで日本人が起業。発電機を販売

http://companies.globalmarket.com

/uchida-agency-limited-

280473.html

213 VTホールディングス 南ア A
自動車ディーラー。南アのWestern Breeze Trading23社を
買収

www.vt-holdings.co.jp/

214 World Trading 南ア A 南アで日本人が起業

19
専門商
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215 コトブキ・トレーディング 南ア A 中古車の輸出。マラウィ、ジンバブエ、ザンビアにも販路 http://www.kotobuki.co.za/

216 シマ商会
モザンビー
ク

A モザンビークに2013年現地法人設立

http://www.shima-

corp.com/company/information_ne

ws/2013/08/8231.html

217 タカシエンタープライズ ウガンダ A 中古車の輸出、ウガンダに現地法人設立
http://www.tep.co.jp/company/inde

x.html

218 トラスト 南ア A
自動車（新車、中古車）の輸出販売。南ア現地法人設立。周
辺南部アフリカへも販売

http://www.trust-ltd.co.jp/

219 ビィ・フォアード
南ア、ザン
ビア

タンザニア A

インターネットを通じた中古車輸出ビジネス。南ア、ザンビ
ア、タンザニアなどに現地協力会社。タンザニアに2012年、

ザンビアに2013年駐在員事務所設立

http://www.beforward.jp/company/

http://www.beforward.jp/company/

media/

220 ワールドナビ ケニア D 中古車の輸出 http://www.worldnavi.co.jp/

221
ワールドワイド・アンド・カ
ンパニー

タンザニア B 中古車の輸出。2012年タンザニア現地事務所設立 http://worldwide-company.jp

222
AUTOREC

ENTERPRISE
ザンビア A 中古車の輸出 http://www.autorec.co.jp/

223 DIA Zambia ザンビア A 中古車の輸出

224 ICHII LDA MAPUTO
モザンビー
ク

A 中古車の輸出。1995年モザンビーク現地法人設立 http://ichii.is-mine.net/index.html

225 ODAOIL ZAMBIA ザンビア A 中古車の輸出

226 Afric Art Design ウガンダ等 D アフリカのアートの紹介・販売 http://kohkuroki.blogspot.jp/

227 andu amet エチオピア D
エチオピアのシープスキンを使用したエシカル☓リュクスなレ
ザーブランド。エチオピアで製造、日本で販売

http://www.anduamet.com/

228 Dear Morocco モロッコ D モロッコ産の雑貨の輸入販売 http://www.dearmorocco.com/

229
DENTOU ZAKKA

MOROCCO
モロッコ D モロッコ産の雑貨の輸入販売

230 HASUNA ボツワナ ルワンダ D
フェアトレード素材を使用したジュエリーの製作・販売を行う
エシカルブランド。ルワンダの牛の角、ボツワナのダイヤモン
ドを用いたジュエリーを日本で製造・販売

http://www.hasuna.co.jp/

20
中古車
販売

21
特定製
品輸入
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231 Intego Art Project ルワンダ D ルワンダアーティストによる絵画の紹介・販売 http://integoartproject.blog.fc2.com/

232 Ruise B
ケニア、ル
ワンダ

D
ルワンダやケニアの女性が作ったバスケットやバックを輸入
販売。JETRO開発輸入企画実証事業対象

http://www.ruiseb.jp/index.html

233 Rupurara Moon ジンバブエ D ジンバブエのビーズアクセサリーや小物を輸入販売 http://rupurara-moon.com/

234 アスプルンド 南ア D
南ア産のオーガニックコスメの輸入販売。JETRO開発輸入
企画実証事業対象

http://www.botany-

cosme.jp/specialedition/beautyjour

ney.html

http://www.jetro.go.jp/jetro/activitie

s/oda/pdf/project_pilot/africa_organ

iccosme2011.pdf

235 ア・ダンセ
ブルキナ
ファソ

D ブルキナファソのシアバターを輸入販売 http://www.a-danse.jp/

236 アフリカの花屋 ケニア D ケニアからバラの花を直輸入・販売 http://www.africa-flower.com/

237 アフリカンスクエアー

エチオピ
ア、ケニア、
タンザニ
ア、マダガ
スカル

ブルキナ
ファソ、マリ

チュニジ
ア、モロッコ

D アフリカ雑貨専門の輸入販売・卸売 http://www.african-sq.co.jp/

238
アライアンス・ファクト
リー

ザンビア D
ザンビアの竹で作った自転車フレームによる高級自転車
ZAMBIKESの輸入販売

http://www.zambikes.jp/

239 バラカ タンザニア D
タンザニアのコーヒー、紅茶、絵画、布などの輸入販売・卸
売。JETRO開発輸入企画実証事業対象

http://www.africafe.jp/dearshop.ht

ml#gaiyou

240
フィール・ピースプロジェ
クト

ベナン D

ベナン産シアバターを使ったスキンケア商品を日本で製造・
販売。 ゾマホンベナン共和国大使が代表を務めるIFE財団と
ネクスト社、スタジオグラフィコ社の共同プロジェクト

http://www.feelpeace.jp/

241 ポレポレ ケニア D
日本人佐藤氏がケニアで起業したケニアナッツ社の商品な
どの輸入販売

http://www.poreporejapan.org/

242 丸吉日新堂印刷 ザンビア D ザンビアのバナナの茎を使った名刺の販売
http://www.nissindou.co.jp/

http://www.nissindou.co.jp/eco/opc/

21
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243 モロッコスタイル モロッコ A モロッコ雑貨の製造・輸入・販売 http://www.morocco-style.com/

244
ワイズ・ケニアイン

ターナショナル
ケニア D ケニアの農産物、民芸品の輸入販売

http://www.wise-

kenya.com/index.html

245 出光タンカー リベリア A

原油、石油製品等の外航輸送。
リベリアで1987年、便宜置籍国のインセンティブ（税金軽減
等）を活用するため現地法人設立

http://www.idemitsu.co.jp/content/1

00511449.pdf

246 川崎汽船 南ア A
南アで2009年現地法人設立。上海－ダーバン－ケープタウ
ンのアジアアフリカ航路、南アフリカ－西アフリカ航路を持つ

http://www.kline.co.jp/news/detail/1

187080_1454.html

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASDD0705S_S0A720C1MM8000

/

247 商船三井 南ア

ガーナ、
コートジボ
ワール、ナ
イジェリア

A,B

原油、石炭、鉄鉱石、コンテナ貨物等の外航輸送。マレーシ
ア／シンガポール－ダーバン－モザンビーク航路に加え、上
海－ケープタウンのアジアアフリカ航路を2013年より就航開

始。ナイジェリアとガーナに2005年現地法人設立。南アで

1999年現地法人設立。コートジボワールで2010年現地事務
所設立

http://www.mol.co.jp/molgroup/loca

tion/index.html

http://lnews.jp/backnumber/2005/0

5/15592.html

http://www.mol.co.jp/molgroup/inde

x.html

http://www.mol.co.jp/saiyou/busine

ss/mol-project08.html

http://www.jocsailings.com/tabid/74

/ArticleId/10377/MOL-Opens-

Office-in-C%C3%B4te-

d'Ivoire.aspx

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASDD0705S_S0A720C1MM8000

/

248 玉井商船 リベリア A

アルミニウム原料、穀物や石炭等の外航輸送。
リベリアで1978年、便宜置籍国のインセンティブ（税金軽減
等）を活用するため現地法人設立

http://www.tamaiship.co.jp/about/or

ganization.html

21
特定製
品輸入

22
海運・
空運

35 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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249 日本郵船
アンゴラ、
南ア

A
海運輸送サービス。南アで2005年現地法人設立。アンゴラ

からのLNG輸送

http://lnews.jp/backnumber/2005/0

8/18617.html

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASDD0705S_S0A720C1MM8000

/

250 日之出郵船 D
海運輸送サービス。日本から東・南アフリカ向けに鋼材、車
両、建機や設備機器等を輸送

http://www.nyk-

hinode.com/liner/africa/index.html

251 東海運 D 海運輸送サービス
http://www.azumaship.co.jp/service

/logistics_oversea.html

252 アフレックス
モーリタニ
ア

B
西アフリカにおける長距離バス、貨物輸送などの輸送事業及
び海産物の輸出

http://www.afrexinc.com/business

253 近鉄エクスプレス 南ア A

輸出入貨物の販売・取扱い。南アで1996年現地法人設立。4

都市9拠点6倉庫を保有。2012年ソーラー発電所建設の資材
供給のロジスティック業務を受注

http://www.kwe.co.jp/ir/pdf/busines

sreport/BR42middle.pdf

http://www.kwe.co.jp/news/2012/ne

ws120723.html

254 日本通運 南ア エジプト A,B
輸出入貨物の販売・取扱い。南アで1996年駐在員事務所設

立、2012年エジプトに現地法人設立

http://www.nipponexpress.com/glo

bal_locator/cityLocationList_ZA_E0

83C77BC857945749256E6A001E

CD7B_all.html

https://www.nittsu.co.jp/press/2012

/20121221-1.html

255 阪神高速道路 ケニア D

ケニアにおける円借款事業「モンバサ港周辺道路開発」のコ
ンサルティング業務のうち、道路維持管理に関わる能力強化
を受注。片平エンジニアリングインターナショナル、オリエンタ
ルコンサルタンツとの共同受注

http://www.hanshin-

exp.co.jp/topics2/1359940166F.pdf

256 MAGERWA ルワンダ A
ルワンダの通関サービス会社。親会社シンガポールPort

International社を三井物産が2011年買収

http://www.magerwa.com/

http://www.mitsui.com/jp/ja/release

/2011/1195303_1822.html

257 郵船ロジスティクス 南ア A
南アに2013年駐在員事務所設立。欧州医薬品の南ア及び
南部アフリカ流通を担う、アフリカ向け医薬品の定温海上混
載サービスを開始

http://www.jp.yusen-

logistics.com/index.html

http://www.jp.yusen-

logistics.com/news/2013/news_201

31119.html

23
運輸・
物流

22
海運・
空運

36 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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258 オリックス エジプト A
エジプトで1997年現地法人設立、、リース・自動車リース業を
実施

http://www.orix.co.jp/grp/company/

group/overseas.html

259 東京海上日動火災保険 エジプト A
エジプトで2008年現地法人設立、2010年生命保険・損害保
険事業開始

http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Topic

s/Topics9112345765164665404.ht

ml

260
トヨタファイナンシャル
サービス

南ア A 南アで2000年現地法人設立
http://www.tfsc.jp/overseas/europe.

html

261 みずほ銀行 南ア B
南アで2012年Standard銀行と業務提携。2013年出張所開
設

http://www.mizuhocbk.co.jp/compa

ny/release/pdf/20120223.pdf

262 三井住友海上火災保険 D
仏アクサと提携し、南アフリカ、モザンビークなどアフリカ16カ
国で損害保険サービスを日本企業に対して提供

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASGC0400K_U4A300C1EE8000/

263 三井住友銀行
モザンビー
ク、南ア

エジプト A,B

2010年南アのAbusa銀行と業務提携、Absa株の半分を持

つバークレイズへ出資。2014年モザンビークでの提携へと拡

大することを発表。南アで2010年出張所開設、エジプトで

1975年駐在員事務所設立

http://www.smbc.co.jp/news/html/j2

00628/j200628_01.html

264 三菱東京UFJ銀行 南ア エジプト B
南アで1996年駐在員事務所再開、2013年出張所に格上

げ。2013年2月南ア貿易投資庁と業務提携の覚書締結

http://www.bk.mufg.jp/news/news2

013/pdf/news0225.pdf

265 JCB

ウガンダ、
ケニア、タン
ザニア、南
スーダン、
ルワンダ

D

ケニアで2012年、Equity Bankと、東アフリカ5カ国で加盟店・

ATMでのJCBカードの取り扱い業務に関するライセンス契約
を締結

http://www.jcbcorporate.com/news/

seq_1276.html

266 SBIホールディングス ルワンダ A
ルワンダで、アブダビの投資会社とルワンダの商業銀行
Kigari銀行へ投資

http://www.sbigroup.co.jp/news/20

11/0909_4512.html

267 損保ジャパン
南ア、モザ
ンビーク

ケニア エジプト B,D
南ア、モザンビーク、ケニア、エジプトにエージェント。2014年
南アに駐在員事務所開設

http://www.sompo-

japan.co.jp/~/media/SJcms/english/

network_cargoclaims/europe_afric

a_mideast.pdf

http://www.sompo-

japan.co.jp/~/media/SJcms/news/2

013/20140305_1.pdf

24
金融

サービ
ス

37 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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268
アフリカビジネスパート
ナーズ

南ア ケニア
セネガル、
コートジボ
ワール

C
アフリカビジネスに特化した事業開発・コンサルティング会
社。日本企業のアフリカ進出を支援。ケニア、セネガルに拠
点、南ア、コートジボワールに拠点設立予定

http://abp.co.jp/

269
イーストアフリカセールス
プロモーション

タンザニア A 中古車販売コンサルティング。現地で日本人が起業
http://africanmarket1.blog120.fc2.c

om/

270
東芝テクニカルサービス
インターナショナル

南ア B
火力プラント、水車技術、水車発電技術、交通システムの技
術指導員派遣事業。南アに駐在員事務所。南ア、エジプト、
ガーナ、ナイジェリア、ボツワナで受注実績

http://www3.toshiba.co.jp/ttsi/

271 トーマツ A
世界４大会計事務所デロイトトウシュトーマツのメンバー
ファーム。2011年地熱発電プロジェクト案件発掘調査実施

http://www.tohmatsu.com/view/ja_J

P/jp/index.htm

272 野村総合研究所 C
野村ホールディングスグループの総合シンクタンク・コンサル
ティング会社。アフリカ関係の調査分析も実施

http://www.nri.co.jp/

273 マイクライメット 南ア
ケニア、エ
チオピア

C
カーボン・オフセットプロバイダー、温室効果ガス削減のコン
サルティング。ケニア等でJICA案件の実績

http://jp.myclimate.org/jp/my/home.

html

274
プライスウォーターハウ
スクーパース

A
世界４大会計事務所の一つ。あらた監査法人等と提携。監
査・アドバイザリー・税務業務に加え、アフリカ関係の調査分
析やセミナーも実施

http://www.pwc.com/jp

275
Asia Africa Investment

and Consulting
C アジア、アフリカにおける投資・コンサルティング業務

http://www.panasia-

partners.com/index.html

25

ビジネ
スコン
サル
ティン
グ・会
計サー
ビス

38 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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276 三井金属資源開発 南ア A 資源開発に関するコンサルティング http://www.mindeco.co.jp/

277 三菱総合研究所 C
三菱グループの総合シンクタンク・コンサルティング会社。ア
フリカ関係の調査分析も実施

http://www.mri.co.jp/

278
三菱 UFJ リサーチ＆コ
ンサルティング
ティング

C

三菱UFJファイナンシャル・グループの総合シンクタンク・コン
サルティング会社。アフリカ関係の調査分析も実施
JICA BOP調査共同提案者（ウガンダ、感染症予防、サラヤ）

http://www.murc.jp/

http://www.murc.jp/thinktank/econo

my/analysis/research/er_120521

279 Aizono and Associates ケニア A
アフリカで一村一品運動を行なってきた日本人が起業。アフ
リカビジネスに関するコンサルティング

http://aizono-associates.com/

280
AflicaLink

ENTERPRISE
ザンビア A ザンビアでのビジネス支援

281 E&Aグループ C 中部アフリカビジネス、輸出入ビジネス支援 http://www.eagrupo.com/

282
Environmental

Technology Africa
ケニア A ケニアの環境コンサルティング会社。日本人が起業 http://www.eta.co.ke/

283 i-Wind Consulting ルワンダ A ルワンダの環境コンサルティング会社。日本人が起業

http://solarcookerjapan.sunnyday.jp

/wp-content/uploads/i-Wind-

brochure-12.jpg

284 KPMGジャパン 南ア A

世界４大会計事務所の一つ。あずさ監査法人等と提携。監
査・アドバイザリー・税務業務に加え、アフリカ関係の調査分
析やセミナーも実施。2012年南アに日本人駐在員を派遣

http://www.kpmg.or.jp/events/etc/1

11122-southafrica-investment.html

285
Zambia & Japanese

Business Partnership
ザンビア A ザンビアでのビジネス支援

25

ビジネ
スコン
サル
ティン
グ・会
計サー
ビス
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286
アクティブ・キリトップ＆
サファリ

タンザニア A タンザニアの旅行会社。日本人が起業

http://www.kiliactiveandsafaris.com

/

287 エイチ・アイ・エス ケニア エジプト B 2009年エジプト支店、2012年ケニア支店開設
http://www.his-

navigation.com/branch/

288 ググ・アフリカ・ツアーズ 南ア A 南アの旅行会社。日本人が起業 http://www.guguafrica.com/

289 サンワールドツアーズ ケニア D ケニア航空日本代理店 http://www.sunworldtours.co.jp/

290 道祖神 南ア ケニア B アフリカ専門の旅行会社。南アとケニアに事務所

http://www.dososhin.com/

http://www.dososhin.com/company

/oversea/

291
日通ペリカントラベル
ネット

南ア

ウガンダ、
タンザニ
ア、マダガ
スカル

エジプト、
チュニジア

D
ホテル・ツアー・航空券現地予約サイトの運営。アフリカ現地
旅行代理店が加盟

http://www.pelican-travel.net/

292 ポレポレトラベル タンザニア A タンザニアの旅行会社。日本人が起業 http://www.polepole-f.com/

293 ムパタ・インタナショナル ケニア D
ケニアのリゾートロッジであるムパタ・サファリ・クラブの旅行
代理店

http://www.mpata.com/index.htm

294
ヨシケントラベル・アンド・
ツアーズ

ガーナ A ガーナの旅行会社。日本人が起業 http://www.yoshikentravelgh.com/

295 AfroSpace ケニア A ケニアの旅行会社。日本人が起業 http://afrospace.info/

296 DODOWORLD ケニア A ケニアの旅行会社。日本人が起業 http://www.dodoworld.com/

297 JATAツアーズ タンザニア A タンザニアの旅行会社。日本人が起業 http://jatatours.intafrica.com/

298 Mirai Tours モロッコ A モロッコの旅行会社。日本人が起業 http://miraitours.com/

299 Planet Africa Tours 南ア A 南アの旅行会社。日本人が起業
http://www.planetafricatours.co.za/

pat/view/pat/ja/page1

26
旅行代
理店・
ホテル

40 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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300 トリドール（丸亀製麺） ケニア A

2014年ケニアに現地法人設立。ナイロビにてテリヤキチキン

をメインとした和食ファストフードチェーンを2014年中に出

店、2017年中にケニアにて20店舗まで展開予定

http://www.toridoll.com/ir/pdf/14051

2ke.pdf

301 ゼンショー
ケニア、タン
ザニア、ル
ワンダ

D

2009年、ケニア産紅茶のフェアトレード輸入開始、同年タン

ザニア産コーヒーのフェアトレード輸入開始、2011年ルワン

ダ産コーヒーのフェアトレード輸入開始。JETRO開発輸入企
画実証事業対象

http://www.zensho.co.jp/jp/index.ht

ml

http://www.zensho.co.jp/jp/responsi

bility/ft/kenya.html

http://www.zensho.co.jp/jp/responsi

bility/ft/tanzania.html?id=sb

http://www.zensho.co.jp/jp/responsi

bility/ft/rwanda.html?id=sb

302 喜代村（すしざんまい）
ジブチ、ソ
マリア

A,D 現地への漁業支援とマグロの輸入。ジブチに現地法人設立 http://www.kiyomura.co.jp/

303 神戸物産 エジプト D
業務用スーパー運営。スーパー向けの食品・野菜の輸入。
2006年現地法人設立

http://www.kobebussan.co.jp/comp

any/

304 大創産業
モーリシャ
ス

D モーリシャスに100円ショップ（50ルピーショップ）を出店

http://www.daiso-

sangyo.co.jp/shop/index.php?prc=o

verseas&sid=17

305 良品計画（無印良品） ケニア D
JICAと連携し、クリスマスギフト製品を共同企画。2011年、

2012年にケニア産小物を輸入販売

http://www.muji.net/lab/found/keny

a/

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000

000428.000000987.html

http://www.jica.go.jp/press/2011/20

111012_01.html

306
ウィルソン・ラーニング
ワールドワイド

南ア A

人材開発・組織開発のコンサルティング。親会社米Wilson

Learning社が1996年南アにWilson Learning Southern

Africa社設立。2002年日本法人により完全子会社化

http://www.wlw.co.jp/

307 日本公文教育研究会

ザンビア、
南ア、ボツ
ワナ、ナミビ
ア

ケニア A,D
公文式教育サービスの提供。南アで1991年教室開設、1997

年現地法人開設。ザンビア、ボツワナ、ナミビア、ケニアで教
室開設

http://www.kumon.ne.jp/

http://www.kumongroup.com/eng/

world/

28 小売

29 教育

27 外食

41 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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308 朝日新聞 南ア エジプト B
カイロとヨハネスブルグに支局。2013年、ナイロビからヨハネ
スブルグに支店移動

http://www.asahi.com/shimbun/?ref

=com_footer

309 共同通信 ケニア エジプト B カイロとナイロビに支局 http://www.kyodo.co.jp/

310 時事通信 エジプト B カイロに支局 http://www.jiji.com/

311 電通
アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッコ

A アラブ全域で事業を行う広告会社Drive社と合弁設立 http://www.drivedentsu.com/

312 毎日新聞社 南ア B ヨハネスブルグに支局 http://www.mainichi.co.jp/

313 読売新聞 南ア B ヨハネスブルグに支局 http://www.yomiuri.co.jp/

314 日本テレビ放送網 エジプト B エジプトに支局 http://www.ntv.co.jp/

315
フジ・メディア・ホール
ディングス

エジプト B エジプトに支局 http://www.fujimediahd.co.jp/

316 NHK エジプト B カイロに支局 http://www.nhk.or.jp/

317 TBSホールディングス エジプト B エジプトに支局 http://www.tbsholdings.co.jp/

318
アドバンテッジパート
ナーズ

南ア A 自動車用皮製品メーカー米Seton社の南ア子会社を買収
http://www.advantagepartners.com

/

319 アジア航測 マラウィ セネガル C
空間情報分野における技術協力プロジェクト・開発援助プロ
ジェクトを実施（ODA含む）

http://www.ajiko.co.jp/

320 カングロ
ナイジェリ
ア

A ナイジェリアに現地法人 http://www.geocities.jp/kanglocorp/

321 ジャパン・アフリカ 南ア A 南アのコーディネイター。日本人が起業 http://www.japanafrica.com/

322 ニッポネックス 南ア A 南アのコーディネイター、輸出代行。日本人が起業
http://www.nipponex.co.za/Nippone

x/About_Us.html

323 マリノロジスティックス ガーナ B 海運・物流コンサル
http://www.marino-

tokyo.co.jp/index.html

324
ユニバーサルエンターテ
インメント

南ア A 南アでゲーム機器、カジノ運営事業
http://www.aruzegaming.com/index

.html

31
その他
サービ
ス業

30
メディ
ア・広

告

42 注）　事業形態 A：現地法人 B:駐在員事務所・支店 C:その他 D:取引関係
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325 LNGジャパン
ナイジェリ
ア

C
双日と住友商事の合弁により設立。ナイジェリアのLNGジャ
パンプロジェクトに参画

http://www.lngjapan.com/index.htm

l

326 MOGA・BROOK 南ア A 南アでネイルショップ。日本人が起業
http://www.mogabrook.com/about/i

ndex.html

327 NIAKA　KA セネガル A セネガルでコーディネイター、輸出代行。日本人が起業

328 Narite Tradings ザンビア A ザンビアでパソコン部品輸入、修理サービス。日本人が起業
http://www.naritetradings.com/

http://mitsuru09j.blog81.fc2.com/

329 Seed Africa タンザニア C
タンザニアで農機のレンタルビジネス。2013年JICA BOP調
査

http://www.seed-africa.com/

31
その他
サービ
ス業
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330
アースアンドヒューマン
コーポレーション

C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。フランス語圏西
アフリカ地域の水、環境、コミュニティ開発、教育、保健が中
心

http://sites.ehcjp.com/ehcjphome/h

ome

331 アイ・シー・ネット C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。

マダガスカル：環境保全・農村開発促進事業（2012年）

ガーナ：地域保健機能を活用した保健サービス改善（2011

年）
ナイジェリア：コメ収穫後処理・マーケティング能力強化
（2011年）等

http://www2.icnet.co.jp/

http://www2.icnet.co.jp/consulting/c

ooperation-pj/

http://www.jica.go.jp/announce/info

rmation/pdf/20120417_01a.xls

332 アイエムジー C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。

ザンビア：産業ストラテジー策定支援（2011年-2012年）

ウガンダ：北部地域復興支援調査（2009年）

モザンビーク：農業投資・ビジネスモデル作成（2012年-2013

年）
ナミビア：一村一品基礎調査（2012年）等

http://jp.imgpartners.com/

http://imgpartners.blogdehp.ne.jp/c

ategory/1710471.html

333 アンジェロセック C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。西アフリカフラ
ンス語圏を得意とする。
セネガル：道路整備計画準備調査（2010-2011年）

タンザニア：道路拡幅計画準備調査（2010-2011年）

チュニジア：水環境改善事業準備調査（2011-2012年）

カーボヴェルデ：上水道システム整備事業準備調査（2009-

2010年）、配水・給水ネットワークFS調査（2010-2011）

www.ingerosec.com/ 

http://www.ingerosec.com/list_achi

evements_ja/page/2

334 イースクエア C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。

JICA BOP調査共同提案者（ナイジェリア、自動車リサイク
ル、会宝産業）

http://www.e-

squareinc.com/news/2011/111017.

html

335
オリエンタルコンサルタ
ンツ

C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注

モザンビーク：ナカラ回廊経済開発戦略策定（2012年）

ウガンダ：国内避難民定住PJ（2010、2012年）
阪神高速道路、片平エンジニアリングインターナショナルとと
もに、ケニアでモンバサ港周辺道路建設にかかるコンサル
ティング・サービス受注（2013年）

www.oriconsul.co.jp/ 

http://www.oriconsul.co.jp/service/s

ervice.html#mugenser

http://www.hanshin-

exp.co.jp/topics2/1359940166F.pdf

336
かいはつマネジメントコ
ンサルティング

　 C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
ザンビア、ウガンダ、エチオピア、ケニア、スーダン、タンザニ
ア、ガーナ、セネガル、リベリア等で、保健医療、農村開発プ
ロジェクト

http://www.kmcinc.co.jp/

http://www.kmcinc.co.jp/support/se

arch.html

32
開発コ
ンサル
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337
片平エンジニアリング・イ
ンターナショナル

C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
ザンビア、マラウィ、モザンビーク、ケニア、タンザニア、南
スーダン、リベリア等で道路維持・開発関連プロジェクト
阪神高速道路、オリエンタルコンサルタンツとともに、ケニア
でモンバサ港周辺道路建設にかかるコンサルティング・サー
ビス受注（2013年）

www.katahira.com/

http://www.katahira.com/services/h

istory/africa/

338 国際開発アソシエイツ C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
ガーナ：半乾燥地域における気候・生態系変動の予測・影響
評価と統合的レリジエンス強化戦略の構築策定調査（2011

年）
ケニア：ビジネス環境に関する情報収集・確認調査（2011年）
エジプト：バイオ燃料産業育成支援に向けた政策制度環境
調査（2011年）
スーダン：ジュバ近郊の平和の定着に向けた生計支援向上
プロジェクト中間レビュー調査（2010年）

JICA BOP調査共同提案者（ガーナ、農村道路整備、道普請
人）

http://www.idea-jpn.co.jp/

http://www.idea-

jpn.co.jp/project.html

339 国際航業 C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
地理情報、村落給水、環境管理、廃棄物管理、防災、文化財
保存、地球温暖化対応などの分野で実施

http://www.kkc.co.jp/index.html

340 三祐コンサルタンツ C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 sanyu.tcp.jp/ 

341
システム科学コンサルタ
ンツ

C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注

スーダン：ジュバ職業訓練PJ、生計向上支援PJ（2009-

2011）、基本行政サービス向上による復興支援（2011年）等

JICA BOP調査共同提案者（セネガル、浄水、ヤマハ発動

http://www.ssc-

tokyo.co.jp/index.html

http://www.ssc-tokyo.co.jp/php-

bin/project/project.php

342 地球システム科学 C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
エチオピア、ケニア、タンザニア、ルワンダ、スーダン等で水
資源開発、災害リスクマネジメント等の分野で活動

http://www.ess-jpn.co.jp/

343 長大 C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 www.chodai.co.jp

344 日さく C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 www.nissaku.co.jp/ 
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345 日本工営
ボツワナ、
モザンビー
ク

ケニア B,C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
ザンビア・ボツワナ：カズングラ橋の建設コンサルティングを
受注（2013年）

マラウイ：灌漑施設復旧調査（2008年）

ケニア：事務所設置（1984年）、地方給水整備調査（2010年）

ルワンダ：変電及び配電網整備調査（2010年）、国境手続円

滑化調査（2011年）

タンザニア：国境手続円滑化調査（2011年）

チュニジア：事務所設置（2011年）

モロッコ：事務所設置（2011年）等
ボツワナ、モザンビーク、ケニアに事務所

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASDD260FF_X20C13A2TJ1000/

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2011.html

http://www.n-

koei.co.jp/profile/network/jnetwork.

html#overseas

346 日本国際協力システム C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 www.jics.or.jp/

347 日本テクノ ザンビア セネガル B,C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。ザンビアとセネ
ガルに駐在員事務所
水資源、上水、廃水、環境等の分野で実施

http://www.jat.co.jp/index.html

http://www.jat.co.jp/j_project.html

348 パスコ C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注

ジブチ：デジタル地理データ整備プロジェクト（2011年）
http://www.pasco.co.jp/

349 パデコ C

ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
運輸交通、高速道路、港湾、鉄道等
JICA BOP調査共同提案者（ガーナ、農村道路整備、道普請

http://www.padeco.jp/jp/about/page

/10

350 水ING C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 www.swing-w.com/ 

351
建設技研インターナショ
ナル

C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
マラウィ、ケニア、南スーダン、モロッコ等で、水資源、防災、
交通、環境等の分野で実施

www.ctii.co.jp/

http://www.ctii.co.jp/project_area/pr

oject_area_africa.html

352 八千代エンジニヤリング C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
南ア、スーダン、リベリア等で、道路、交通、インフラ等の分
野で実施

www.yachiyo-eng.co.jp/ 

http://www.yachiyo-

eng.co.jp/case/overseas/soecina/

353
ユニコインターナショナ
ル

C
ODAなどによる各種コンサル調査を受注
中小企業振興、農村開発など

http://www.unico-intl.co.jp/

354 Devex C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 http://devex.co.jp/
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32
開発コ
ンサル

355 TECインターナショナル C
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注
水分野で実施

http://www.teci.jp/

http://www.teci.jp/project/index.htm

l#

356 岩田地崎建設 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

ガンビア：魚市場建設（2008年）

ガボン：漁業支援センター建設（2009年）等

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2009.html

357 鹿島建設 C

各種土木・建設工事を受注
エジプト：事務所設置（1984年～）

タンザニア：事務所設置（1988年～）
アルジェリア：大成建設・西松建設・間組・伊藤忠商事と高速
道路建設工事を受注（2006年9月、約5400億円）

エチオピア：幹線道路改修（2011年、ODA）　等

http://www.kajima.co.jp/english/pro

f/network/overseas/network.html#t

anzania

http://www.itochu.co.jp/ja/news/200

6/060920.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2011.html

358 北野建設 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

セネガル：事務所設置（2006年～）

ケニア：ワクチン保管施設強化（2011年）　等

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

m_info.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2011.html

359 きんでん C
関西電力グループの総合設備エンジニアリング企業（電気・
計装設備等）

http://www.kinden.co.jp/company/o

verseas_office.html

http://www.kinden.co.jp/business/k

aigai.html

360 建設技術センター C 各種ODA土木・建設工事に関する支援

361 鴻池組 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

マラウイ：灌漑施設復旧（2008年）

タンザニア：地域給水整備(2008年)、道路拡幅（2010年）、事

務所設置（1992年～）

ケニア：上水道拡張（2009年）、事務所設置（1987年～）

ザンビア：道路網整備（2009年）等

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2009.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2010.html
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362 五洋建設 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

エジプト：事務所設置（1980年～）

セーシェル：漁業施設整備（2008年）等

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

363 清水建設 C ODAなどによる各種土木・建設工事を受注 www.shimz.co.jp/

364 錢高組 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

ケニア：事務所設置（1999年～）

ウガンダ：地域医療施設改善（2010年）、現代建設とのＪＶに

て円借款による架橋建設工事（2013年）等

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2010.html

365 大成建設 C

各種土木・建設工事を受注
エジプト：事務所設置（2004年～）
アルジェリア：鹿島建設・西松建設・間組・伊藤忠商事と高速
道路建設工事を受注（2006年9月、約5400億円）
ジブチ：ホテル
ガーナ：幹線道路
ケニア：上水道、灌漑
ナイジェリア：製油所発電所、ガスタービン発電所
ザンビア：学校

http://www.itochu.co.jp/ja/news/200

6/060920.html

http://www.taisei.co.jp/works/wd/ot

her/africa_index.html

366 大日本土木 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注。NIPPOの子会

社。アフリカ18カ国で実績

エジプト：灌漑用水堰改修（2008-2010年）、事務所設置

（1982年～、2007年～）

エリトリア：地方給水整備（2007-2010年）

マリ：道路橋梁建設（2009-2011年）

シエラレオネ：地方給水整備（2011-2012年）

カメルーン：小学校建設（2009-2010年）

モザンビーク：保健人材養成施設建設（2008-2011年）

マラウイ：橋梁架け替え（2010-2012年）

DRC：浄水場拡張（2010-2012年）

アンゴラ：職業訓練センター整備（2011-2013年）

ウガンダ：医療施設改善（2010年）　等
ギニアビサウ：小学校建設
南スーダン：架橋工事（2013）

http://www.dnc.co.jp/profile/02.html

http://www.ocaji.or.jp/pdf/branch/O

CAJI090607.pdf

http://www.dnc.co.jp/overseas/n-

africa.html

http://www.dnc.co.jp/overseas/s-

africa.html

http://www.nikkei.com/article/DGX

NASDD020AZ_S2A400C1000000/

367 大豊建設 C

各種土木・建設工事を受注
マダガスカル：営業所設置（1996年～）、リオティントのチタン

鉱石積出港建設（2006年～2009年：約150億円）

http://www.daiho.co.jp/csr/madaga

scar/index.html
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http://www.itochu.co.jp/ja/news/2006/060920.html
http://www.itochu.co.jp/ja/news/2006/060920.html
http://www.itochu.co.jp/ja/news/2006/060920.html
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368 東亜建設 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注。

アンゴラ：緊急港湾改修（2008年）

ギニアビサウ：漁業施設建設（2010年）　等。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2010.html

369 東洋エンジニアリング C

各種産業プラントの企画、設計、機器調達、建設、試運転、
技術指導など総合エンジニアリング事業。2012年ナイジェリ
アで肥料プラントの尿素ライセンス供与、肥料プラントの基本
設計・詳細設計・調達と試運転を受注

http://www.toyo-

eng.co.jp/ja/top.html

http://www.toyo-

eng.co.jp/ja/company/news/2012/2

0121204/index.html

370 東洋建設 C

各種土木・建設工事を受注
ケニア：モンバサ港コンテナターミナル建設工事（東アフリカ
最大規模）を受注（2011年7月、約209億円、JICA円借款）
等

http://www.toyo-

const.co.jp/toyo/topics/ir/pdf/20110

808.pdf

http://www.toyo-

const.co.jp/toyo/topics/ir/pdf/20130

121.pdf

http://www.nikkeibp.co.jp/article/ne

ws/20130122/337622/

371 戸田建設 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

ギニア：小中学校建設（2008年）

セネガル：保健施設整備（2009年）、職業訓練機能強化

（2010年）

マリ：魚市場建設（2010年）

ベナン：初等教員養成機関強化（2011年）　等

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2010.html

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2011.html

372 徳倉建設 C

ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

ガーナ：道路改修（2010-2013年）

タンザニア：道路整備（2008-2011年）

マダガスカル：農業機械化訓練センター拡張（2008-2009年）

ギニア：漁港改善（2008-2010年）

中央アフリカ：小学校建設（2010-2012年）

ザンビア：道路整備（2008年）　等

http://www.tokura.co.jp/kokusai/ach

ievement/index.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/data/choutatsu/nyusatsu20/ind

ex.html

373 利根エンジニア C
ODAなどによる各種土木・建設工事を受注

水資源開発・給水,インフラ整備等の分野

http://www.tone-eng.co.jp/

http://www.tone-

eng.co.jp/International/index.html

374 千代田化工建設 アンゴラ ガボン
アルジェリ
ア

A,D

アルジェリアでLNGプラント建設、アンゴラで三菱商事から同

社子会社MPDCガボンの石油開発事業の株式25%を取得。

2013年7月、英国のエクソダス社を約100億円で買収

http://www.chiyoda-

corp.com/news/pressrelease/2013/

100401.pdf
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http://www.tone-eng.co.jp/
http://www.tone-eng.co.jp/
http://www.tone-eng.co.jp/
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375 西日本高速道路 C
道路組織・人材育成技術支援をJICAやNPOとの協議で実
施

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

376 西松建設 C

各種土木・建設工事を受注。
アルジェリア：鹿島建設・大成建設・間組・伊藤忠商事と高速
道路建設工事を受注（2006年9月、約5400億円）。

http://www.itochu.co.jp/ja/news/200

6/060920.html

377 日揮
アンゴラ、モ
ザンビーク

ナイジェリ
ア

アルジェリ
ア、エジプト

B

石油・ガス関係のプラント設計・建設事業を受注。
モザンビーク：新設LNGプラントの基本設計役務を受注

（2013年1月、米フルア社とJVで受注）

アルジェリア：原油処理プラント建設を受注（2011年8月、約4

億米ドル）、大型ガス処理設備の建設を受注（2009年6月、

約15億米ドル）、火力発電所の保守・運転サービス事業会社

を設立（2008年12月、アルジェリアSONELGAZ・オマーン

SOGEXと共同で設立）、原油・ガス処理設備の建設を受注

（2008年7月、約5億米ドル）、事務所設置（1980年～）

エジプト：アンモニア製造・販売事業に出資（2006年5月、三
菱商事やエジプトの建設会社・石油会社等と共同出資）
アンゴラ：LNGプラントの基本設計役務を受注（2005年5月、

米KBR社・Techinip USAと共同受注）、洋上LPG処理プラン

トを納入（2004年）

ナイジェリア：大型LNGプラント増設を契約（2004年8月、米

KBR社・仏Technip社・伊SNAMPROGETTI社とJV受注）、

営業所設置（1989年～）　等。

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2013/release/20130108.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2011/release/20110830.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2009/release/20090608.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2008/release/20081218.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2008/release/20080710.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2006/release/20060512.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2005/release/20050512.html

http://www.jgc.co.jp/jp/01newsinfo/

2004/release/20040806.html
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378 日本港湾コンサルタント C 港湾開発プロジェクトを中心としたODA案件を受注 www.jportc.co.jp/ 

379 間組 C ダム・日本大使館・給水施設・診療所などのインフラ事業
http://www.hazama.co.jp/index.htm

l

380 日立プラントテクノロジー エジプト C 各種土木・建設工事を受注

http://www.hitachi-

pt.co.jp/division/network/overseas/i

ndex.html

381 福永設計事務所 C 建築物の設計、工事監理

382 マツダコンサルタンツ C 各種土木・建設工事を受注 http://matsucon.co.jp/profile.html

383 三井住友建設 C
各種土木・建設工事を受注。
ケニア：事務所設置（1976年～）

http://www.smcon.co.jp/csr/pdf/csr

2012.pdf

384 明星工業 C
各種土木・建設工事を受注。
ナイジェリア：営業所設置（2001年～）。

385 毛利建築設計事務所 C 建築物の設計、工事監理

386 ユアテック C 電気工事 http://www.yurtec.co.jp/

387 NIPPO C

道路舗装を中心とした土木・建設工事を受注。
ケニア：ナイロビ環状道路整備（2011年、ODA）

マダガスカル：アンタナナリボ道路改良（1997年）

マラウイ：道路網整備（2010年）　等。

http://www.nippo-

c.co.jp/ourbuiss/overseas/index.ht

ml

http://www.jica.go.jp/activities/sche

mes/grant_aid/state/2010.html
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388 ウェルシィ ケニア C

太陽光発電を用いた水浄化ビジネスの外務省案件化調査、
浄水・農業ビジネスUNDP事業化調査、JICA民間提案型普
及・実証事業などを実施

http://www.wellthy.co.jp/

389 日本ピュアウォーター チュニジア C
都市下水高度処理及び処理水の農業利用に関する外務省
案件化調査を実施

http://www.purwater.jp/

390 新洋技研工業
エチオピ
ア、ケニア

C 小型手動ろ過浄水装置の外務省普及調査を実施 http://www.shinyo.co.jp/

391 ヤンマー タンザニア マリ C

タンザニアにてJICA BOP調査でマイクロファイナンスによる
中小・零細農民への農機普及を調査。ジャトロファオイルに
対応したバイオディーゼル発電機を開発し、2010 年マリで実
証試験実施

http://www.yanmar.co.jp/

392 トロムソ タンザニア C
2013年外務省案件化調査。タンザニアにてもみ殻による固
形燃料製造機の実証実験

393 日本原料
モザンビー
ク

C
2013年外務省案件化調査。モザンビークにてシフォン無電
源ろ過装置の導入実験

394 積水化学工業 タンザニア C
ヤトロファのバイオ燃料利用に関する事業化に取り組む。試
験栽培を鳥取大学とともに実施

http://www.sekisui.com/

http://www.alrc.tottori-

u.ac.jp/annualreports/report08/200

9-2-1.pdf

http://www.nikkei.com/article/DGX

NZO47294400V11C12A0TJM000/

395 大日本インキ ザンビア C
ザンビアにて2009年より、藻の一種であるスピルリナをNGO

を通じ提供

http://www.dic-

global.com/ja/csr/society/business.

html

396 日研 ケニア C
ケニアにおいて浄水剤を活用した水浄化ビジネスの実証実
験

http://nikken-k.org/index.html

397 日本ポリグル
ケニア、ソ
マリア、タン
ザニア

C

凝集剤を利用した水浄化ビジネスの普及調査を実施。JICA

生活用水供給事業、外務省ODA途上国政府への普及事

業、JICA民間提案型普及・実証事業など

http://www.poly-glu.com/

（付）今後アフリカ事業を展開予定・準備中の企業

4
一般機

械

7 化学
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8 医薬品 398 エーザイ
ザンビア、
ジンバブエ

ケニア、マ
ダガスカル

ガンビア、コ
モロ、サント
メ・プリンシ
ペ

C
WHOを通じたリンパ系フィラリア症薬の無償配布。中期経営
計画にてアフリカ市場への参入を計画

http://www.eisai.co.jp/pdf/annual/p

df2011an.pdf

399 メビオール C
ハイドロゲルをコアテクノロジーとした大学発バイオベン
チャー。特許取得中（アフリカ38ヶ国で成立）

http://www.mebiol.co.jp/

400 日立国際電気
モザンビー
ク

C 地上デジタルテレビ放送実証実験を実施 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/

401 LIXIL ケニア C
JICA民間技術普及促進事業にて循環型無水トイレシステム
普及促進

http://www.lixil.co.jp/

13
農林水

産
402

ジェイ・シー・ビー・ジャポ
ン

モロッコ C JICA BOP調査でサボテンの高付加価値化事業
http://www.rose-de-

marrakech.com/

14
食品・
飲料

403 キッコーマン ケニア C JICA BOP調査で栄養改善に関する調査を実施 http://www.kikkoman.co.jp

404 沖縄エネテック セイシェル C
島嶼地域での太陽光発電システムの外務省ニーズ調査実
施

http://www.o-enetech.co.jp/

405 昭和理化学器械 エチオピア C
外務省案件化調査でエチオピアにて難民キャンプでのソー
ラークッカー普及化を調査

http://www.srk.co.jp/

406 Digital Grid Solutions ケニア C JICA BOP調査でデジタルグリッドを使った地方電化を調査
http://diamond.jp/articles/-

/41176?page=3

407 日本ジャトロファ タンザニア C
JICA BOP調査でジャトロファの生産とバイオ燃料への加工・
輸入を調査

http://www.japan-

jatropha.com/ja/index.html

408
日本資源エネルギー開
発

モザンビー
ク

C JICA BOP調査で燃料転換に関する実験を実施 http://www.j-red.jp/

409 ソフトバンクモバイル ケニア C
ケニアにてAirtelと協業し、衛星通信を利用することでコスト
効率の良い携帯電話サービスを提供する実環境での実験を
実施、実用化可能な技術の構築に成功

http://www.softbank.jp/corp/group/s

bm/news/press/2013/20130829_01

/

410 キャスタリア セネガル C
セネガルの大学ISMにて同社開発のモバイルラーニングプ
ラットフォームの実証実験実施中

http://thebridge.jp/2013/09/ism-

experiment-mobile-learning-

goocus-pro

12
その他
製造業

16
資源・
エネル
ギー

17

情報・
通信、
同関連
ソフト
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411 川崎花卉園芸
エチオピ
ア、ケニア

C
ケニアとエチオピアにおけるプリザーブドフラワーの加工技
術移転事業にてJETRO開発輸入企画実証事業対象

http://www.kawasakikaki.co.jp/inde

x.html

412
アドバンスマテリアル

ジャパン
ルワンダ DRC C レアメタル専門商社。ルワンダ、DRCなどへの調査 http://www.amjc.co.jp/

20
中古車
販売

413 会宝産業 ケニア
ナイジェリ
ア

C
自動車リサイクル事業。ナイジェリアにてJICA BOP調査で
環境配慮型の自動車リサイクルバリューチェーンの構築事
業調査を実施

http://www.kaiho.co.jp/jp/

23
運輸・

物流
414 ヤマト運輸 マラウイ C マラウイに冷凍・冷蔵庫搭載の2トントラック4台を贈呈

http://www.scworld.biz/logi-

today/?p=74393

25

ビジネ
スコン
サル
ティン
グ・会
計サー
ビス

415 日永インターナショナル タンザニア C
JICA BOP調査で家庭・小規模事業向け簡易・固形燃料製
造事業の調査を実施

http://www.nichiei-intl.co.jp/

28 小売 416 ニトリ
タンザニ
ア、マダガ
スカル

C
マダガスカル、タンザニアにて綿花の生産、綿製品の加工、
輸入を調査。JETRO開発輸入企画実証事業対象

http://www.nitori.co.jp/

http://www.jetro.go.jp/jetro/activitie

s/oda/pdf/project_pilot/madagascar

_towel2011.pdf

417 アクシオヘリックス スーダン C 移動型診療所の外務省普及調査実施
http://www.axiohelix.com/index.htm

l

418 エバーグリーン ケニア C
外務省案件化調査でケニアにて廃バッテリーリサイクルに関
する調査

419 白井グループ ケニア C ケニアにおいて廃棄物処理調査を実施 http://www.shirai-g.co.jp/

420 スマートエナジー スーダン C 移動型診療所の外務省普及調査実施 http://www.smart-energy.jp/

19
専門商

社

31
その他
サービ
ス業
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http://www.kaiho.co.jp/jp/
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421 日本テレソフト スーダン C 点字情報機器の外務省案件化調査実施 http://www.nippontelesoft.com/

422 徳洲会
ザンビア、
モザンビー
ク

ジブチ C

モザンビークで2009年、ザンビアで2010年、ジブチで2010

年、透析センターの設立、透析機器の寄贈。チュニジア、モ
ザンビーク、ザンビア、ジブチ、ルワンダ、ウガンダでの病院
建設を含む医療協力を進める

http://www.tokushukai.or.jp/syakai_

kouken/international/kyouryoku/afri

ca/index.html

423 凸版印刷 ザンビア C JICA BOP調査でパッケージ開発・製造調査を実施 http://www.toppan.co.jp/

424 OSAジャパン ケニア C JICA BOP調査でバッテリーの再生利用を実証実験 http://osa-rainbow.com/index.html

31
その他
サービ
ス業
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http://www.tokushukai.or.jp/syakai_kouken/international/kyouryoku/africa/index.html
http://www.tokushukai.or.jp/syakai_kouken/international/kyouryoku/africa/index.html
http://www.tokushukai.or.jp/syakai_kouken/international/kyouryoku/africa/index.html

