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1

アイ・シー・ネット株式会社

〒330-6027 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル27階

設立年：1993年10月1日　従業員数：160人
担当窓口：グローバルビジネス支援事業部

【セールスポイント】
中小企業の海外ビジネスの伴走型支援をご提供。国選定や
市場調査などの検討段階から戦略立案の支援、販路開拓や
パートナー探しや営業代行などの実務支援、補助金獲得など
の資金面支援など、企業ニーズに合わせた支援を行います。
弊社は、途上国100カ国以上でのプロジェクト経験があり、検
討や戦略の初期段階から実務段階まで伴走コンサルティング
でご支援。JICAや経産省などの公的資金活用支援経験が25
件以上と、業界トップクラスの実績。拠点は、アジアで６拠点と
ケニアにあり、途上国・新興国でのビジネス支援を致します。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
過去25件程実績有り。
分野：農業、環境、水の浄化、人材育成、保健医療、職業訓練
国：ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、タイ、タンザニア、ウ
ガンダ、モザンビーク、ペルー
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
経産省「飛び出せJAPAN」・ビジコン・企業の海外進出・輸出
販路開拓・企業マッチング
現地調査　例）ラオスでのスーパーマーケット運営、ベトナムで輸出・
輸入ビジネス
(3)　専門の国・地域
ベトナム・タイ・カンボジア・ラオス・バングラディシュ・ケニアの拠点が
ある国。フィリピン、インドネシア、ミャンマー、インド、ネパール、中央
アジア、アフリカなど
(4)　得意な分野
農業、環境、保健医療、社会課題解決

2

アビームコンサルティング株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング

設立年：1981年　従業員数：4,717 名（2017年4月1日現在）
担当窓口：本田孝哉

【セールスポイント】
日本発のグローバルコンサルティングファームとしてアジアお
よび中南米を中心にネットワークを有し、ICT分野における日
系企業様の進出をご支援しております。JICA事業について
は、中小企業支援・民間技術普及・ODA事業などの案件を多
数経験しています。また、総務省および国土交通省からも海
外インフラ輸出に関する各種調査業務を受託しております。
JICA中小企業支援においては、企画書作成から現地政府機
関との調整や現地におけるビジネスモデル検討まで幅広いご
支援を提供しております。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
中小企業基礎調査、民間技術普及促進事業、協力準備調査、技術
協力プロジェクト、基礎情報収集調査など多数
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
総務省・国土交通省から委託を受けた『質の高いインフラ輸出』に係
る海外調査
民間企業様に対するビジネスコンサルティングなど
(3)　専門の国・地域
タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、メキ
シコ、ブラジル
(4)　得意な分野
ICT（情報システム・通信）、鉄道(事業運営・メンテナンス)

3

株式会社イースクエア

東京都港区西新橋3-23-12
第二山内ビル4階

設立年：2001年　従業員数：20名
担当窓口：田村賢一

【セールスポイント】
欧州、北米、南アジア、東南アジア、中南米等に展開する海
外ネットワークを強みとした、国際開発・CSR専門の経営コン
サルティング会社です。新興国・途上国進出では以下のサー
ビスを提供しております。

これまでに、JICAのODA実績及び中小企業海外展開支援実
績として、JICA民間連携事業の黎明期より14件の採択実績
があります。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
2011　協力準備調査（ナイジェリア）
2012　協力準備調査（バングラデシュ）
　　　　 民間技術普及促進事業（タンザニア）
2013　案件化調査（タンザニア）、協力準備調査（ケニア）
2014　普及・実証事業（タンザニア）
2015　普及・実証事業（ブラジル、ザンビア）
　　　　 普及・実証事業（インドネシア）（事前調査～企画書作成）
2016　案件化調査（インド、ケニア）、普及・実証事業（タンザニア）
2017　案件化調査（フィリピン）
　　　　 普及・実証事業（インド）（採択決定、契約交渉中）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
大手、中堅企業向けCSR経営支援事業、カーボンクレジット事業、
CSR・環境教育事業
(3)　専門の国・地域
インド・バングラデシュ・ミャンマー・インドネシア・フィリピン・ナイジェリ
ア・ケニア・タンザニア・ザンビア・ブラジル
(4)　得意な分野
環境（廃棄物・リサイクル・水処理等）、農林水産業
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オーピーシー株式会社

東京都千代田区神田錦町3丁目3番地
竹橋3-3ビル

設立年：1976年(昭和51年)　従業員数：50名
担当窓口：海外コンサルタント部　本谷隆行
　　　　　　（電話03-3294-0646）

【セールスポイント】
当社は1984年よりODA事業に参画し、47カ国での実績があり
ます。業務分野は多岐にわたり、国内外の専門家ネットワー
クを活用して、御社の海外展開を支援いたします。現地の情
報収集（ニーズ、法令、規制など）、開発課題の分析、活動実
績の評価などをお手伝いいたします。応募スキームの選定と
応募書類（企画書）の作成から、契約終了時の業務完了報告
書ならびに精算報告書の作成まで、外部補強人材としてお手
伝いさせて頂きます。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
基礎調査：1件 案件化調査：5件 普及・実証事業：4件 合計：10件
対象国：ケニア、カンボジア、バングラデシュ、インドネシア、タンザニ
ア、ベトナム
対象分野：人材育成、農業、水の浄化・水処理、廃棄物処理、環境・
エネルギー
（2012～2017年実績）
その他過去5年間で技術協力プロジェクト10件、調査業務17件の実
績あり
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
2015年 経済産業省・地域ネットワーク活用海外展開支援事業(ペ
ルー)
分野：農業／食品加工／プラント設計
(3)　専門の国・地域
アジア（パキスタン、インドネシア、カンボジア、ウズベキスタンなど）
アフリカ（ケニア、スーダン、タンザニアなど）
(4)　得意な分野
人材育成（職業訓練・産業育成）、水の浄化・水処理、環境（廃棄物
処理）・エネルギー、防災、農業、運輸交通（道路、港湾）、土木・建築

5

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

東京都渋谷区本町3丁目12番1号
住友不動産西新宿ビル6号館

設立年：昭和32年　従業員数：1028名
担当窓口：海外事業部：藤井雅規／鈴木麻衣

【セールスポイント】
国内トップレベルの売上実績を有した総合コンサルタント企業
として、平成26年10月に分社化したオリエンタルコンサルタン
ツグローバル(OCG)を含め、これまでに半世紀以上にわたり
150カ国以上で4,000件以上のODAプロジェクトに関わり社会
貢献してきました。発展途上国における開発課題を解決する
優れた技術・製品を持つ中小企業の海外展開支援によって、
現地の社会問題が解決するだけでなく、顧客企業の業績が
向上し、国内外連携による国内地域経済が活性化する事も
視野に入れて取り組みます。これまで相手国政府機関等から
高い評価を得た実績より、相互信頼に基づいた円滑な事業
連携を可能にしています。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
案件化調査：15件 普及・実証事業：5件 合計：20件
（タイ(2)、カンボジア(2)、インドネシア(2)、ベトナム(8)、ミャンマー(1)、
マレーシア（２）、メキシコ(1)、モザンビーク(1)、タンザニア(1)）
（2013～2017年実績）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
グループ会社との連携のもと、都市・地域計画／社会政策、環境、観
光、道路、防災、上下水道、空港、交通、河川・港湾、鉄道、建築等
の分野のODA事業において実績があり、最近ではインド高速鉄道や
フィリピンマニラ首都圏地下鉄事業等の詳細設計にも関わっていま
す。
(3)　専門の国・地域
東南アジアを中心にアフリカ、中南米等地域において、グループ会社
と連携し対応を行っています。
(4)　得意な分野
インフラを中心にあらゆるセクターを包括した総合的なサービスの提
供が可能で、得意分野としては、建築、土木、防災、水資源、環境保
全、都市・地域計画、インフラ整備、エネルギー、人材育成、教育等
です。

6

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー9F

設立年：平成26年6月2日　従業員数：375名
担当窓口：営業部　大村、保久
（適宜技術部門技術者との連携で対応致します）

【セールスポイント】
弊社は以下に述べるように、広範多岐にわたる分野におい
て、様々な課題解決に向けて活動してきた総合コンサルタン
トであり、世界各地における幅広い経験とノウハウを有してい
ます。近年は、本邦企業の海外展開支援でも経験を積み、そ
のノウハウを培ってきました。今後、ODAの実績や現地関係
者とのネットワークを一層活用し、過去の経験から得られた
教訓も活かして、民間の企業活動を一層後押しできるように
努めてきたいと考えています。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
技術協力、無償・有償資金協力などの我が国ODA事業で多数の実
績を持ち、中小企業の海外展開支援（基礎調査、案件化調査、普及・
実証事業等）の領域でも経験を有しています。
国・地域、専門分野も以下の通り、広範囲をカバーしており、そこでの
経験を積んだ多様な人材を活かした展開が可能です。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
国際機関、日本政府機関及び関連機関の調査業務など
(3)　専門の国・地域
アジア・大洋州、アフリカ、中南米など
(4)　得意な分野
運輸交通（道路・橋梁、空港、港湾、鉄道）、その他（都市・地域開
発、防災、河川、水資源、上下水道、農業、環境、衛生、エネルギー
等）の計画、調査から設計、施工監理、運営・維持管理など
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株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

東京都渋谷区恵比寿1-3-1
朝日生命恵比寿ビル10階

設立年：2001年5月　従業員数：40名
担当窓口：国際ビジネス支援部　二宮　淑恵
（当日担当：コンサルタント　内田　量人、他）

【セールスポイント】
・豊富な開発コンサルティング実績
・JICA海外展開支援事業など、企業の途上国進出を数多く支
援
・貴社製品・技術を進出国の開発課題とマッチングさせる的
確なアドバイス
・スリランカ、ラオス、ベトナムに現地事務所があり全面的に
サポート
・企画書作成、現地調査、パイロット事業、報告書作成、精算
業務、ODA活用後のビジネス展開まで一気通貫で支援

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
・JICA案件化調査（ベトナム、フィリピン、ラオス、インドネシア、スリラ
ンカ、パラグアイ、パプアニューギニア）
・JICA普及・実証事業（ベトナム、ラオス、カンボジア、スリランカ、イン
ドネシア、パラグアイ）
・JICA基礎調査（タイ、バングラデシュ）
・JICA BOP/SDGsビジネス調査（ベトナム、バングラデシュ、インド、
タンザニア）
・外務省ニーズ調査（ラオス、スリランカ）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
・中小機構 海外展開F/S(ラオス)
・JETRO専門家助成事業（ベトナム）
・企業様からの個別調査・支援業務
(3)　専門の国・地域
東南アジア、南アジア、中南米、アフリカ
(4)　得意な分野
農業、産業人材育成、環境（水処理・廃棄物処理など）・エネルギー
など多様

8

カーボンフリーコンサルティング株式会社

〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9
横浜郵船ビル3階

設立年：2007年　従業員数：9名（国内半数、海外半数）
担当窓口：竹田　真一郎

【セールスポイント】
JICA海外展開支援事業においては、少人数ながらも毎年コ
ンスタントに受託させて頂き、大手コンサルタント企業に劣ら
ない案件数を実施しています。採択倍率4～5倍を勝ち抜く術
を熟知しているからこその実績かと自負しています。企画書
作成の支援に始まり、出口戦略を見据えた調査、案件形成と
運営を一貫して実施し、直接進出を実現された企業様もご支
援しています。また、他コンサルタント企業とも協業しています
ので、幅広い分野に対応しております。まずはお話しを伺わ
せてください。
http://carbonfree.co.jp/

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
基礎調査：7件 案件化調査：19件 普及・実証事業：8件 合計：34件
（2012～2017年実績）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
BOPビジネス連携調査、環境コンサルティング全般
(3)　専門の国・地域
基本的にどの国でも可能な限り対応できます。中でも得意な国は以
下となります。

オス

(4)　得意な分野
基本的にどんな分野でも可能な限り対応できます。中でも得意な分
野は以下となります。

災・災害対策
・業務分野：企画書作成、契約交渉、調査計画策定、アポイント対
応、各種JICA報告書作成、マーケットリサーチ、カウンターパート候
補交渉、普及実証案件も組成など。

9

株式会社建設技研インターナショナル

東京都江東区亀戸2-25-14　立花アネックスビル

設立年：1999年　従業員数：約155人
担当窓口：営業企画部　満倉、西澤

【セールスポイント】
建設技術研究所（東証1部）の海外業務を担うグループ会社
で、100カ国近くの国々において多数のインフラ事業を実施し
ております。河川・防災、道路・交通、上下水道、廃棄物、環
境等、幅広い分野において、情報収集、調査、計画、設計、
施工監理まで実施しております。中小企業海外展開支援事
業についても、中小企業様の海外事業計画の実現に向けて
親身なご提案をさせていただき、着々とその成果を伸ばして
おります。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
●ODA事業：JICA、円借款、ADB、世界銀行他で、100カ国近くの
国々においてインフラプロジェクトの実績があります。
●JICA海外展開支援事業：11件の実績があります。
実施国：ケニア、ミャンマー、フィリピン、カンボジア、キルギス、インド
ネシア、ソロモン諸島
基礎調査：2件　案件化調査：5件　普及・実証事業：4件
（2013年～2017年実績）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
調査、計画、設計、施工監理、技術移転等、幅広いプロジェクトの経
験を有します。
(3)　専門の国・地域
ODA事業では、JICA、円借款、ADB、世界銀行他で、100カ国近くの
国々においてインフラプロジェクトの実績があります。
支社や連絡事務所のあるフィリピン、モンゴル、カンボジア、パキスタ
ンや、グループ会社のある中国、ミャンマーをはじめ、アジアを中心
にプロジェクトを多数実施しています。それ以外にも、(1)での実績に
ありますように、JICAプロジェクトをはじめとするODA事業の実施経
験を活用して、多くの国と地域でご支援することが可能です。
(4)　得意な分野
河川・防災、道路・交通、上下水道、廃棄物、環境等
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株式会社ケンドマネジメント

東京都新宿区北新宿1-4-11-202

設立年：2015年1月8日（創業 2006年7月）
従業員数：3名
担当窓口：小丸康子

【セールスポイント】
当社では、JICA中小企業海外展開支援案件やJETRO、中小
機構等の政府支援制度を活用した海外進出支援の経験が豊
富で、これまで農業・水産業振興、食品加工、医療、環境、イ
ンフラなどの分野に取り組んできました。弊社では、こうした
案件への応募準備や採択後の案件実施のみならず、案件終
了後のビジネス展開の成功が企業様の本来の目的であると
の認識に立ち、案件応募から案件終了後のビジネス展開（事
業パートナーとなる現地政府・企業との提携交渉、貿易実
務、販路開拓、人材サポート等）までを一貫して支援していま
す。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
2017年度 ミャンマー・普及・実証事業（医療分野）を1件採択（契約交
渉中）
2016年度 ミャンマー・日本式養蚕・製糸技術導入によるブランドシル
ク生産に係る普及・実証事業
2015年度 メキシコ・日本の駐車場開発技術の基礎調査
2014年度 インドネシア・有効利用されていない縞タコの加工・衛生管
理技術と加工製品の普及・実証事業
2012年度 ラオス・プレカット工法を用いた木造住宅建材/木造住宅建
築の普及・実証事業
ケニア/エチオピア・手動ろ過浄水装置及び 貯水タンク普及事業
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
JETRO中小企業海外展開支援1件、中小機構海外ビジネス戦略推
進支援事業1件、中小企業海外展開支援12件の実績
(3)　専門の国・地域
東南アジア（インドネシア、ミャンマー、ベトナム、ラオス他）、中南米
（メキシコ他）
(4)　得意な分野
農業・水産業振興、食品加工、医療
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株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

東京都千代田区麹町4-2-7
麹町4丁目共同ビル9F

設立年：2017年
従業員数：147 名
担当窓口：営業部 / 事業戦略室　課長　松原彩子
matsubara-ay@k-rc.co.jp

【セールスポイント】
弊社はシステム科学コンサルタンツ株式会社と株式会社コー
エイ総合研究所の合併により2017年7月に発足しました。合
併前から、社会経済セクター等のソフト分野に加え、施設建
設や機材調達を代表とするハード分野等多岐にわたる案件
に携わっており、合併後の新会社もこれらの豊富な知験を引
き継いでいます。
JICA中小企業海外展開支援事業では、途上国特有の事情
等も踏まえた企画書作成、共同調査、報告書作成等、幅広く
支援させていただきます。また、東京以外の企業様との連携
も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
普及実証事業：5件
案件化調査：5件
基礎調査：1件
協力準備調査（BOPビジネス）：1件
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
弊社は、国際協力機構（JICA）に加え、世界銀行（WB）、アジア開発
銀行（ADB）、米州開発銀行（IDB）などの国際機関、外国政府等をク
ライアントとして、これまで1,500件以上のコンサルティング業務を実
施してきました。事業領域は、プロジェクトの計画策定・実施、施設・
機材の計画・積算や設計／調達監理等幅広く、全ての事業フェーズ
に対応する総合力を備えています。
(3)　専門の国・地域
すべての国と地域（合併前から120カ国以上でODA事業を実施）
(4)　得意な分野
民間セクター開発、ファイナンス、ガバナンス、教育・産業人材育成、
保健・医療、平和構築、建築設計・機材計画
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株式会社工業市場研究所

東京都港区西新橋3-6-10
マストライフ西新橋ビル
電話/FAX　03-6459-0165／03-5408-1584

設立年：昭和42年8月1日　従業員数：90名
担当窓口：名取昌彦　（マッチング会参加者：土岐啓道）

【セールスポイント】
弊社は企業の事業支援や地域の産業振興支援などを行うコ
ンサルティング企業で、通常はクライアント（素材メーカー、設
備メーカー、エンジニアリング会社等）の製品開発、事業展開
のサポートを行っております。
業務範囲は工業材料、環境、農業・水産・畜産、自動車、機
械、電子・電機、防災・災害、不動産と幅広く対応が可能で
す。
近年は様々な企業様の海外展開支援（市場調査、ニーズ調
査等）を行うことが多くなっており、社内には海外滞在経験や
ODA業界における経験を有する人材もいる中で、JICA様の
事業に取り組んでおります。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
●案件化調査3件の実績あり
2012年度　フィリピン・インドネシア　分野：環境・エネルギー
2013年度　インドネシア・インド　　分野：防災・災害対策
2015年度　フィリピン　分野：農業（水産養殖）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
官公庁・地方自治体：文部科学省、環境省、新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）、国土交通省、中小企業基盤整備機構、農畜
産業振興機構、科学技術振興機構、日本照明工業会、東京都、秋田
県、鳥取県、宮崎県などの案件を多く受託。
民間企業案件の受託経験もあり。
(3)　専門の国・地域
アジアやヨーロッパ、米国を中心に取り組んでいます。
アジア：中国、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、マレー
シア、ミャンマー
(4)　得意な分野
ODA（案件化）実績：環境・エネルギー関連、防災・災害対策関連、農
業（水産養殖）
その他官公庁、民間企業案件：工業材料、環境、農業・水産・畜産、
不動産、自動車、機械、電子・電機、防災・災害
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株式会社国際開発センター

東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア12階

設立年：1971年（財団法人国際開発センター）
従業員数：約80名
担当窓口：経済社会開発部　部長　渡辺道雄

【セールスポイント】

て次のフェーズでお手伝いしたり、他の会社をご紹介いただ
いて新しい会社をお手伝いしたりしてきました。そうした確か
なサポートに基づく信頼を踏まえた業務を心掛けています。

た職員が貴企業の海外進出についてコンサルテーションをさ
せていただきます。

やり取り、調査、報告書作成、精算などきめ細かくサポートを
させていただきます。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
ODA事業はJICA、省庁（外務省、農水省など）、国際機関（アジア開
発銀行、世界銀行など）を中心に年間100件ほど実施しています。
JICA海外展開支援事業は基礎調査、案件化調査、普及・実証事業、
SDGsビジネス（旧BOPビジネス連携促進事業を含む）、民間技術普
及促進事業のそれぞれについて豊富な経験を有しています。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
民間企業、大学、NGO/NPOなどから委託を受けてのコンサルティン
グ事業も展開しています。
(3)　専門の国・地域
アジア（東南アジア、南アジア）、中東、アフリカ。
(4)　得意な分野
多分野にわたって実績があります。主たる分野としては以下の通りで
す。
教育、農業、運輸交通、保健、産業、都市開発、環境など。

14

国際航業株式会社

〒102-0085　東京都千代田区六番町２番地

設立年：1947年
従業員数：1,880名（2017年3月末）
担当窓口：肥田木　玲子（reiko_hidaki@kk-grp.jp）
TEL：03-6361-2451

【セールスポイント】
1960年代から今までに100カ国以上におけるODA業務の実績
を有し、年に30件以上のODA業務を実施しております。また、
業務分野は地理情報、森林、防災、エネルギー、水資源、上
水道、農業、建築、廃棄物、都市開発、社会開発など多様化
してきました。ODA事業の企画、調査、運営のプロや、JICAと
の契約・精算業務を熟知しているスタッフが、御社の海外展
開を支援します。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
ODA事業は年間30件以上、あらゆる途上国で実施しています。海外
展開支援事業は、2015年以降、インドネシア、スリランカ、インドネシ
ア、ブータン、ベトナム、東ティモールで年間１～2件を支援してきまし
た。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
国内官庁や国際機関に対するコンサルティング業務
(3)　専門の国・地域
途上国全般。過去約３年間で実績が多い国は、ベトナム、ラオス、イ
ンドネシア、スリランカ、インド、バングラデシュ、パプアニューギニア、
ルワンダ、エチオピア。
(4)　得意な分野
地理情報、森林、防災、エネルギー、水資源、上水道、農業、建築、
廃棄物、都市開発、社会開発
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株式会社大和総研

〒135-8460　東京都江東区冬木15番6号

設立年：1989年
従業員数：1,780名
担当窓口：アジア事業開発本部
桑山・横山・芦田・横溝・南
電話：03-5620-5078   FAX: 03-5620-5683
e-mail: asiapriv@dir.co.jp

【セールスポイント】
大和証券グループのアジア拠点と連携し、アジア諸国におけ
る調査・コンサルティングサービスを提供しています。産業(事
業環境)調査や投資環境調査および、進出戦略の策定コンサ
ルティングなどの経験・知見を蓄積してきました。JICAの中小
企業海外展開支援事業でも、事業開始時より積極的に取り
組んでおり、トップクラスの採択支援件数を有しております。
また、スタッフは、これまでに国内での事業会社様向けのコン
サルティング経験を有しております。このため本事業でも、応
募時から事業完了まで、親身で具体的なコンサルテーション
が可能です。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
弊社では、1990年代後半よりODA事業に取り組みをはじめており、
近年では、ミャンマーにおける証券取引所の設立や中小企業・農業
向けツーステップローンの実施支援など金融分野に限らず、農業分
野ではグローバルフードバリューチェーン調査（農水省）や投資環境
にかかるタイ・ベトナム・インド・インドネシアの環境調査（国際協力銀
行）など複数国での経験があります。
なお、本海外展開支援事業では、2013年より12件の採択支援実績が
あります。「案件化調査」の成果を踏まえ、「普及・実証事業」へ継続
して展開する企業様の支援もさせていただいております。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
民間事業会社様からの依頼によるアジア諸国に関する市場調査、コ
ンサルティングサービスは多数、受託しております。
(3)　専門の国・地域
アジア各国（ASEAN諸国の他、ロシア、中国、モンゴル、インド、トル
コ等を含む）であれば、広範囲な国に対応可能です。
(4)　得意な分野
対象国の開発課題にかかる現状把握、市場環境調査（法規制や各
種基準の整備・運用状況）や、所管行政機関へのヒアリング・協議等
を中心に具体的なご支援が可能です。これまでに農業/食品、医療、
環境、防災、建設土木など、広範囲な分野での経験を有しています。



No. 会社名・企業概要 ODAや中小企業支援等の経験

16

株式会社地域計画連合

東京都豊島区北大塚2-24-5  ステーションフロントタワー2F

設立年：1969年
従業員数：36名
担当窓口：栁坪（やなぎつぼ）

【セールスポイント】
１、現場第一
多くの途上国にて、政府統計や市場情報が不備な状況です。
机上の分析だけでは的確な進出計画を作成するのは困難で
す。まちを歩き、店をのぞき、店主と話し、消費者のご意見を
聞く、現場調査でキーパーソンや人脈も作るというのが弊社
のやり方です。
２、持続可能な事業計画
何らか事業コンセプトを持って現場調査で情報を集めても、実
現可能性の低さを思い尻込みすることがあります。我々は最
適解を見つけるお手伝いをします。
３、協同作業
主役は御社です。海外進出計画立案に向けて、御社スタッフ
とともに、考え・動きます。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
・インドネシア国スラバヤ市における飲料水供給改善事業にかかる
案件化調査支援業務
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
・キルギス共和国日本人材開発センター・産業多角化に資するビジ
ネス人材育成プロジェクト（2016）
・ブータン国全国総合開発計画2030策定プロジェクト（2016-）
・モザンビーク国ナカラ回廊経済開発戦略策定プロジェクト（2012-
2013）
・インドネシア国経済特別地域（SEZ）開発マスタープランプロジェクト
（2011）
(3)　専門の国・地域
アジア地域、中南米地域、アフリカ地域
(4)　得意な分野
都市および地域計画に関する調査研究・計画立案・設計ならびにコ
ンサルタント業務（経営コンサルティング、各種コーディネーション、人
材育成等を含む）

17

合同会社適材適所

東京都千代田区平河町1-3-6
BIZMARKS麹町３F

設立年：2007年
従業員数：12名
担当窓口：代表社員　立山桂司

【セールスポイント】
全世界を対象として、分野や課題を問わず、主としてJICAの
技術協力プロジェクトにおいてプロジェクト形成と評価に関
わってきました。中でも、人材育成や組織・制度強化を得意と
しています。最近では、JICAが進めるタイ国の産業人材育成
に関わるニーズ調査に関わり、日系企業の人材ニーズに対
応したプログラムおよびプロジェクトを提案しています（進行
中）。また、地球環境（防災、森林）部門のプロジェクト評価、
障害者支援関係の調査や評価、保健・教育分野の調査研究
や評価分析など幅広く業務に対応しています。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
これまでに携わったODA事業のプロジェクトの発掘や形成、調査、計
画策定、設計、事業実施、事業評価の経験を通じて、現地での様々
なリソースやネットワークを確保しております。また、海外展開支援事
業に関しましては、これまでに何件かの事業提案の可能性を検討し
てきましたが、企業側との調整がつかなかったことで実現しておりま
せん。来年度は是非積極的に関わり、企業の海外展開を支援すると
ともに、事業の本格化に向けて尽力させていただきたいと考えており
ます。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
代表社員である立山が国家資格キャリアコンサルタントを取得してお
り、学生、国際協力を志す人材、社会人に対するキャリア支援のほ
か、キャリア支援のプロを目指す人材へのトレーニングを提供してい
ます。これは途上国の現場でも活用できるものであり、現場の人材育
成を効果的に進めることが可能です。
(3)　専門の国・地域
全世界を対象としています。特に、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナ
ム、ミャンマー、スリランカ、タンザニア、セネガルなどはローカルリ
ソースとネットワークを直ぐにでも活用できます。
(4)　得意な分野
地球環境分野、保健・教育分野、福祉・障害者支援・社会保障分野、
農業・農村開発分野など、多岐にわたる分野・課題に対応できます。
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デロイト トーマツ
ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル

設立年：2001年
従業員数：572名
担当窓口：国際開発アドバイザリー　大木雅志

【セールスポイント】
弊社及び弊社グループでは、日本企業の海外ビジネス展開
をサポートするため、進出国の市場環境分析、競合分析、規
制・リスク調査、進出形態検証、ビジネスパートナー候補の選
定等のサービスを提供しており、進出後も法人設立支援や
M&A支援等のサービスも提供しています。また、日本企業の
海外展開支援と国際開発アドバイザリーを両輪で実施してお
り、単に短期的な展開支援だけではなく、進出国の政府に対
する開発課題の解決という視点も含めた日本企業が長期的
に活躍するための制度作り等、ビジネス環境改善への提案も
行います。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
中小企業海外展開支援案件化調査（中国、マレーシア、フィリピン）、
技術協力プロジェクト（フィリピン、モンゴル）、
情報収集確認調査（ブラジル、パラグアイ、ベトナム）等
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
外務省、経済産業省、農林水産省等の調査
(3)　専門の国・地域
東南アジア（フィリピン、ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシ
ア等）、中国、アフリカ（ケニア、モザンビーク、ザンビア等）、中南米
（パラグアイ、ブラジル）等
(4)　得意な分野
環境、省エネ、職業訓練・産業育成、介護福祉、医療、農林水産、
ICT
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株式会社電通

東京都港区東新橋1-8-1

設立年：1901年
従業員数：6,799名
担当窓口：電通総研　平野光隆

【セールスポイント】
弊社は世界124カ国に300以上の拠点を持ち、あらゆる国・地
域でのサポートが可能です。サポート内容もビジネスパート
ナーとして開発課題を踏まえたビジネスモデルの立案、現地
調査、現地パートナー探しから事業計画立案、マーケティン
グ・プロモーション計画立案・実施までビジネスの全てを1ス
トップでカバーします。クリエイティブを活かした啓蒙活動、商
品開発・デザインも可能です。また、海外事業を支える国内事
業のコンサルティング、マーケティングサポートも致します。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
採択実績：BOP　F/S（インドセールスプロモーション事業、ケニアエネ
ルギー事業）、中小企業連携基礎調査（ベトナム農業、インドネシア
水事業）、案件化調査（インドネシア消火剤事業、ミャンマー交通安全
標識事業）
この他にブータン、モンゴル、タンザニア、マレーシアでの現地調査
の実績があります。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
採択実績：JICA　「我が国企業によるBOPビジネスの普及促進と更な
る連携強化のための調査業務」、経済産業省ケニア・タンザニア先進
エネルギー事業。
(3)　専門の国・地域
世界のどの地域も対応しますが、ケニア、タンザニア、モンゴル、タ
イ、ベトナム、ミャンマー、ブータン、マレーシアでの現地調査実績が
あります。
(4)　得意な分野
どの分野でも対応しますが、商品開発、マーケティング、ブランディン
グ、販売促進活動もサポート可能です。
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株式会社東京医療コンサルティング

東京都千代田区内幸町1-1-1
帝国ホテルタワー15階

設立年：2010年
従業員数：10名
担当窓口：土開千昭

【セールスポイント】
・医療・介護・障害者分野のコンサルティング、および感染症
や自然災害等のリスク管理・レジリエンスコンサルティングを
専門としています。
医療機器・福祉機器・医薬品メーカー、医療機関、各種大学、
官公庁を対象として、事業戦略の計画や提案・調査を提供。
ＯＤＡ案件を含む海外展開支援についても積極的に取り組ん
でおります。進出国の検討、企画書作成、現地調査、報告書
作成まで企業に寄り添い、きめ細かくサポートします。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
保健医療：案件化調査2件、普及・実証事業1件、普及促進事業2件
障害者福祉：案件化調査1件、普及・実証事業2件
その他5件の実績あり（2012年～2017年）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
・現地国での法務（現地国での許認可申請、会社設立など）
・海外での事業立ち上げ支援
・生産管理に関する対策（労務管理、生産管理、品質管理、物流対
策）
・海外人材の日本受け入れ支援コンサルティング・セミナー
・医療機器の開発・医工連携に関する調査等
(3)　専門の国・地域
・アジア全般
・北米・中南米
・欧州
・中東
(4)　得意な分野
・医療、福祉、防災分野の海外展開支援事業
・海外での会社設立登記
・海外人材の日本受け入れ支援
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株式会社日本開発サービス

〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目14番1号
郵政福祉琴平ビル4階

設立年：1973年
従業員数：30名
担当窓口：海外ビジネス展開・官民連携支援室
　　　　　　 西崎/安藤/安田

【セールスポイント】
　㈱日本開発サービスは、ODA事業を中心とした25年以上に
わたる開発途上国での経験、ネットワークを活かし、アジア・
中南米・アフリカ地域を中心に民間企業様の海外事業展開の
支援を行っております。対象分野は環境・エネルギー、農業、
食品加工、職業訓練・産業育成、教育、防災・災害対策など
様々な分野にわたります。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
・ 2012年の外務省/JICA海外展開支援事業開始以降、約20の案件
において、企画書作成段階から関わって参りました。
・ 特にミャンマーでは、農業、食料・食品、職業訓練・産業育成分野
等で多くの実績を有しています。
・ ODA調査・コンサルティング事業：民間セクター開発（産業振興）、
地域開発・平和構築・ジェンダー、保健・医療、農業・農村開発、自然
環境保全・環境管理といった幅広い分野で活動を展開
※セクター横断的な「情報通信技術（ICT）」を活用した技術協力や
「プロジェクト評価」を日本および世界各国にて実施しています。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
海外民間企業からの要請ベースにより、現地のニーズに合わせた
オーダーメイドによる様々な分野での技術者派遣をしております。
(3)　専門の国・地域
・ アジア地域：ミャンマー、スリランカ、ベトナム等
・ 中南米地域：メキシコ、ブラジル、アルゼンチン等
・ アフリカ地域：エチオピア、ガーナ、タンザニア等
(4)　得意な分野
環境・エネルギー、農業、食品加工、職業訓練・産業育成、教育、防
災・災害対策など



No. 会社名・企業概要 ODAや中小企業支援等の経験
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株式会社日本開発政策研究所

東京都千代田区神田錦町3丁目7番2号
逸侶ビル5階

設立年：1982年3月
従業員数：10名（2018年現在）
担当窓口：有村　友作（中小企業支援窓口　コンサルタント）

【セールスポイント】
弊社は、「途上国開発の医者」として30年以上に渡って途上
国支援に取り組んできました。途上国開発には民間企業誘致
による職づくりが重要であり、その有効な実現方法として経済
特区（SEZ）の開発を多く手掛けてきました。国のトップと直接
話し、意識を変え、政策改革を行い、多くのステークホルダー
を巻き込みながら開発を進めることを得意としています。中小
企業の海外展開支援においては、こうした経験や手法を活か
し、製品・業界を深く理解した上で、途上国側と協議し、真に
必要とされるニーズ先を開拓します。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
バングラデシュでの道路改善を可能にする粒状路盤工法や、ベトナ
ムでの遮熱性コーティング剤の現地展開支援など多数の実績。現地
の主要企業との交渉やJV候補の抽出、補助金調査、事業計画立
案、デモンストレーションの支援など多岐にわたりサポート致します。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
・インド　グジャラート州環境シップリサイクルヤード整備事業調査
（JETRO：平成21年度、三菱商事、新日本製鐵等と共同で実施）
・カンボジア　メコン川上流西岸地域農業・物流インフラ整備事業調
査（経産省：平成 23 年度、出光興産と共同で受注）
・カンボジア　シェムリアップにおけるJCMを活用した低炭素観光都市
開発支援調査事業（環境省：平成27年度、旭硝子、神奈川県庁等と
共同で実施）
(3)　専門の国・地域
カンボジア、ベトナム、バングラデシュ、インドネシア、インド
(4)　得意な分野
環境・エネルギー、廃棄物処理、特殊インフラ工事、防災・災害対策、
農業、工業団地開発
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日本テピア株式会社

〒530-6126　大阪市北区中之島3-3-23　中之島ダイビル26F
〒105-6031 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー31F

設立年：2000年
従業員数：24名（グループ連結：300名）（2017年4月現在）
担当窓口：コンサルティング事業部　飯田

【セールスポイント】
環境・省エネ、福祉分野に特化し「シンクタンクと商社機能の
融合」をテーマに、調査・コンサルティング・ODA事業化支援
のみならず実際の海外ビジネス支援フェーズでのファイナン
ス、商流・物流スキーム構築まで、企業の海外ビジネス展開
を一貫してサポートする機能を有した総合的サービス企業で
す。現地ネットワークを活用した質の高い現地情報の収集と
コーディネーションに自信があります。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
2012年度：BOP調査　ネパール（環境）、ベトナム（福祉）
2014～2016年度：普及・実証事業　フィリピン（水処理）、
草の根技術協力　ベトナム（福祉）
2016～2017年度：案件化調査　タイ（福祉）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
JCM設備補助事業（環境省）、JCM事業化可能性調査（NEDO）、経
産省スキーム等を利用した日本製品・技術の海外展開コンサルティ
ング
(3)　専門の国・地域
中国、タイ、ベトナム
(4)　得意な分野
資源・エネルギー（省エネ、再生可能エネルギー、電力、バイオマ
ス）、水処理、福祉
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株式会社パデコ

東京都港区新橋6-17-19
新御成門ビル

設立年：1983年
従業員数：150名
担当窓口：宮浦杏那（Email: amiyaura@padeco.co.jp）

【セールスポイント】
パデコは豊かなコンサルティング経験を持つ専門家グループ
により設立された国際開発コンサルティング会社です。東京
に本社を構え、世界110ヵ国以上の国々で幅広い豊富な実績
を誇りながら、様々な分野のスペシャリストがクライアントの立
場に立ち、各分野の専門知識を有機的に結びつけ、最適な
施策を提案、実行します。東京本社、インド、インドネシア、ベ
トナム、ルーマニア、ジョージア、バングラデシュ、カンボジア、
ガーナ、ミャンマー、ネパール、パレスチナ、アルゼンチン他
に拠点を有しています。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
無償資金協力、有償資金協力、技術協力等JICA案件多数。バングラ
デシュ国中等教育と職業人材育成のためのe-ラーニング事業準備
調査(BOPビジネス連携促進)、ケニア国都市部における水資源確保
と水環境改善のための超節水型トイレシステム普及促進事業他。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
日本国政府及び政府関連機関、地方自治体、国際協力銀行、世界
銀行、アジア開発銀行、米州開発銀行、欧州復興開発銀行、国連等
の国際開発援助機関、発展途上国の政府、また大企業から中小企
業に至る多くの民間企業の依頼に応え、数々のコンサルティング
サービスを行った経験を有しています。
(3)　専門の国・地域
どの国・地域でも対応可能です。
(4)　得意な分野
運輸交通、高速道路、港湾、鉄道、経済分析、財務・金融、経済開
発、気候変動、環境、都市・地域計画、教育、行政、法務分析、シス
テム分析、観光振興、プロジェクトマネジメント等専門分野は多岐に
わたります。



No. 会社名・企業概要 ODAや中小企業支援等の経験
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株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ

〒104-0045 東京都中央区築地 2-8-1
築地永谷タウンプラザ206

設立年：2007年8月1日
従業員数：役員・専門家（含む海外スタッフ）　10名
担当窓口：取締役　佐々木一雄
Phone:090-5209-9663
E-mail:k_sasaki@pear-carbon-offset.org

【セールスポイント】
PEARは、温暖化問題（緩和・適応）・再生可能エネルギー・省
エネルギー分野が特に得意で、ご一緒にビジネスを展開する
ことを目指しています。普及実証事業では、スリランカ国でカ
ワシマ・コンポストプラントRA-Xを2017度にスリランカ政府に9
台販売しました。「案件化調査→普及実証事業→GCF/JCM
等の活用によるビジネス展開」にチャレンジしています。
PEARは、プロジェクトの開発から企画書作成等JICA応募、現
地政府との折衝から報告書作成・経理処理等の事業遂行、ビ
ジネス化までをサポートいたします。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
基礎調査：2件、案件化調査：4件、普及・実証事業：2件、BOPビジネ
ス連携促進：2件　（2012年～2017年実績）
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
環境省：9件、JICA：2件、NEDO：1件、METI：2件　（2010年～2017年
実績）
(3)　専門の国・地域
アジア：バングラデシュ、スリランカ、モルディブ、インド、ミャンマー、
ラオス、ベトナム、モンゴル、インドネシア、フィリピン
アフリカ：エチオピア
(4)　得意な分野
地球温暖化：緩和対策（JCM・GCF等温室効果ガス削減）、適応対策
（GCF）
エネルギー：再生可能エネルギー（電力・ガス・熱供給）、省エネル
ギー
環境：環境社会配慮
水：水の浄化、水処理
廃棄物処理：バイオガス発電等エネルギー利用、コンポスト等リサイ
クル、医療廃棄物等焼却処理
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2
オランダヒルズ森タワー
設立年：2006年（旧東銀ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ設立は1979年）
従業員数：約 750名
担当窓口：国際ビジネスコンサルティング部　杵淵、川手

【セールスポイント】
MUFGグループのシンクタンクであり、グローバルネットワーク
を活用し、国際業務を展開する企業、政府関係・金融機関
に、戦略企画から実務支援までの幅広いコンサルティング・
サポートをご提供いたします。特に「海外新規市場参入に関
する調査と戦略立案」「アライアンス、M&Aを中心とする戦略
検討・実行支援」「現地パートナー発掘から商談支援」等に焦
点をあて、海外進出から拠点マネジメントまでの課題解決支
援や海外販路開拓支援、企業のグローバル展開を支援する
政府関係機関の産業推進支援策の企画立案とその実行支
援を提供しており、JICA案件も多数実績がございます。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
・医療用焼却炉技術の案件化調査
・灌漑・農業・農村道路整備技術の案件化調査、普及・実証、食品加
工の案件化調査、普及・実証
・土木技術の案件化調査、普及・実証
他に案件化調査、普及・実証調査その他、JICAの案件に関するマク
ロ経済調査、有機農業推進調査、高齢化社会に向けた地域社会に
根差したプログラム及び社会的支援の構築調査、事後評価調査など
を含め複数実績あり。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
・膀胱がん関連薬の米国市場調査、
・インドにおけるレアメタルの利用実態・市場動向調査
他に海外戦略策定支援、拠点マネジメント最適化、M&A・提携実行支
援、官公庁向け産業育成支援等、幅広く企業向けにコンサルティン
グ支援をしています。
(3)　専門の国・地域
タイ、ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、香港、シンガ
ポール、インド、南アジア、アフリカ、アメリカ、欧州
(4)　得意な分野
海外戦略・マーケティング、海外販路開拓・市場調査
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八千代エンジニヤリング株式会社

東京都台東区浅草橋5-20-8
CSタワー

設立年：1963年（昭和38年）
従業員数：1,086人[技術職868人・事務職218人]
（平成29年7月1日現在）
担当窓口：国際事業本部　社会・経済基盤部
　　　　　　 社会開発課　下村明弘

【セールスポイント】
新たなニーズの発掘や課題の把握からのアプローチだけで
はなく、様々な国における無償資金協力、有償資金協力、技
術協力などの各種ODA事業の実施経験から、完了済み・実
施中のODAプロジェクトとの連携や、既存事業のサイトにおけ
る製品・技術の活用の検討、ビジネス展開のシナリオ作り、相
手国政府関係機関とのコミュニケーション促進などを支援す
ることができます。総合コンサルタントの強みを発揮し、多岐

にわたる分野へ対応することができます。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
ODA事業：無償資金協力、有償資金協力、技術協力による各種分野
（運輸交通、地域開発、貧困削減、上下水道、廃棄物管理、水資源、
防災、電力・エネルギー、情報通信、施設建設など）
JICA海外展開支援事業：案件化調査（環境・エネルギー、防災・災害
対策）、普及実証事業（環境・エネルギー）
BOPビジネス連携促進（現在の「途上国の課題解決型ビジネス
（SDGsビジネス）調査」）、「開発途上国の社会・経済開発のための民
間技術普及促進事業」、「協力準備調査（PPPインフラ事業）」などの
民間連携事業経験もあり。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
民間企業の海外進出検討に関するコンサルティング業務
(3)　専門の国・地域
アジア：インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン、ミャンマー、インドな
ど
大洋州：パラオ、フィジー、ソロモンなど
アフリカ：ウガンダ、ナイジェリア、ザンビア、ジブチなど
中南米：パラグアイ、ブラジルなど
(4)　得意な分野
「環境・エネルギー」、「廃棄物処理」、「水の浄化・処理」、「職業訓
練・産業育成」、「防災・災害対策」をはじめ、インフラシステム輸出
（都市交通）、情報通信、次世代物流など
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リロ・パナソニック
エクセルインターナショナル株式会社

〒541-0042　大阪市中央区今橋3-1-7
日本生命今橋ビル6F

設立年：1990年
従業員数：100名
担当窓口：国際協力事業ユニット　宇野、河内（eico-
jtr@relo.jp）
電話番号　06-6206-1014

【セールスポイント】
パナソニックの全社グローバル事業から生み出されたノウハ
ウ・情報を活用し、お客様のグローバル事業展開をワンストッ
プでサポートすることをミッションとする会社です。海外での幅
広い、豊富な経験をもったパナソニックOBを中心とした専門
家集団を有しており、JICA事業でも新興国の社会・経済の発
展の担い手となる産業人材を育成するために、その技術、技
能、知識を提供させていただいております。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
・外務省「案件化調査」　インド・水質浄化
・JICA「普及・実証事業」　インド・水質浄化　他
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
・JETRO「新興国進出支援専門家派遣事業」「新輸出大国パート
ナー」等への専門家派遣
・JICA「日本センター事業」／産業人材育成事業
・JICA「産業振興」のための情報収集調査
・JICA「情報通信産業の活性化」のための調査
・外務省「ロシアOJT技術研修」（テーマ：環境　等）
(3)　専門の国・地域
・アジア　特にASEAN諸国、中南米
(4)　得意な分野
・産業人材育成
・産業開発（電気、電子）
・情報通信
・環境（廃棄物、省エネ、廃家電リサイクル、浄水　等）

29

株式会社レックス・インターナショナル

〒102-0075　東京都千代田区三番町24-28
千代田ハヤシビル　2階

設立年：1995年
従業員数：27名
担当窓口：開発投資推進室　香西　献　kozai@recs-intl.co.jp

【セールスポイント】
開発投資推進室は活動の3つの柱（1.環境・エネルギー事業、
2.ソーシャルビジネス、3.中小企業海外展開支援）を軸に活動
を推進しています。
｢社会的弱者の支援」を理念として掲げ、ODAを活用し、民間
企業とダッグを組み民間開発投資による社会への貢献を使
命とします。まず、途上国の人々に軸足を置き、社会の発展
と豊かな暮らしを実現するため、社会課題の解決とともに、新
しい社会価値を創造し提供できるビジネスモデルを構築する
こと、イノベーションを当社の理念として推進していきます。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
●ODA事業
ODA事業は地域開発・都市計画、農業振興・農村開発の二つが重要
な業務の柱となっている。その他分野には、水資源開発、観光開発、
工業団地計画等の幅広い分野に進出している。
●JICA海外展開支援事業
2014年に設立された開発投資推進室が中心となり、モンゴル2件、
ミャンマー、ベトナムそれぞれ1件、計4件の案件を実施している。
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
民間2件の他、NEDO、環境省、公益財団法人地球環境戦略研究機
関、地球環境センターの案件を実施。
対象国：ミャンマー、モンゴル、タイ、マレーシア
(3)　専門の国・地域
アフリカ（全域）、東南アジア（ベトナム・タイ・ミャンマー・ラオス）、南ア
ジア(モンゴル・インド)、中東(イラン・シリア)
(4)　得意な分野
都市計画マスタープラン・地域総合計画策定調査・農業開発（稲作振
興等）・観光開発・工業団地開発・水資源管理プロジェクト・再生可能
エネルギー
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株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
東京都千代田区麹町1-8-1 半蔵門MKビル３Ｆ

電話/FAX　03-6265-6442／03-6265-6443
設立年：平成18年４月13日
従業員数：95名
担当窓口：

【セールスポイント】
　当社は「中小企業診断士の国際派集団」として、設立以来、
国内外の中小企業の経営刷新、新事業展開、さらに戦略的
な海外展開支援分野で豊富な実績を積み上げてきておりま
す。特に得意とするサービスは、中小企業振興支援、人材育
成、各種調査業務などで、５Ｓ、カイゼン、品質管理などにも
強みを持っています。また、クライアントは外務省、国際協力
機構（JICA）をはじめ、海外産業人材育成協会（HIDA）、中小
企業大学校、各地商工会議所など幅広いニーズに対応して
います。

(1)　ODA事業・JICAの海外展開支援事業のご経験
［案件化調査］
・フィリピン「再生可能エネルギー」、「廃棄物処理」、バングラデシュ
「民間セクター開発」等
・［JICA関連業務］
　カンボジア「中小企業支援体制の戦略的強化プロジェクト」、タイ「地
方レベルの統合中小企業支援普及プロジェクト」、ベトナム「日本人
材協力センター・ビジネス人材育成プロジェクト」、モンゴル「日本人
材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト」等
(2)　(1)以外のコンサルタントのご経験
　・インドネシア「商工会議所経営指導員育成支援」（JETRO）、スリラ
ンカ「経済産業省・アジア生産性向上事業専門家派遣」（日本生産性
本部）、ミャンマー「ミャンマーにおけるビジネス調査」（中小企業診断
協会）等
(3)　専門の国・地域
アジア全域、中近東、中南米、アフリカ、その他ロシアやＮＩＳ諸国等、
多岐にわたっています。
(4)　得意な分野
　環境・エネルギー、廃棄物の処理、職業訓練・産業育成、防災・災
害対策等、農業生産性の向上、教育等


