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■リストの表記について

業種分類 事業形態
（1-11: 製造業） A 現地法人・駐在員事務所・支店

1 電気・電子・情報機器、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）

2 自動車・輸送用機器、同関連部品 B 取引のみ
3 精密機器・医用機器 （継続的な輸出入、現地販売店との取引、委託生産など）

4 一般機械 C その他
5 重機 （プロジェクト参画、権益取得、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
7 化学 企業名及び事業実施国国名の並び順
8 医薬品 　あいうえお順
9 ガラス・セメント・土石製品

10 繊維・衣料・皮革 アフリカ各国の地域分類基準
11 その他製造業 　アフリカ連合（AU）の基準に依る
12 農林水産
13 食品・飲料 ■注意事項
14 紙・パルプ ・当リストは、公開情報／企業様からの情報提供／周知の事実のみを対象としてお
15 小売 　り、非公開情報については記載をしていません。
16 外食 ・情報は2015年11月時点のものです。
17 教育 ・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てい
18 情報、通信、ソフトウエア、コンテンツ 　ます。一部業種については多くの企業が対象となるため、事業の継続性・現地事務
19 資源・エネルギー 　所の有無などにより一部の企業のみを取り上げています。
20 建設エンジニアリング・プラント ・当リストの著作権は、アフリカビジネスパートナーズにあります。著作物はアフリカビ
21 総合商社 　ジネスパートナーズおよびアフリカ開発銀行日本語ホームページにて公開されます。
22 専門・中堅商社 ・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、
23 中古車販売 　出所の明示（”「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト」、アフリカ開発銀行アジア
24 特定製品輸入 　代表事務所・アフリカビジネスパートナーズ”）をお願いいたします。
25 海運・空運 ・ 掲載企業の連絡先ご紹介や掲載情報についてのより詳しいご案内は、別途有料で
26 運輸・物流 　 行っております。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
27 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、下記のお
28 ビジネスコンサルティング 　問い合わせ先までご連絡いただければ幸いです。
29 開発コンサル
30 旅行代理店・ホテル ■当リストに関するお問い合わせ先：
31 メディア・広告 　 アフリカビジネスパートナーズ　梅本優香里（うめもとゆかり）
32 その他サービス業 　 03-5382-4319, 080-50786411
33 日本人による現地での起業 　 yukari.umemoto@abp.co.jp



■アフリカにおける日本企業の拠点カバレッジ
2015年11月時点のアフリカにおける日本企業の各国別拠点数の合計は、440となった。

・事業形態A分類「現地法人、駐在員事務所、支店」を持つ企業の数を、各国別にまとめた

・1企業が1カ国に複数の拠点をもつ場合は1とカウントし、1企業が複数の国に渡り拠点をもつ場合は拠点をもつ国の数がカウントされている

・登記はしているものの事業実態のない企業や、ODA事業などの目的で一時的に法人を登録している企業は除かれている

地域分類別拠点数No. Country
Number of

business bases

28 Equatorial Guinea 2

29 Swaziland 1

30 Sudan 1

31 Benin 1

32 Burkina Faso 1

33 Guinea 1

34 Mali 1

35 Togo 1

36 Burundi 1

37 Cameroon 1

38 DRC 1

39 Cabo Verde 0

40 Central Africa 0

41 Chad 0

42 Comoros 0

43 Congo 0

44 Djibouti 0

45 Eritrea 0

46 Gambia 0

47 Guinea-Bissau 0

48 Lesotho 0

49 Mauritania 0

50 Niger 0

51 Sao Tome 0

52 Seychelles 0

53 Sierra Leone 0

54 Somalia 0

TOTAL 440

No. Country
Number of

business bases

1 South Africa 136

2 Kenya 40

3 Egypt 39

4 Nigeria 28

5 Morocco 28

6 Tanzania 26

7 Ghana 13

8 Uganda 11

9 Algeria 11

10 Tunisia 11

11 Mozambique 10

12 Zambia 9

13 Angora 8

14 Ethiopia 7

15 Rwanda 6

16 Cote d'Ivoire 6

17 Namibia 5

18 Senegal 5

19 Zimbabwe 4

20 Mauritius 4

21 Gabon 4

22 Libya 4

23 Botswana 3

24 Madagascar 3

25 Liberia 3

26 Malawi 2

27 South Sudan 2

178 
(40%) 

100 
(23%) 

93 
(21%) 

60 
(14%) 

9 
(2%) 

Southern

Eastern

Northern

Western

Central

TOTAL: 440 



南部 東部 西部 中部 北部

1 オムロン

南ア、アン
ゴラ、ザン
ビア、ジン
バブエ、ナ
ミビア、ボツ
ワナ、モザ
ンビーク

ウガンダ、
エチオピ
ア、ケニア、
ジブチ、
スーダン、
ソマリア、タ
ンザニア、
マダガスカ
ル、ルワン
ダ

ガーナ、ガ
ンビア、ギ
ニア、シエ
ラレオネ、
トーゴ、ナイ
ジェリア、ニ
ジェール、
ブルキナ
ファソ、ベナ
ン、マリ、
モーリタニ
ア、リベリア

ブルンジ、
中央アフリ
カ、チャド、
コンゴ、ガ
ボン

A
制御機器の販売。南アに拠点を持ち、アフリカ33カ国で販売
を行う

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

http://www.ia.omron.com/jp/global

_network/africa/south_africa.html

2 カシオ計算機 南ア B
時計、電卓、楽器等の販売。南アをはじめ、アフリカ29カ国
に代理店を設定して販売を行う

http://casio.jp/

3 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

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_an

d_africa_offices/

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

#anc004

4 京セラ
南ア、モザ
ンビーク

ケニア ガーナ DRC B
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.ht

ml

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

&lang=English&content=ourcomp

any

5 ジーエス・ユアサ B
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

http://www.gs-yuasa.com/jp/

企業名
事業実施国 事業形

態
事業内容

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

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 1

http://casio.jp/


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

6 シスメックス 南ア A

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.htm

l

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

roup/index.html

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

story/2000.html

7 シャープ 南ア
エジプト、モ
ロッコ

A

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。

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

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

nological/2000.html

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

_topix/el_araby/index.html

8 ソニー 南ア A

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。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/

9 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/pre

ss/2012_04/pr_j2002.htm

1

電気・
電子・
情報機
器、同
関連部
品

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 2



南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

10 東芝 南ア ケニア ニジェール エジプト A

南アに現地法人、エジプトに合弁会社。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。2003年東芝
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/pre

ss/2010_12/pr_j1601.htm

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

ss/2011_01/pr_j1401.htm

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

a/pr/archive/2010/html/000001092

0.html

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

ss/2011_03/pr_j0203.htm

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

ss/2007_07/pr_j2301.htm

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

ss/2011_11/pr_j0701.htm

11 ニコン
ジンバブ
エ、南ア

ケニア
エジプト、モ
ロッコ

B

カメラ・映像製品の販売。南ア、モロッコ、エジプト、ケニア、
ジンバブエに販売代理店。2015年ケニアでショールーム
オープン

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

http://www.nikon.com/network/afri

ca.htm

12 日本電気（NEC） 南ア ケニア
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

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、海底ケーブル敷設、放送機器等の販売。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。2014

年にはアジア・アフリカ・ヨーロッパ間とアンゴラ・ブラジル間
の2件の海底ケーブル敷設を受注。南アで指紋認証による
7000人規模の国民IDシステムを構築。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。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。モザンビークで電
子マネー導入実証実験。2015年南アXON社と資本提携

http://jpn.nec.com/

http://www.nec.co.jp/press/ja/1112

/0102.html

http://ab-network.jp/wp-

content/uploads/2014/01/1bab7ee

0d77400eaa896ef86d5291609.pd

f

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

LZO89511590Q5A720C1TJC000/

http://www.nec.co.jp/csr/ja/report2

008/contribution/con01_3.html

電気・
電子・
情報機
器、同
関連部
品

1

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 3



南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

13 パイオニア
南ア、アン
ゴラ

ケニア
ガーナ、セ
ネガル、ナ
イジェリア

エジプト、リ
ビア

B カーオーディオの輸出 http://pioneer.jp/

14 パナソニック 南ア タンザニア
ナイジェリ
ア

エジプト A
1966年タンザニアに乾電池製造会社設立、乾電池と懐中
電灯を生産。ナイジェリアの駐在員事務所。南アに支店、電
設資材をドバイから輸出

http://www.panasonic.com/jp/hom

e.html

http://news.panasonic.com/jp/topic

s/2014/38654.html

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

001716.000003442.html

15 日立国際電機 ボツワナ B
ブラジル現地法人がボツワナ国営放送から地デジ送信機を
受注。モザンビークで地上デジタルテレビ放送の実証実験

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

http://www.hitachi-

kokusai.co.jp/news/news141030.h

tml

http://www.hitachi-

kokusai.co.jp/news/news130301_

01.html

16 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・販売事業を2014年三菱日立パワーシス
テムズとして事業統合。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、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/cnew

s/month/2008/03/0303a.html

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

s/month/2005/09/0920a.html

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

s/month/2011/10/1005b.html

電気・
電子・
情報機
器、同
関連部
品

1

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 4

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


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

17 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/e

urope/africa.htm

18 富士通 全10カ国

コモロ、
スーダン、
南スーダン
以外の11カ
国

全16カ国 全9カ国 全5カ国 B

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/

19 富士フィルム 南ア モロッコ A

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。アフリカ各国に販売代理店。2014年、子会社
富山化学工業の抗インフルエンザウイルス薬「アビガン」が
エボラ出血熱患者へ投与される。ギニアで臨床試験を実施
中。

http://fujifilm.jp/index.html

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

news/articleffnr_0642.html

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

news/articleffnr_0928.html

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

news/articleffnr_0959.html

20 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/euro

pe.php

21 三菱電機 南ア ケニア エジプト A

南アとエジプトにエレベーター子会社。南アに2015年支店
設立。エレベーターの販売・据付・保守。ケニアで地熱発電
PJへ発電機を納入

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

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

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

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

news/2015/0525-b.html

電気・
電子・
情報機
器、同
関連部
品

1

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 5

http://www.fujitsu.com/global/worldwide/africa/
http://www.fujitsu.com/global/worldwide/africa/
http://www.fujitsu.com/global/worldwide/africa/


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

22
三菱日立パワーシステ
ムズ

南ア モロッコ A

2014年、三菱重工と日立製作所による火力発電事業統合
会社として設立。火力発電設備の製造・販売。南アに現地
法人。2007年に日立製作所が受注した南アの電力会社
Escom社向け石炭火力発電プラント用ボイラー設備設置を

手掛ける。2015年、三井物産などがモロッコで建設するサ
フィ超々臨界圧石炭火力発電所向け蒸気タービン、発電機
を受注

https://www.mhps.com/index.html

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

f/130611.pdf

https://www.mhps.com/news/2014

1002.html

23 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_doc

ument/businessreport/96/96_repor

t.pdf

24 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.h

tm

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

locations/area-africa-en.htm

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

ss/2011/pr-press-2011-0630-

ja.htm

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

ss/2008/pr-press-2008-0825-

ja.htm

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

porate/News/2003/pr-press-2003-

1007-ja.htm

25 富士電機 南ア C

電力・鉄道向けインフラ機器の製造・販売・サービスや工場
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、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

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

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

ompany/pdf/Corporate_Profile_J_

201210.pdf

26 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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27 アイダエンジニアリング モロッコ A
自動車用プレス機械、自動加工ラインの製造・販売。モロッ
コに販社設立

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

http://www.aida.co.jp/company/wo

rld.html

28 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.anest-iwata.co.jp/

29 いすゞ自動車 南ア ケニア
ナイジェリ
ア

エジプト A

1956年エジプトへの輸出を開始。米ゼネラルモーターズと
合弁にて南アとエジプトで商用トラック、バス、ピックアップト
ラックの組立製造・販売。ケニアにGMの生産拠点。アル
ジェリア、コートジボワールで大型受注。南アで2015年現地
企業2社を買収。ナイジェリアで2015年トラックの組み立て
生産開始を発表

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

http://www.isuzu.co.jp/investor/fact

/overseas_6.html

http://www.africasociety.or.jp/mag

azine_pdf/2011_04.pdf

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

420150504beal.html

30 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/

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

ny/history/75years/text/leaping_for

ward_as_a_global_corporation/ch

apter4/section5/item2_d.html

31 近畿車輛 エジプト C
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/ne

ws/news100819.htm

32 スズキ 南ア
ナイジェリ
ア

エジプト A

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、2014年統合。
ナイジェリアにも生産拠点を持つ

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

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

ucingbase/abroad/europeafrica.ht

ml

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

2007/0213/index.html

33 スバル 南ア B 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.subaru.jp/

http://www.e-

logit.com/loginews/20101004x11.p

hp
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34 住友ゴム 南ア A

2013年、インド資本南アApollo Tyres South Africa社を買
収し、アフリカ30カ国のダンロップブランドの販売権と製造
権、Apollo社が持つ南アの販売権とタイヤ製造工場を獲
得。アフリカ各国でダンロップブランドのタイヤを販売

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

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

ase/2013/sri/2013_062.html

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

LASDZ0903D_Z01C14A0TJ1000/

35 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・販売、南アで販売を行う。モロッコで
は3工場を持ち1.8万人を雇用

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

https://www.sws.co.jp/corporation/

office_europe.html

http://www.sei.co.jp/csr/feature/20

15/index.html

36 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

37 テラモーターズ 南ア B 南アへ電動三輪を輸出 http://www.terra-motors.com/jp/

38 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/investor

s/annual_report/2012/doc/2012_a

nnual_report.pdf

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

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

wsreleases/2010/100323-01.html

39 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
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40 トヨタ自動車 南ア ケニア エジプト A

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。南アに生産・販売を行う現地法人。ケニア、エジ
プトは委託生産。豊田通商資本によるトヨタケニア、トヨタ・
モーター・エンジニアリング・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。アフ
リカの販売代理店数は44、53カ国に販売網を持ち、約25万
台を販売

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

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

ny/history/75years/data/automotiv

e_business/sales/activity/africa/ind

ex.html

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

ny/about_toyota/gaikyo/pdf2013/d

atabook_jp_2013.pdf

41 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/200506200

2.html

42 日産自動車 南ア
ケニア、
モーリシャ
ス

ナイジェリ
ア

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッコ

A

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、エジ
プトに生産拠点、アルジェリア、ケニア、モーリシャス、ナイ
ジェリア、モロッコに販売拠点。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-

global.com/JP/COMPANY/PROFI

LE/EN_ESTABLISHMENT/AFRIC

A/

http://www.nissan-

global.com/JP/NEWS/2013/_STO

RY/131009-01-j.html

http://www.nissan-

global.com/JP/NEWS/2013/_STO

RY/130903-02-j.html

43
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。南アは同社の国外最大
市場。2015年に大型トラックを投入。アフリカの販売代理店
数は13、48拠点に販売網を持つ

http://www.udtrucks.com/ja-

jp/home

http://www.udtrucks.com/ja-

jp/about-us/udt/overseas

http://www.udtrucks.com/ja-

jp/about-us/udt/distributer

http://www.udtrucks.com/ja-

jp/news-and-media/press-

releases/japan/2015/20150416-

southern-africa-quester-launch

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

LASDZ13IHV_V10C15A3TJC000/
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44 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/eu

rope.html?cID=6

http://www.ngk.co.jp/news/2001/0

131.html

45 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

46 日野自動車 南ア ケニア A

トラックの生産・販売。トヨタの南ア法人子会社として南アに
現地法人を持つ。ケニアでトラックの組立生産を委託・販
売。トヨタ系販売代理店を中心に8カ国に販売拠点。南アに
2014年新たな工場建設を発表

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

http://www.hino.co.za/

http://www.engineeringnews.co.za

/article/hino-sa-moves-to-new-

plant-in-r54m-investment-

appoints-new-vp-2014-04-23

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

e/203.html

47 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/

http://www.fujikura.co.jp/f-

news/1199021_4018.html

48 ブリヂストン 南ア
ナイジェリ
ア、リベリア

A
南アで自動車タイヤの製造販売。子会社ファイアストンナ
チュラルラバーがリベリアでタイヤ原料となる天然ゴムとラ
テックスの生産。ナイジェリアを始めとした各国に販売拠点

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

.html

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

rate/outline/facilities/tire/middle_ea

st_africa.html
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49 本田技研工業 南ア ケニア
ナイジェリ
ア

A

南ア、ナイジェリア、ケニアに現地法人。南アでは二輪・四輪
の販売、ナイジェリアでは二輪・四輪の生産・販売、ケニアで
は二輪の生産・販売と四輪の販売を行う。
ナイジェリアで1981年二輪車の組立製造・販売開始。南ア
で1979年から四輪車を委託生産していたが、2000年ダイム
ラーとの提携解消により現地法人を設立し二輪・四輪の販
売に切り替え。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年四輪の販売会社を設立した後、2015年生
産を開始

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

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

/c130327c.html

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

/c130918.html

http://www.honda.co.jp/news/2015

/c150713.html

50 マツダ
ジンバブ
エ、南ア

A

1963年南アで販売開始。南アに2013年販売会社設立、
2015年伊藤忠との合弁会社に。ジンバブエで自動車組立
製造・販売。アフリカの販売代理店数は22、20カ国に販売
網保有

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

http://www.mazda.com/en/about/d

-list/

http://www2.mazda.com/ja/publicit

y/release/2015/201501/150116a.h

tml

51 三井造船 ケニア A

ケニアにて子会社Burmeister＆Scandinavian Contractor

（BWSC）が2008年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_0

02411.html

52 三菱自動車 南ア ケニア チュニジア A

1968年アフリカでの販売を開始。南ア、チュニジアにトラック
の生産拠点。2014年ケニアに駐在員事務所設立。アフリカ
41カ国に販売網

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_

jp/corporate/2013/news/detail4735

.html

http://www.mitsubishi-

motors.com/jp/corporate/pressrele

ase/corporate/detail865.html

自動
車・輸
送用機
器、同
関連部
品

2

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 11

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/
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
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

53 三菱ふそう
ザンビア、
ジンバブエ

ウガンダ、
ケニア、タ
ンザニア

B

トラック・バスの販売。アフリカ30カ国に販売拠点。アジアア
フリカ戦略車FUSOを、ザンビア、ケニア、タンザニア、ジン
バブエ、ウガンダにて販売

http://www.mitsubishi-

fuso.com/index.html

http://www.mitsubishi-

fuso.com/jp/news/news_content/1

40520/140520_z.html

54 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生産・販売。2003年モロッコ、
2009年チュニジアで生産開始。南アで2005年現地ワイヤー
ハーネス会社ヘスト社と合弁で生産開始

https://www.yazaki-group.com/

https://www.yazaki-

group.com/company/ea.html

55 ヤマハ発動機
ナイジェリ
ア

A

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。ナイジェリアで豊田通商子会社CFAOと合弁で
二輪の生産・販売会社を立ち上げることを2014年発表。
2015年現地法人設立。草の根無償を用いて小型浄水装置
をセネガル、モーリタニアで導入

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

http://global.yamaha-

motor.com/jp/news/2014/1213/nig

eria.html

56 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 B 南ア、ナイジェリアを中心にアフリカ各国で販売 http://www.yrc.co.jp/

57 エー・アンド・デイ 南ア B 南ア向け血圧計の開発・輸出

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

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

ibrary/yuho/pdf/20071225.pdf

58 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。X線一般撮影装置で高いシェアを持つ。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。2013年ラゴスに研修所をオープ
ン

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

tml

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

ess/miq5fd0000000vzb.html

精密機
器・医
用機器

自動
車・輸
送用機
器、同
関連部
品

2
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59 テルモ 南ア A

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
において循環器疾患中心に人工心肺装置シェア25%、血液
パックシェア40%を占める。2014年ガーナ・エボラ対応計画
に参画

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

p/index.html

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

p/pressrelease/2007/027.html

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

se/detail/20141215/149

60
東芝メディカルシステム
ズ

B MRIをアフリカ全域で販売
http://www.toshiba-

medical.co.jp/tmd/

61 トプコン 南ア A
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/libr

ary/annual_r/pdf/ar2012.pdf

62 日本光電 南ア エジプト A
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

/

63 ニプロ 南ア セネガル A
南アに2006年現地法人設立。透析製品など医療用資材の
販売。セネガルに販売拠点

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

https://www.nipro.co.jp/corporate/

network/oversea_device.html

64 日立メディコ エジプト A
エジプトに現地法人。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

65 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

66 堀場製作所 B 糖尿、血液等の検査機器をアフリカ38カ国で販売
http://www.horiba.com/jp/medical/

http://www.horiba.com/medical/co

ntacts/distribution-network/africa/

精密機
器・医
用機器

3

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 13

http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/
http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/
http://www.topcon.co.jp/invest/library/annual_r/pdf/ar2012.pdf
http://www.topcon.co.jp/invest/library/annual_r/pdf/ar2012.pdf
http://www.nipro.co.jp/ja/index.php
http://www.nipro.co.jp/ja/index.php
http://www.nipro.co.jp/ja/index.php
http://www.nipro.co.jp/ja/index.php
http://www.hitachi-medical.co.jp/
http://www.hitachi-medical.co.jp/
http://www.hitachi-medical.co.jp/
http://www.hoya.co.jp/


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

67 アタゴ

ザンビア、
ジンバブ
エ、ナミビ
ア、ボツワ
ナ、マラ
ウィ、南ア、
モザンピー
ク

ウガンダ、
エチオピ
ア、ケニア、
ジブチ、
スーダン、
タンザニ
ア、マダガ
スカル、
モーリシャ
ス、ルワン
ダ

ガーナ、
コートジボ
ワール
、セネガ
ル、ナイ
ジェリア、ブ
ルキナファ
ソ、ベナン、
マリ

カメルー
ン、DRC、
チャド

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア、モロッ
コ、リビア

A

アフリカ各国で品質管理用屈折計（糖度計・濃度計）等の販
売。南アにサービスセンター。2015年、ナイジェリアに現地
法人を設立（予定）

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

ex.html

68 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

69 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/informatio

n/pdf/20071221France_Horosmart

.pdf

70 大竹麺機 ケニア
ナイジェリ
ア

B

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

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

72
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.kyoceradocumentsoluti

ons.co.za/

73 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

ケニア、タ
ンザニア、
モーリシャ
ス

ガーナ、
コートジボ
ワール、
トーゴ、ブ
ルキナファ
ソ、ベナン

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ
ア

B 販売代理店を通じた農業機械、産業用ディーゼルの販売
https://www.kubota.co.jp/

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

e/network/wws.html

一般機
械
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74 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

B 現金処理機の販売 http://www.glory.co.jp/

75 小松製作所

アンゴラ、
ザンビア、
ナミビア、
南ア、ボツ
ワナ

ケニア セネガル A

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。ボツワナ、ナミビア、
ザンビアにも現地法人。ケニア、セネガルに駐在員事務所、
アンゴラにサービスセンター。アフリカ各国にて販売代理店
を通じて販売

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

http://ab-network.jp/wp-

content/uploads/2014/01/0bae6d9

6b69e999b249f608491ce85751.p

df

76 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

B 散水機器の輸出
http://www.sankosangyo.jp/kaisya

annai.html

77 JUKI エチオピア A
工業用ミシンの販売。エチオピアに2014年駐在員事務所開
設

http://www.juki.co.jp/

78 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 OA機器の販売。南アに現地法人
http://www.epson.jp/

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

work.htm

79 ゼファー
ナミビア、
南ア

ケニア チュニジア B
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

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

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

munity/telecom.jsp

一般機
械
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80 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46カ国に販売代理店

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

http://www.daikinafrica.com/en/sal

es-network/

81 高砂工業 南ア タンザニア ニジェール エジプト B 熱処理炉の販売

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

http://www.takasago-

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

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

83 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.htm

l

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

umber2003.html

84 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

B
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/

85 トーハツ
ギニア、
モーリタニ
ア

B 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/in

dex.html

86 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/

87
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
ストレッチブロー成形機の販売・サービス。南アとナイジェリ
アに現地法人、ケニアに駐在員事務所、エジプト、チュニジ
アに販売代理店

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

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

-location/

一般機
械
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88 日本ピラー工業
アルジェリ
ア

A
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/ne

ws/pdf/2010/20100810.pdf

89
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

ブルキナ
ファソ

A

小売向けキャッシュレジスターや徴税システムの販売。ケニ
アに2006年現地法人設立。エチオピア、ブルキナファソ、モ
ザンビークでも導入

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

ex.html

http://ab-network.jp/wp-

content/uploads/2013/12/9b817d8

f70396c5b3ef6d7b941976e49.pdf

http://www.bf.emb-

japan.go.jp/BMC.html

90 日立建機
ザンビア、
南ア、モザ
ンビーク

ガーナ A

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。東アフリカはドバイか
ら管轄

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

http://www.hitachi-

hri.com/research/organ/pdf/vol7_2

_6.pdf

91 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/

92 ブラザー工業

アンゴラ、
ザンビア、
ジンバブ
エ、ナミビ
ア、南ア、
ボツワナ、
マラウィ、モ
ザンビーク

ウガンダ、
エチオピ
ア、ケニア、
タンザニ
ア、マダガ
スカル、
モーリシャ
ス

ナイジェリ
ア

エジプト、リ
ビア

A

プリンター、ミシンの販売。南アに1971年現地法人設立。南
部アフリカ9カ国を管轄。それ以外にアフリカ8カ国で販売代
理店を通じて販売

http://www.brother.co.jp/

http://welcome.brother.com/za-

en/about-us/about-brother-south-

africa.html

http://welcome.brother.com/za-

en.html

93 古河ロックドリル 南ア A 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/

一般機
械
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94 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/

95 前川製作所 南ア A
産業用冷凍機並びに各種ガスコンプレッサーの製造販売。
南アに2014年現地法人設立

http://www.mayekawa.co.jp/ja/

http://www.mayekawa.co.jp/ja/info/

overseas/africa/#southafrica

96 マキタ モロッコ A
建設用・園芸用電動工具の販売。モロッコで2008年現地法
人を設立。アフリカ30カ国以上で販売

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

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

nts/press/2009/20090130_3.pdf

97 村田機械 エジプト A
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

98 メタウォーター マラウィ ケニア トーゴ B
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

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

99 日建
アンゴラ、
モザンビー
ク

B

2007年のアンゴラを皮切りに、アンゴラ、モザンビークに対

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.nikkenmfg.com/index.h

tml

100 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 B かにかまぼこ製造機の販売

http://www.ube-

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

html

一般機
械
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101 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.pd

f

102 理想科学工業 南ア A
印刷機の販売。南アで1995年現地法人設立。22007年新
興国学校市場向け低価格デジタル印刷機を発売。アフリカ
各国で販売代理店を用いて販売

http://riso.co.jp/

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

umi_s60.html

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

o_cz180.html

103 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

B
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/

104 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 105 三菱重工業 南ア ケニア セネガル
アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッコ

A

南アに2009年駐在員事務所設立。ケニアで2007年地熱発
電プラントの発電機受注。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。
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。2014年ドバイの水事業会社
Metito Holdings社に三菱商事、JBICとともに投資。2015年
業機械事業で印マヒンドラ・マヒンドラと提携。2015年空中
浮体式風力発電設備を開発する米Altaeros Energiesに投
資

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

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/20

0804234699.html

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

1115.html

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

05105067.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/14

0708.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/15

0827.html

http://www.mhi.co.jp/news/story/15

0521-2.html

一般機
械
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5 重機 106 IHI
アンゴラ、
南ア

アルジェリ
ア

A

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。2015年子会社独
Steinmüller Engineering社が南アに支店開設

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

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

2011-10-06/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

107 伊藤忠丸紅鉄鋼
南ア、モザ
ンビーク

ナイジェリ
ア

A

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

https://www.benichu.com/

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

108 新日鐵住金
南ア、モザ
ンビーク

ケニア
ナイジェリ
ア

A

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に日鐵商事（現日鉄住金物
産）とともに出資、2013年採掘権を取得。2015年南ア
NAMPAK社と食缶用ブリキの長期安定供給に関するMOU

を締結

http://www.nssmc.com/

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

ews/200812/post-266.html

http://www.japanmetal.com/back_

number/news/newsidt2010120701

.html

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

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

0404_100.html/

http://www.nssmc.com/news/2015

0218_100.html

鉄鋼・
金属・
非鉄金

属
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109 新日本電工 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社とフェロバナジウムの合弁会
社SAJバナジウム社設立

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

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

pany/history.html

110 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_ke

ssan3-kabusiki_01.pdf

111 ビスキャス 南ア タンザニア セネガル モロッコ B

古河電工とフジクラが折半出資する高圧ケーブルメーカー。
南アで架空送電線プロジェクト、セネガル、モロッコで
OPGW活線張替、タンザニアで海底送電線敷設工事

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

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

ect02.html

http://www.viscas.com/topics/topic

s09.html

112 フジデン ウガンダ A ウガンダRoofings Rolling Mills社へ出資
http://www.fujiden.co.jp/

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

113 古河電気工業 モロッコ A
グループ会社米OFS社がモロッコに通信用光ケーブル工場
を建設すると発表。2016年稼働予定

http://www.furukawa.co.jp/

114 水島合金鉄 南ア A

南アで1996年現地法人設立、南アAssmang、住友商事と
Cato Ridge Alloy社を合弁、1997年からフェロマンガンを精
錬・輸出

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

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

index.html

115 淀川製鋼所 ウガンダ B
建築資材鋼板の販売。取引先であったウガンダのRoofings

Rolling Mills社へ2010年、プラント販売、技術供与

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

https://www.yodoko.co.jp/release/

2011/pdf/110114.pdf

鉄鋼・
金属・
非鉄金
属
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鉄鋼・
金属・

非鉄金
属

116 JFEスチール
アンゴラ、
モザンビー
ク

アルジェリ
ア

B

伊藤忠丸紅鉄鋼と共同でガスラインパイプ用鋼管の受注
（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.jfe-

steel.co.jp/release/2013/02/13020

7-2.html

http://www.jfe-

steel.co.jp/release/2011/04/11041

8.html

http://www.jfe-

steel.co.jp/release/2010/01/10012

8.html

117 カネカ ケニア
ガーナ、ナ
イジェリア

B

女性向けおしゃれ用毛髪製品の原料として、合成繊維を
Darling社など現地メーカー向けに、ナイジェリアをはじめと
してアフリカ10カ国以上で販売。マレーシアに年生産量
12,000トン規模のアフリカ向け専用生産設備を建設

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

118 カネボウ化粧品 南ア B 南アで高級化粧品を販売

119 関西ペイント
ジンバブ
エ、南ア

A

南アに現地法人Kansai Plascon Africaを保有。南ア塗料
大手Freeworld Coatings社を2011年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/press

14/20130729.pdf

120 サラヤ ウガンダ A
アルコール手指消毒剤の現地生産と販売。ウガンダに2011

年現地法人設立

http://www.saraya.com/

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

ease_120403.pdf

121 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

122 資生堂 南ア
エジプト、
チュニジ
ア、モロッコ

B

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

化学7
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123 住友化学 南ア
ケニア、タ
ンザニア

A

南アで1998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。ケニアにて2011年蚊帳の市販を開始。タンザニアに
2014年農薬研究開発機関設立

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

http://www.sumitomo-

chem.co.jp/company/group/overse

a.html#areaEU

124 積水化学工業 タンザニア A
タンザニアに現地法人。ヤトロファのバイオ燃料事業化に取
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

125 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/about

us/location/global.html#europe

http://pdf.irpocket.com/C4914/JA1

b/q2XN/qFvQ.pdf

126 電気化学工業 B
女性向けおしゃれ用毛髪製品の原料として、合成繊維をア
フリカ各国の現地工場に販売

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

127 日本中央研究所 南ア B
工場等に使われる遮熱塗料を南アに輸出。南アGNTホー
ルディングスに独占販売権付与

http://www.nck-inc.com/

128 三菱化学 南ア B

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/

20070910-2.html

129 ミヤコ香料
マダガスカ
ル

B マダガスカルからバニラ香料原料の輸入 http://www.mikoya.co.jp/

化学7
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130 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

131 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 B
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/ne

twork/global/index.html、
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07

000934/middle_east_africa_cosm

e.pdf

132 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/

133 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/

134 ロート製薬 南ア ケニア A

医薬品、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、消炎鎮痛剤や医薬品の販売

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

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

y.htm

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

.htm

135 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

B 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.co

m/Corporate-News/-

/539550/620042/-/15of4st/-

/index.html

136 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/200

6/pdf/20061128.pdf

化学7
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9

ガラ
ス・セ
メン
ト・土

石製品

137 LIXIL 南ア ケニア A

南アで2014年、水栓金具・衛生陶器等の製造販売を行う
Distribution & Warehousing Network社子会社の株式取
得に合意。ケニアで2015年現地法人を設立、節水型トイレ、
無水トイレを販売

http://www.lixil.co.jp/?

http://newsrelease.lixil.co.jp/news/

2014/080_overseas_0702_02.htm

l

138 池内タオル タンザニア B
タンザニア産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/com

munity/interview4.html

139 久世レース
ナイジェリ
ア

B 蚊帳の製造販売

140 コナカ 南ア B
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/

20120403_2.pdf

141 ジャパンブルー
コートジボ
ワール

B
高級ジーンズの製造・販売。2014年コートジボワール産綿
花で織った生地のジーンズを発売

http://www.japanblue.co.jp/

142 スマイリーアース ウガンダ B
ウガンダ産オーガニックコットン綿糸を用いたタオルや寝具
の生産・販売

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

143 第一紡績 セネガル B
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

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

144 大正紡績 ジンバブエ

ウガンダ、
スーダン、
マダガスカ
ル

エジプト B オーガニックコットン原綿を中心に輸入し製糸・販売
http://www.taishoboseki.co.jp/inde

x-00-az.html

繊維・
衣料・
皮革
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145 東レ 南ア
アルジェリ
ア

B

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、草の根無償
PJを用いてLand Water社へ逆浸透膜技術・システムによる
鉱山廃水処理プラントを納入

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

146 ナックス
マダガスカ
ル

B マダガスカルの現地工場にカシミヤセーターを生産委託

http://www.nacks.jp/

http://www.senken.co.jp/column/v

oice/nacks0826/

147 ヒロキ エチオピア A

エチオピアのシープスキンを使用した革衣料、バック等の製
造・販売。現地に工房を持ち日本に輸入。2013年現地法人
設立

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

148
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。1965年にヤマトシャツがウガンダ初のワイシャツ工
場ユージル社を合弁で設立。1984年に売却後、再び2001

年に買収し、再開。2007年JBICが250万ドルを長期（10年）
融資

https://www.jbic.go.jp/wp-

content/uploads/page/2013/08/13

853/smes_200804.pdf

149 ユナイテッドアローズ ケニア
ブルキナ
ファソ

B
アフリカの職人がつくった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/2013/11/0

37470.html

150 andu amet エチオピア A
エチオピアのシープスキンを使用したバックの製造・販売。
現地に工房を持ち日本に輸入。2015年現地法人設立

http://www.anduamet.com/

151 Lee Japan ウガンダ B
ウガンダのオーガニックコットンを用いたジーンズを生産・販
売

http://lee-japan.jp/

http://lee-

japan.jp/uganda/index.html?tab=ta

b01

繊維・
衣料・
皮革
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10

繊維・
衣料・
皮革

152 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

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

153 トヨトミ
ナイジェリ
ア

B 調理用ストーブの販売
http://www.toyotomi.jp/

http://www.toyotomi.jp/bop/

154 パイロット 南ア ケニア
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、リビア

A
筆記具の販売。南アに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。ケニア、ナイジェリア、北アフリカ
に代理店

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

ce_overseas/

155 ぺんてる 南ア A
南アで筆記具等の販売。販社あり。2010年コクヨとアフリカ
を含む海外販売で提携

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

/2010/12/1116.html

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

DASDD170CP_X11C10A2TJ2000

/

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

l

157 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://www.asics.com/jp/ja-jp/

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

le/2014-02-27

158
オーガニックソリュージョ
ンズ

ケニア、ル
ワンダ

A
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

その他
製造業

11
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159 ダンロップスポーツ 南ア B ゴルフクラブの販売

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

pany/index.html

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

pany/group/index.html

160 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

B
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

161 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/

162 ヤマハ 南ア A 楽器の販売。2013年南アに駐在員事務所設立
http://jp.yamaha.com/

http://jp.yamaha.com/news_releas

e/2013/pdf/1304240201.pdf

163 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/

164 Emrosa
ジンバブ
エ、南ア、
ボツワナ

ブルンジ A
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/gl

obal-cases/middleeast-and-

africa/southafrica.html

165 アサンテ ケニア B ケニアのバラを農家から直輸入し販売 http://www.africa-flower.com/

166 あ印
セネガル、
モーリタニ
ア

モロッコ B タコの輸入 http://www.ajirushi.com/quality02/

167 石井育種場 南ア B キャベツの種の輸出

http://www.shizuoka-

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

ing8-P37.pdf

その他
製造業
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168 カネダイ
アンゴラ、
ナミビア

A
アンゴラ、ナミビアでカニの漁業、加工、輸入。ナミビアに合
弁企業

http://www.kanedai-

kesennuma.co.jp/corporate/busine

ss.html

169 川崎花卉園芸 B バラ等の切り花の輸入
http://www.kawasakikaki.co.jp/ind

ex.html

170 極洋
モザンビー
ク

ケニア B 東アフリカのナイルパーチやモザンビークのエビの輸入

171 クラシックジャパン
エチオピ
ア、ケニア

B バラの輸入
http://classicjapan.co.jp/flowers/vol

14rose_echio.html

172 小林桂
エジプト、モ
ロッコ

B
スパイスの輸入。モロッコの唐辛子やスパイス、モロッコや
エジプトのハーブ等を輸入販売

http://www.k-kobayashi.com/

173 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

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

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

rate/

174 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

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

175 三栄源エフ・エフ・アイ スーダン B アラビアガムの輸入 http://www.saneigenffi.co.jp/

176 三東食品 エジプト B 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.

htm

農林水
産
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177 昭栄商会
マダガスカ
ル

B うなぎの輸入

http://www.shoei-shokai.com/

http://www.shoei-

shokai.com/Topics/

178 第一花き ケニア B バラ等の切り花の輸入 http://www.dkfn.com/

179 大洋エーアンドエフ
ナミビア、
南ア

A

マルハニチロ子会社。南アとナミビアに現地法人。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/

http://www.tafco.jp/network/interna

tional.html

180 立花商店
ウガンダ、
マダガスカ
ル

ガーナ、シ
エラレオネ

B
ガーナ、シエラレオネ、ウガンダのカカオ豆、マダガスカルの
バニラ香料等の輸入

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

181 津久勝
モーリタニ
ア

B タコの輸入
http://www.tsukukatsu.co.jp/index.

html

182 道水 モロッコ B モロッコでマグロの定置網漁業権を取得、輸入
http://www.dohsui.co.jp/work/index

1.html

183 東洋冷蔵
モーリタニ
ア

B タコの輸入
http://www.toyoreizo.com/work/sto

ry_06.php

184 ニダフジャパン
南ア、マラ
ウイ

ケニア、タ
ンザニア

B
アカデミアナッツ、カシューナッツの輸入および日本での加
工

http://www.macadamianuts-

japan.com/index.htm

185 日本粉末薬品 スーダン B アラビアガム等の輸入
http://www.nfy.co.jp/foods/detail/g

um_arabic.php

12
農林水
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186
ハードナッツインターナ
ショナル

ウガンダ、
ケニア、タ
ンザニア、
ルワンダ

B マカデミアナッツ、マカデミアオイル、カシューナッツの輸入 http://www.hardnut-int.com/

187 ファーイースト
ウガンダ、
ケニア、ジ
ブチ

エジプト B
食品の輸入販売。エジプトの塩、ウガンダのドライフルーツ
等

http://fareastinc.co.jp/

188
フラワーオークション
ジャパン

ケニア B バラ等の切り花の輸入
http://www.faj.co.jp/02_ABOUT/pd

f/fairtrade.PDF

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

B
スパイスの輸入。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

http://www.voxtrading.jp/

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

seminar_reports/pdf/201207_mate

rial_05_1.pdf

190 マルハニチロ モロッコ A 西アフリカからタコを輸入。モロッコに駐在員事務所

http://www.maruha-

nichiro.co.jp/corporate.html

http://www.maruha-

nichiro.co.jp/ir/investors/guide/adv

antage/

191
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

192 ワイエムエス
南ア、ジン
バブエ

エチオピ
ア、ケニア、
モーリシャ
ス

B アフリカ各国から切り花の輸入 http://www.yms-co.jp/

193 GSH ケニア B ケニアからバラの輸入
http://www.nextgarden.jp/Shop/ind

ex.html

農林水
産
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194 味の素 ケニア

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

うま味調味料や加工食品の生産・市販を行う。ナイジェリア
で1991年現地法人設立。現地人材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、リパック生産工場設立および西アフリカ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。ガーナにて離乳期栄養強化食品事業。ナイジェ
リアにて東洋水産との合弁企業により即席麺の生産・販売
を準備中

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

195 花王 ケニア B
トクホ製品に含まれる茶カテキン原料として、茶葉をケニア
から輸入

http://www.kao.com/jp/

http://j-

net21.smrj.go.jp/develop/foods/ent

ry/2010120801.html

196 サントリー ケニア
ナイジェリ
ア

B
2013年の英グラクソスミスクラインの飲料事業買収により、
アフリカ市場を入手。取得したエナジードリンクはナイジェリ
ア、ケニア等で高いシェア

http://www.suntory.co.jp/

http://www.suntory.co.jp/softdrink/i

r/lounge/global/201406.html

197 サンヨー食品 南ア

ガーナ、
トーゴ、ナイ
ジェリア、ブ
ルキナファ
ソ、ベナン、
マリ

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。2014年、Olam社とアフリカ７カ国での食品総合事業を
開始、持株会社に25%出資

http://olamgroup.com/news/olam-

international-and-sanya-foods-

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

manufacture-and-distribute-

instand-

noodles/#sthash.QVfWthuk.dpbs

http://olamgroup.com/news/olam-

international-expands-partnership-

sanyo-foods-grow-packaged-food-

business-sub-saharan-

africa/#sthash.geKjzDAQ.dpbs

198 ジュアールジャパン ケニア B ケニアの茶葉を用いた健康飲料の製造・販売 http://www.juarjapan.co.jp/

199 東洋水産
ナイジェリ
ア

A
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・
販売を準備中

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

/documents/131218_ajinomoto1.p

df

食品・
飲料
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200 日清食品 ケニア モロッコ A

ケニアで2013年ジョモケニヤッタ農工大学と合弁会社設
立。インド子会社から即席麺を輸入し販売。ケニアでの製造
を準備中。モロッコに2014年販社設立

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

http://www.nissinfoods-

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

ype=news&image=3123_pdf_1.pd

f&pdf=1

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

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

NZO68257850U4A310C1TJ1000/

201 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

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
ニアの巻きタバコ製造Tanzania Cigarette社に75%出資。
タバコ購買会社JTI Leaf Servicesを保有。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.

pdf

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

_releases/2011/pdf/20110728_03.

pdf

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

_releases/2012/pdf/20121116_03.

pdf

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

_releases/2007/pdf/20070418_02.

pdf

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

go/2014/people/shigeruishii/index.

html

202 山田製油 ウガンダ B ウガンダでのごまの栽培と輸入

http://www.henko.co.jp/

http://www.henko.co.jp/henko/jetro

.html

203 UCC上島珈琲 ザンビア
エチオピ
ア、ケニア、
タンザニア

コートジボ
ワール

B
コーヒー豆の輸入。2015年ザンビアからの輸入を開始。エ
チオピアでは2016年「UCC品質コンテスト」を実施予定

http://www.ucc.co.jp/

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

LASDZ24ICE_Q5A930C1TI5000/

14
紙・パ
ルプ

204 王子製紙
マダガスカ
ル

B
マダガスカルでCO2クレジットと製紙原料獲得を目的とした
植林を実施

http://www.ojipaper.co.jp/

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai

/cdm/pdf/20sisin_7.pdf

食品・
飲料
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205 北越紀州製紙 南ア A 南アで植林地を保有し、木材チップに加工、輸出

http://www.hokuetsu-

kishu.jp/environment/forest_w_afri

ca.html

206 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

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

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

pany/

208 シージーシージャパン レソト B レソトから養殖サーモントラウトを輸入
http://www.cgcjapan.co.jp/index.p

hp

209 大創産業
モーリシャ
ス

B 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=

overseas&sid=17

210 良品計画（無印良品） ケニア B
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/

211 喜代村（すしざんまい）
ジブチ、ソ
マリア

B 現地への漁業支援とマグロの輸入 http://www.kiyomura.co.jp/

212 トモカコーヒージャパン エチオピア B
エチオピア老舗カフェの支店として、2015年日本でカフェ事
業を開始

http://www.tomocacoffee.co.jp/

213 トリドール（丸亀製麺） ケニア A
ケニアに2014年現地法人設立。2015年、テリヤキチキンを
メインとした和食ファストフードレストランをナイロビにオープ
ン

http://www.toridoll.com/ir/pdf/1405

12ke.pdf

紙・パ
ルプ

14

小売15

外食16

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 34

http://www.muji.net/lab/found/kenya/
http://www.muji.net/lab/found/kenya/
http://www.toridoll.com/ir/pdf/140512ke.pdf
http://www.toridoll.com/ir/pdf/140512ke.pdf


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

214 ゼンショー
ケニア、タ
ンザニア、
ルワンダ

B

紅茶・コーヒーのフェアトレード輸入販売。2009年ケニア産
紅茶、同年タンザニア産コーヒー、2011年ルワンダ産コー
ヒーを開始

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

ml

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

sibility/ft/kenya.html

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

sibility/ft/tanzania.html?id=sb

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

sibility/ft/rwanda.html?id=sb

215
ホットランド（築地銀だ
こ）

モーリタニ
ア

A
2015年モーリタニアMAURINVEST社と合弁会社設立で合
意。たこ焼きの原料であるタコの調達と加工を行う

http://www.hotland.co.jp/

http://v4.eir-

parts.net/v4Contents/View.aspx?c

at=tdnet&sid=1269794

216
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/

217 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

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/

218
太陽インダストリーアフ
リカ

ナイジェリ
ア

A

ナイジェリアに現地法人。ナイジェリアへ日本製アニメーショ
ンの輸出、2014年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。あわせて土壌用環境資材の
開発と農業・養殖複合型開発の研究

http://taiyo-industry.jp/

219 手塚プロダクション
ナイジェリ
ア

B
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

外食16

教育17

18

情報、
通信、
ソフトウ
エア、コ
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220 ビズライト・テクノロジー ジンバブエ B ジンバブエ政府からサーバ構築を受託
http://www.bizright.co.jp/ir/201101

05_press.html

221 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 https://www.kobo.com/aboutus

222
レックスバート・コミュニ
ケーションズ

ルワンダ B ルワンダへソフト開発のオフショア http://www.rexvirt.com/

223 AMP MUSIC ケニア セネガル B

ケニア、セネガルの貧困エリアに住むミュージシャンの音楽
をiTunes等インターネット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/

224 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/are

a_africa.html

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

7/100715a_1.html

225
NTTコミュニケーション
ズ

南ア A

2015年南アのネットワークサービスプロバイダー
Workonlineとの提携を発表。サブサハラアフリカのIP接続
サービスの展開に取り組む

http://www.workonline.co.za/index.

php/2015/ntt-communications-

and-workonline-partner-to-

provide-enhanced-ip-network-

connectivity-in-africa/

情報、
通信、
ソフト
ウエ
ア、コ
ンテン
ツ
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226 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

227 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

228 エイジックス石油 アンゴラ C アンゴラでの油田開発

229 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/rep

ort/2011-04/niger_11.pdf

230 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

A

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/af

rica.html#afrc02

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

2004/0927.pdf

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

012/20120821.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/2

013/20130402.pdf

231 デジタルグリッド
ケニア、タ
ンザニア

A

デジタルグリッド技術の開発・普及を行う大学発ベンチャー。
子会社Digital Grid Solutionsがケニアとタンザニアで未電
化地域向けの小口電力販売事業を実施

http://digitalgrid.com/

232 日本海洋掘削
アンゴラ、
ナミビア

ガーナ、ナ
イジェリア

カメルー
ン、コンゴ

チュニジア B
石油・天然ガス開発の海洋掘削。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

資源・
エネル
ギー
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233 日本植物燃料
モザンビー
ク

A

モザンビークに現地法人を2社保有。契約農家においてジャ
トロファを生産。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

いて電子マネーのインフラ整備の実証実験。2016年銀行設
立予定

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

http://www.value-

press.com/pressrelease/121788

234 三井海洋開発 アンゴラ

ガーナ、
コートジボ
ワール、ナ
イジェリア

カメルー
ン、ガボン、
赤道ギニア

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/l

ocations/index.html

235 Asia Minerals
南ア、ザン
ビア

A
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/en/company_about.

php

236 JX日鉱日石エネルギー 南ア A
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

237 きんでん エジプト A
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）。エジプトに事業所

http://www.kinden.co.jp/

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

overseas_office.html

238 東洋エンジニアリング
ナイジェリ
ア

B
ナイジェリアで2012年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.com/jp/ja/

http://www.toyo-

eng.co.jp/ja/company/news/2012/

20121204/index.html

建設エ
ンジニ
アリン

グ・プラ
ント
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239 千代田化工建設
アンゴラ、
モザンビー
ク

ガボン
アルジェリ
ア

B

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年英国のエクソダス社を約100億円で買収。2015

年三井物産等が権益を持つモザンビークの天然ガス田の
液化天然ガス基地建設のEPCコントラクターとして選定され
る

https://www.chiyoda-

corp.com/index.html

https://www.chiyoda-

corp.com/news/pressrelease/2015

/150518.pdf

240 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、リビア

B

石油・ガス関連を中心としたプラント設計・建設事業
モザンビーク：2013年、LNGプラントの基本設計役務を米フ
ルア社とJVで受注
アルジェリア：2008年火力発電所の保守・運転サービス事
業会社をアルジェリアSONELGAZ・オマーンSOGEXと共同
で設立、2009年大型ガス処理設備の建設を受注、2011年
原油処理プラント建設を受注、原油・ガス処理設備の建設を
受注
エジプト：2006年三菱商事等とアンモニア製造・販売事業に
出資
アンゴラ：2004年洋上LPG処理プラントを納入、2005年米
KBR社・Techinip USAと共同でLNGプラントの基本設計役
務を受注、
ナイジェリア：2004年米KBR社・仏Technip社・伊
SNAMPROGETTI社と大型LNGプラント増設を契約

http://www.jgc.com/jp/03_projects/

projects_africa.html

241
Tanjap Construction

Company
A タンザニアの建設会社。日本人が企業。

建設エ
ンジニ
アリン

グ・プラ
ント
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21
総合
商社

242 伊藤忠商事
ジンバブ
エ、南ア

エチオピ
ア、ケニア

ガーナ、
コートジボ
ワールナイ
ジェリア

アルジェリ
ア、モロッコ

A

南ア、ジンバブエ、ケニア、エチオピア、ガーナ、コートジボ
ワール、ナイジェリア、アルジェリア、モロッコに拠点
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、2015年マツダとの合弁設立
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
モザンビーク：食用大豆の生産委託・輸入
エチオピア：コーヒーとゴマの輸入
コートジボワール：2014年2月現地法人設立
ナイジェリア：現地法人。2010年SAFALグループの鋼板加
工会社に出資
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
エジプト：繊維・衣料の輸入・展開
その他：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/ne

twork/africa/

http://www.itochu.co.jp/ja/news/20

12/121130.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/20

11/110603.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/20

06/060727.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/20

07/070423.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/20

07/070404_2.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/20

10/100709.html

http://www.itochu.co.jp/ja/news/20

13/1310105.html
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243

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

glish/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/bu

siness_overview/resource_chemic

al/outline16a.html

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

ws/detail/id=28032

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/bu

siness_overview/infrastructure/outl

ine11b.html

南アに現地法人、アンゴラ、モザンビーク、ケニア、タンザニ
ア、マダガスカル、ガーナ、ナイジェリア、アルジェリア、モ
ロッコに拠点
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年現地法人化
ケニア：切花（バラ）栽培への農薬販売
タンザニア：2012年天然ガス火力発電所建設を受注。探査
用パイプの受注
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
ナイジェリア：トヨタ自動車の販売
ガーナ：2014年、複合火力発電事業に参画
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：2008年チュニジア国鉄向け車両受注。2009

年、2015年、国営テレビ放送公社向け放送機材を受注
リビア：民活型造水・発電プロジェクト、トヨタ自動車の販売

アルジェリ
ア、モロッ

コ、
A

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、ナ
イジェリア

住友商事
総合商
社
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南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

21
総合商
社

244 双日
アンゴラ、
南ア、モザ
ンビーク

ナイジェリ
ア

ガボン

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッ
コ、リビア

A

南ア、アンゴラ、ナイジェリア、アルジェリア、エジプト、モロッ
コ、リビアに拠点
南ア：2008年スズキ四輪車のディーラーを設立、販売
アンゴラ：2008年セメントプラント建設受注
ナミビア：2011年韓国企業と風力発電事業に参画
マラウイ：豪州ライナス社に融資（レアアース権益）
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
ガーナ：2012年スペイン企業と海水淡水化事業、2015年商
業運転開始
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
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
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/middleeast_africa/

http://www.sojitz.com/jp/news/201

1/20110701.html

http://www.sojitz.com/jp/news/200

8/20080604.html

http://www.sojitz.com/jp/news/201

1/20110113.html

http://www.sojitz.com/jp/news/200

8/20080807.html

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

ases/20111115.html

http://www.sojitz.com/jp/news/201

2/20121029.html

http://www.sojitz.com/jp/news/200

6/20060831.html

http://www.sojitz.com/jp/news/200

8/20081222.html

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

nergy/business.html
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南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

ナイジェリ
ア

アルジェリ
ア、エジプ
ト、チュニジ

ア

A豊田通商245

南ア、ケニア、ナイジェリアに現地法人設立。南スーダン、ア
ルジェリア、エジプト、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、ウガンダ、ケニア、モーリシャスの8社。東・南部アフリカ
中心とする25カ国に加え、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。
トヨツーオートマートにて中古車販売。豊田通商にて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。2013年海水淡水
化事業受注、2014年肥料プラント建設受注
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/afric

a.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2012/12/20121

225-4139.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2011/11/20111

107-3892.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press/2012/08/20120

815-4049.html

http://www.toyota-

tsusho.com/press_past/2008/2008

0929_1.html

南ア、ジン
バブエ、ザ
ンビア、マラ

ウィ

ウガンダ、
ケニア、南
スーダン、
モーリシャ

ス

総合商
社
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南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

アンゴラ、
南ア、モザ
ンビーク

丸紅246 A

ナイジェリア、コートジボワールに現地法人、南ア、アンゴ
ラ、モザンビーク、エチオピア、ケニア、ガーナ、コートジボ
ワール、ナイジェリア、アルジェリア、エジプト、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
モザンビーク：メタノール事業化取り組み
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
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（スズキ）・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
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
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

エチオピ
ア、ケニア

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

y/network/africa/

http://www.marubeni.co.jp/news/2

012/120330a.html

http://www.marubeni.co.jp/news/2

010/101125.html

http://www.marubeni.co.jp/news/2

012/120207.html

http://www.marubeni.co.jp/news/2

005/050606.html

http://www.marubeni.co.jp/news/2

010/101004.html

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

ata/_material_/maruco_jp/120117

d.pdf

アルジェリ
ア、モロッ
コ、リビア

赤道ギニア

ガーナ、
コートジボ
ワール、ナ
イジェリア

総合商
社
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南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態
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企業URL

参考URL

コー
ド

業種

21
総合商
社

247 三井物産
南ア、ナミ
ビア、モザ
ンビーク

ケニア、ル
ワンダ

ガーナ
ガボン、赤
道ギニア

アルジェリ
ア、エジプ
ト、モロッコ

A

南ア、モザンビーク、ケニア、ガーナ、アルジェリア、エジプ
ト、モロッコに拠点。2015年サブサハラアフリカでLTE事業を
展開するAfrimaxに出資。
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
アンゴラ：2007年LNG船建造契約・長期傭船契約締結
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。2014年ブラジル資源大手Vale子会社が95%

の権益を保有するモアティーズ炭鉱の開発事業会社の15%

の持分を取得
ナミビア：2006年石油・天然ガス探鉱鉱区権益の取得
ケニア：ポリウレタン、農薬などの輸出
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
赤道ギニア：LNG事業への出資
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
モロッコ：韓国大宇建設2011年石炭火力発電発電所受注。
2014年超々臨界発電技術を用いた石炭火力発電事業に出
資
その他：2011年シンガポール企業Portek社傘下のガボンの
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を子会社化

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

/2015/1212610_6498.html

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

/2011/1205833_6494.html

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

/2013/1205693_6496.html

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

/2008/1206079_6491.html

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

/2014/1205643_6497.html

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

/2014/1205623_6497.html
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事業実施国 事業形
態
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企業URL

参考URL

コー
ド
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249 伊藤忠オートモービル 南ア B 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

250 オーミインダストリー
ウガンダ、
ケニア

ナイジェリ
ア

B 鋼材の輸出
http://www.ohmiinds.co.jp/index.ht

ml

251 兼松 B 鋼材の輸出およびタコやゴマなどの輸入 http://www.kanematsu.co.jp/

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

a/about/global/#s4

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

a/ir/library/magazine/pdf/no03_p01

.pdf

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

123-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/000000251

5_file1.pdf

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

a/pr/archive/2011/html/000001314

9.html

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

a/pr/archive/2010/html/000001092

0.html

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

a/pr/archive/2014/html/000002560

6.html

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、アルジェリア、モロッ
コ、チュニジアに拠点。2015年農業商社Olamの20%株式を
取得
南ア：2002年、南アステンレス原料大手HERNIC

Ferrochrome社買収。MELCO Elevator、Freewheelに出
資
アンゴラ：アンゴラ石油に出資
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。25%を出資
エチオピア：タイヤ、化学品等の輸出、コーヒー、ゴマの輸入
ケニア：重電機、エレベーター、プラント、自動車の輸出、
コーヒー豆の輸入
モーリシャス：ツナ缶製造会社に出資
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
コートジボワール：2014年、石油・ガス探鉱鉱区権益をアナ
ダルコ社から20%取得
セネガル：化学資材の輸出、水産物の輸入
ガボン：石油探鉱のMPDCに出資
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
モロッコ：三菱ふそう・三菱自動車の輸出
チュニジア：2006年ガス田開発鉱区に参入
リベリア：2011年、石油・ガス探鉱鉱区ブロック10への10%

参画

アルジェリ
ア、モロッ

コ、チュニジ
ア

アンゴラ、
南ア、モザ
ンビーク

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、コートジ
ボワール、
セネガル

ガボン A三菱商事248
総合商
社

21

専門・
中堅商

社
22
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南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL
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ド

業種

252 川商フーズ
ガーナ、ナ
イジェリア

A
缶詰の製造、輸出。1950年代よりナイジェリア、ガーナ向け
にサバ缶を販売。ガーナに2010年駐在員事務所

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

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

e/report/20120702/234010/?P=1

253 ケンリン
ナイジェリ
ア

A 鉱物資源、農産物などの輸出入。ナイジェリアに現地法人

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

1%E6%A5%AD/KENLYN%E6%A

0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9

A%E7%A4%BE-

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

%83%AA%E3%83%B3

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

255 サン機械貿易
ナイジェリ
ア

B 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/pro

file/profile.html

256 ジャサコーポレーション アンゴラ B 南部アフリカにおける輸出入業

257 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

A
中東・アフリカ専門商社。家電、精密、自動車、医療品等を
扱う。ナイジェリアに現地法人

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

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

worldwide/

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

259 東京貿易
ナイジェリ
ア

B 食品・飲料をナイジェリアに輸出。サムライカレーを開発 http://www.tokyoboeki.com/

260 西澤
モザンビー
ク

タンザニア
ガーナ、ナ
イジェリア

A
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

専門・
中堅商

社
22
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http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%81%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
http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%81%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
http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%81%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
http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%81%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
http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%81%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
http://www.hotfrog.jp/%E4%BC%81%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
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261 日鉄住金物産
モザンビー
ク

C
2010年モザンビークの原料炭開発プロジェクトに新日鐵住
金とともに出資、採掘権獲得

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

html

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

ns/pdf/20101027.pdf

262 フジ物産 南ア A
南アに駐在員事務所。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.fuji-bussan.com/

http://www.fuji-

bussan.com/corporation/office/

263 味方塾
エチオピ
ア、ケニア、
ルワンダ

ブルンジ B コーヒー豆の輸入

http://www.shizuoka-

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

ing10-P23.pdf

264 モノ・インターナショナル ケニア B 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

265 阪和興業 南ア A

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/rep

ort_news/no272/news_1.html

266
East Africa Sales

Promotion
タンザニア A

タンザニアに現地法人。タンザニアの他、南部アフリカ、西ア
フリカでも事業展開

www.shinryotrading.com/

267 GSAジャパン 南ア A 南アワインの輸入

http://www.capewine.jp/%E4%BC

%9A%E7%A4%BE%E7%B4%B9

%E4%BB%8B

268
SANZO Import &

Export
南ア A 南アで日本人が起業

269 Tecmed Africa 南ア A 南アで日本人が起業

専門・
中堅商

社
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270 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.co

m/uchida-agency-limited-

280473.html

271 World Trading 南ア A 南アで日本人が起業

272 エスビーティー

ザンビア、
ジンバブ
エ、スワジ
ランド、ボツ
ワナ、ナミ
ビア、南ア、
マラウイ、
モザンビー
ク

ウガンダ、
ケニア、タ
ンザニア

ナイジェ
リア、ベ
ナン

DRC A 中古車販売サイトの運営と輸出支援。各地に拠点
http://www.sbtjapan.co.jp/

http://www.sbtjapan.com/sbt_keny

a

273 エンハンスオート
ケニア、タ
ンザニア

A
中古車販売サイトの運営と輸出支援。ケニアとタンザニアに
2014年現地法人設立

http://www.enhance-auto.jp/

274 カーディールページ ザンビア B
中古車販売サイトの運営と輸出支援。ザンビア郵政公社と
提携

http://www.cardealpage.co.jp/

275 カービュー ザンビア ケニア A
中古車販売サイトの運営と会員向け輸出支援。ケニアに
2012年現地法人設立。ザンビア郵政公社と2014年提携

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

276 会宝産業

アンゴラ、
ジンバブ
エ、ザンビ
ア、ナミビ
ア、南ア、
ボツワナ

ケニア、タ
ンザニア、
モーリシャ
ス

ガーナ、ギ
ニア、ナイ
ジェリア、ベ
ナン

カメルー
ン、コンゴ
共和国

エジプト、モ
ロッコ

B 中古車部品の輸出
http://kaihosangyo.jp/torikumi/kra.

html

277 金城産業
モザンビー
ク

A 中古車の販売
http://maputo.blog.fc2.com/blog-

category-0.html

専門・
中堅商

社
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278 コトブキ・トレーディング

ザンビア、
ジンバブ
エ、南ア、
マラウイ

A
中古車の販売。ダーバンに在庫を持ち納品。南アの他、マラ
ウィ、ジンバブエ、ザンビアにも販路

http://www.kotobuki.co.za/

279 シマ商会
モザンビー
ク

A 中古車の販売。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

280 スリーダブリュエム ウガンダ A 中古車の輸出代行。ウガンダに2012年支店開設
http://www.3wm.co.jp/

http://www.3wm.co.jp/uganda.html

281 タカシエンタープライズ ウガンダ A 中古車の輸出代行、ウガンダに現地法人設立

282 トラスト 南ア A 中古車輸出、レンタカー事業を南アで運営

283 ビィ・フォアード 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。タンザニアに2012年、
ザンビアに2013年駐在員事務所設立。各地に販路あり

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

http://corporate.beforward.jp/comp

any/outline/

284 ワールドナビ ケニア B 中古車の輸出代行 http://www.worldnavi.co.jp/

285
ワールドワイド・アンド・
カンパニー

タンザニア A 中古車の輸出。タンザニアに2012年現地法人設立

286
AUTOREC

ENTERPRISE
ザンビア タンザニア DRC A 中古車の輸出代行。タンザニアに2007年現地法人設立 http://www.autorec.co.jp/

287 DIA Zambia ザンビア A 中古車の輸出

288 ICHII LDA MAPUTO
モザンビー
ク

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

289 ODAOIL ZAMBIA ザンビア A 中古車の販売

中古車
販売
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290 Samurai Japan タンザニア A 中古車の輸出。タンザニアに現地法人

291 VTホールディングス 南ア A
中古車の輸出と南アにおける新車自動車ディーラー事業。
2011年双日がもつディーラーに出資

www.vt-holdings.co.jp/

http://response.jp/article/2011/03/2

2/153590.html

292 アスプルンド 南ア B 南ア産のオーガニックコスメの輸入販売

293 ア・ダンセ
ブルキナ
ファソ

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

294 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

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

295
アライアンス・ファクト
リー

ザンビア B
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/

296 梅田洋品店 タンザニア B
タンザニアをはじめとするアフリカ各地の雑貨等の輸入販
売、アフリカの生地を使った衣類の縫製・販売

http://umeday.com/home/

297 サービスオーセネガル セネガル A セネガル産シアバターの販売

298 シェアトレード ガーナ B ガーナ原産の香辛料パラダイスシードの輸入販売 http://www.sharetrade.jp/

299 バラカ タンザニア A
タンザニアのコーヒー、紅茶、絵画、布などの輸入販売・卸
売。タンザニアに駐在員事務所

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

ml#gaiyou

特定製
品輸入
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300
フィール・ピースプロジェ
クト

ベナン B

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/

301 丸吉日新堂印刷 ザンビア B 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

/

302 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/

303
ワイズ・ケニアイン
ターナショナル

ケニア B ケニアの農産物、民芸品の輸入販売
http://www.wise-

kenya.com/index.html

304 ワンプラネット・カフェ ザンビア B バナナペーパーの生産・輸入 http://oneplanetcafe.com/

305 Dasvia ガーナ B ガーナの雑貨、布、シアバター等の輸入販売 http://dasvia.jp/index.html

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

307
DENTOU ZAKKA

MOROCCO
モロッコ B モロッコ産の雑貨の輸入販売

308 Flamingo タンザニア B タンザニア布を使用した衣類のオーダーメード
http://xprs.imcreator.com/free/afric

a_japan/flamingo

309 HASUNA ルワンダ B ジュエリーの製作・販売。ルワンダの牛の角を利用 http://www.hasuna.co.jp/

310 RICCI EVERYDAY ウガンダ B ウガンダ布を用いたバックの現地製造・輸入販売 http://www.riccieveryday.com/

311 Ruise B
ケニア、ル
ワンダ

B
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

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

特定製
品輸入
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312 Rupurara Moon ジンバブエ B 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/

313 VIVA Japan ガーナ B
ガーナのモリンガ、シアバターを使ったナチュラルスキンケ
アの販売

http://viviajapan.com/

314 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/

100511449.pdf

315 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/

1187080_1454.html

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

NASDD0705S_S0A720C1MM800

0/

316 商船三井 南ア

ガーナ、
コートジボ
ワール、ナ
イジェリア

A

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。南アに1999年現地法人、ナイジェリアとガーナに
2005年現地法人、コートジボワールに2010年現地事務所
設立

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

ation/index.html

317 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/o

rganization.html

318 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
からアメリカへのLNG輸送長期定期便保有

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

8/18617.html

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

NASDD0705S_S0A720C1MM800

0/

319 日之出郵船 B
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

特定製
品輸入

24

海運・
空運

25

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 53

http://www.mol.co.jp/molgroup/location/index.html
http://www.mol.co.jp/molgroup/location/index.html
http://www.mol.co.jp/molgroup/location/index.html


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

25
海運・
空運

320 東海運 B 海運輸送サービス
http://www.azumaship.co.jp/servic

e/logistics_oversea.html

321 アフレックス
モーリタニ
ア

A
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、
車両部材販売及び海産物の輸出。モーリタニアに現地法人

http://afrexsarl.afrexinc.com/index.

html

322
イーグルシッピングジャ
パン

エチオピア B エチオピアシッピングラインの日本総代理店
http://www.eagleshipjapan.com/pr

ofile.html

323 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/n

ews120723.html

324 日本通運 南ア A 南アに1996年駐在員事務所設立 http://www.nittsu.co.jp/

325 阪急阪神エクスプレス 南ア A
南アに2014年駐在員事務所設立。現地フォワーダーと提携
し東南部アフリカで海上・内陸輸送業務を実施

http://www.hh-express.com/jp/

http://www.hh-

express.com/jp/site/news/d2aksc0

000004qxy-att/release_20140401-

1.pdf

326 阪神高速道路 ケニア C
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

http://www.hanshin-

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

f

運輸・
物流

26

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 54

http://www.nipponexpress.com/global_locator/cityLocationList_ZA_E083C77BC857945749256E6A001ECD7B_all.html


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

327 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_20

131119.html

328 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

329 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

330 損保ジャパン
南ア、モザ
ンビーク

ケニア エジプト A
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.sjnk.co.jp/company/kai

gai/europe_africa_mideast/

331 東京海上日動火災保険 南ア エジプト A

エジプトで2008年現地法人を設立し、2010年生命保険・損
害保険事業開始。南アで2015年駐在員事務所開設、
Hollard社と業務提携。アフリカ21カ国で日系企業向けに損
害保険サービスを提供

http://www.tokiomarine-

nichido.co.jp/

http://www.tokiomarinehd.com/rele

ase_topics/release/2014/sd214a0

00000a9np-att/20150225.pdf

332
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

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

http://www.mizuhobank.co.jp/index

.html

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

ny/release/pdf/20120223.pdf

334 三井住友海上火災保険 B
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_U4A300C1EE800

0/

運輸・
物流

26

金融
サービ

ス
27

注）事業形態 A：現地法人・:駐在員事務所・支店 B：取引のみ C：その他 55

http://www.orix.co.jp/grp/company/group/overseas.html
http://www.orix.co.jp/grp/company/group/overseas.html
http://www.sjnk.co.jp/company/kaigai/europe_africa_mideast/
http://www.sjnk.co.jp/company/kaigai/europe_africa_mideast/
http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Topics/Topics9112345765164665404.html
http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Topics/Topics9112345765164665404.html
http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Topics/Topics9112345765164665404.html
http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Topics/Topics9112345765164665404.html
http://ir.tokiomarinehd.com/ja/Topics/Topics9112345765164665404.html
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0400K_U4A300C1EE8000/
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0400K_U4A300C1EE8000/
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0400K_U4A300C1EE8000/


南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

335 三井住友銀行
モザンビー
ク、南ア

エジプト A

エジプトで1975年駐在員事務所設立。2010年南アの
Abusa銀行と業務提携、2014年モザンビークでの提携へと
拡大。南アで2010年駐在員事務所を出張所へ。2015年欧
州法人がアフリカ開発銀行から貿易金融業務拡大向け1億
ドルの保証を獲得

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

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

200628/j200628_01.html

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

200823/j200823_01.html

336 三菱東京UFJ銀行 南ア
エジプト、モ
ロッコ

A

エジプトに駐在員事務所。2011年エジプトCIBと覚書締結。
南アで1996年駐在員事務所再開、2013年出張所に格上
げ。2013年南ア貿易投資庁と業務提携の覚書締結。2014

年南アFirst Bankと包括業務提携覚書締結。2011年モロッ
コBMCE銀行と覚書締結

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

013/pdf/news0225.pdf

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

011/pdf/news0607.pdf

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

011/pdf/news1124.pdf

337 AAIC Japan
モーリシャ
ス

A
豊田通商100%出資のアフリカを対象とする社会貢献ファン
ドの案件発掘を行う

http://www.toyota-

tsusho.com/press/detail/140107_0

02473.html

338 JCB

ジンバブ
エ、ザンビ
ア、マラ
ウィ、モザ
ンビーク

ウガンダ、
ケニア、タ
ンザニア、
南スーダ
ン、ルワン
ダ

ガーナ、
カーボベル
テ、ガンビ
ア、ギニ
ア、ギニア
ビサウ、
コートジボ
ワール、シ
エラレオ
ネ、セネガ
ル、トーゴ、
ナイジェリ
ア、ニ
ジェール、
ベナン、ブ
ルキナファ
ソ、マリ、リ
ベリア

ガボン、カメ
ルーン、コ
ンゴ共和
国、DRC、
サントメ・プ
リンシペ、
赤道ギニ
ア、中央ア
フリカ、チャ
ド、ブルン
ジ

B

2012年ケニアのEquity Bankと、2015年トーゴに本拠地を
置くEcobankと提携。アフリカ33カ国でJCBカードの利用が
可能に

http://www.jcbcorporate.com/news

/seq_1276.html

http://www.jcbcorporate.com/news

/seq_3836.html

金融
サービ

ス
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27
金融

サービ
ス

339 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ともにルワンダの商業銀
行Kigali銀行へ投資

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

11/0909_4512.html

340
アフリカビジネスパート
ナーズ

南ア
エチオピ
ア、ケニア

コートジボ
ワール、ナ
イジェリア

A
日本企業のアフリカにおける事業開発を支援。ケニアに現
地法人。ナイジェリア、エチオピア、南ア、コートジボワール
（予定）に拠点

http://abp.co.jp/

341
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
http://africanmarket1.blog120.fc2.c

om/

342
東芝テクニカルサービス
インターナショナル

南ア A
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/

343 トーマツ A アフリカ関係の調査分析も実施。アフリカ各地に事務所 http://www2.deloitte.com/jp/ja.html

344
東京コンサルティング・
ファーム

南ア A 南アに現地法人 http://www.kuno-cpa.co.jp/group/

345 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/

346 マイクライメット 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。JICA案件を受注

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

html

ビジネ
スコン
サル
ティン

グ
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347 みずほ情報総研 ルワンダ B

日本の農林水産業のグローバル展開を支援する「みずほグ
ローバルアグリイノベーション」を立ち上げ、ルワンダにて日
本の栽培や農業機械などの技術移転に関する研究・実証
試験を行う

http://www.mizuho-

ir.co.jp/company/release/2015/glo

balagri0901.html

348
プライスウォーターハウ
スクーパース

A アフリカ関係の調査分析も実施。アフリカ各地に事務所 http://www.pwc.com/jp

349 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/

350 三菱総合研究所 C
三菱グループの総合シンクタンク。アフリカ関係の調査分析
も実施

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

351
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。ア
フリカ関係の調査分析も実施

http://www.murc.jp/

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

omy/analysis/research/er_120521

352
AflicaLink

ENTERPRISE
ザンビア A ザンビアでのビジネス支援

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

354
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/

355 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.j

p/?page_id=238

356 KPMGジャパン 南ア A アフリカ関係の調査分析も実施。アフリカ各地に事務所
http://www.kpmg.com/jp/ja/pages/

default.aspx

357
Zambia & Japanese

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

ビジネ
スコン
サル
ティン
グ
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358
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。西アフリカフラ
ンス語圏中心

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

home

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

360 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 http://jp.imgpartners.com/

361 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
ンス語圏中心

www.ingerosec.com/ 

362 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
http://www.e-

squareinc.com/news/2011/111017

.html

363
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 www.oriconsul.co.jp/ 

364
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 http://www.kmcinc.co.jp/

365
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 www.katahira.com/

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

367 国際航業 C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 http://www.kkc.co.jp/index.html

368 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/ 

369
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
http://www.ssc-

tokyo.co.jp/index.html

370 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 http://www.ess-jpn.co.jp/

開発コ
ンサル
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371 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

372 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/ 

373 日本工営
ボツワナ、
モザンビー
ク

ケニア A
ODAなどによる各種コンサル調査等を受注。ボツワナ、モ
ザンビーク、ケニアに駐在員事務所

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

374 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/

375 日本テクノ ザンビア セネガル A
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

http://www.jat.co.jp/

376 パスコ C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 http://www.pasco.co.jp/

377 パデコ C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 http://www.padeco.jp/v2/

378 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/ 

379
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
www.ctii.co.jp/

http://www.ctii.co.jp/project_area/p

roject_area_africa.html

380 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
www.yachiyo-eng.co.jp/ 

http://www.yachiyo-

eng.co.jp/case/overseas/soecina/

381
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 http://www.unico-intl.co.jp/

382 Devex C ODAなどによる各種コンサル調査等を受注 http://devex.co.jp/

開発コ
ンサル
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29
開発コ
ンサル

383 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を受注
http://www.teci.jp/

http://www.teci.jp/project/index.ht

ml#

384
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.kilitopandsafaris.com/

385 エイチ・アイ・エス 南ア ケニア エジプト A 2009年エジプト支店、2012年ケニア支店開設 http://www.his-j.com/ovsbranch/

386
エルミ・ツアー・エチオピ
ア

エチオピア A エチオピアの旅行会社 http://www.elmiethiopiatour.jp/

387 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/

388 グローバルサービス エチオピア B エチオピア航空日本総代理店 http://www.gsa.co.jp/index.html

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

390 道祖神 南ア ケニア A 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/compan

y/oversea/

391
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

B
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/

392 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/

393 ムパタ・インタナショナル ケニア A
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

394
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/

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

旅行代
理店・
ホテル
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396 DODOWORLD ケニア A ケニアの旅行会社。日本人が起業 http://www.dodoworld.com/

397 Heisei Safaris タンザニア A タンザニアの旅行会社。日本人が起業

398 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/

399
Paradise Beach

Bungalows
タンザニア A タンザニアの旅行会社。日本人が起業

http://nakama.main.jp/paradisebea

chbungalows/

400 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/

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

402 朝日新聞 南ア エジプト A
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/?re

f=com_footer

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

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

405 電通 南ア タンザニア
ガーナ、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

アラブ全域で事業を行う広告会社Drive社と合弁設立。
Drive社はタンザニアに2014年駐在員事務所設立。2014年
電通イージス・ネットワークが南アCrimson Room社、ナイ
ジェリアMedia Fuse社に出資。2015年ガーナAdams

Media Ghana社およびガーナPremier Media Company社
と買収合意

http://www.drivedentsu.com/

http://www.dentsu.co.jp/news/rele

ase/2014/0805-003795.html

http://www.dentsu.co.jp/news/rele

ase/2015/0803-004112.html

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

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

旅行代
理店・
ホテル
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408 日本テレビ放送網 エジプト A カイロに支局 http://www.ntv.co.jp/

409
フジ・メディア・ホール
ディングス

エジプト A カイロに支局 http://www.fujimediahd.co.jp/

410 NHK 南ア エジプト A カイロに支局。2014年南アに支局開設 http://www.nhk.or.jp/

411 TBSホールディングス エジプト A カイロに支局 http://www.tbsholdings.co.jp/

412
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.co

m/

413 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/

414 白井グループ ケニア A 医療廃棄物処理事業。ケニアに現地法人 http://shirai-g.co.jp/kenya.html

415 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/

416 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/_/Hom

e.html

417 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

418
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://go.aruzegaming.com/

419 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.ht

ml

その他
サービ
ス業
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南部 東部 西部 中部 北部
企業名

事業実施国 事業形
態

事業内容
企業URL

参考URL

コー
ド

業種

420
アフリカインキュベー
ター

ウガンダ A 現地企業向けのB2Bアプリの開発とアフリカ進出支援 http://afri-inc.com/

421 アフリカ商会 セネガル A
ホームスティ事業、ガイドブックの作成、輸出入や小売店運
営

http://africa-shokai.jimdo.com/

422 アフリカスキャン ケニア A 小売店の経営とマーケティング支援 http://www.africascan.com/

423
アラガキ・チョコレート・リ
ミテッド

ウガンダ A チョコレートの製造、コーヒー豆の焙煎
http://www.aragaki.co.ug/index.jp.

html

424
ケニア・フルーツ・ソ
リューションズ

ケニア A ドライマンゴーの製造・販売
http://www.kenyafruitssolutions.co

m/jp/

425 日本ジャトロファ タンザニア A ジャトロファによる発電事業
http://www.japan-

jatropha.com/main.html

426 B&F ギニア A 製氷・販売事業 http://kaigaikigyou.com/africa/

427 Ground Power ケニア A 大豆等の栽培、加工、販売

428 MOGA・BROOK 南ア A ネイルショップの運営
http://www.mogabrook.com/about/i

ndex.html

429 NIAKA　KA セネガル A コーディネイター、輸出代行

430 Narite Tradings ザンビア A パソコン部品輸入、修理サービス

431 Seed Africa タンザニア A 農機のレンタルビジネス http://www.seed-africa.com/

432 WBPF Training ウガンダ A 現地企業向け研修プログラムの提供 www.wbpftraining.com

433 Worktect タンザニア A 照明デザイン会社。タンザニアに現地法人 http://www.worktecht.co.jp/

日本人
による
現地で
の起業
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