
 
 一般財団法人 海外産業人材育成協会（AOTS）は、経済産業省より委託を受け、日本企業と 

カンボジア企業間のビジネス連携を促進することを目的とし、カンボジア企業および商業省と 

日本企業による意見交換会を実施いたします。急成長を続けるアセアン各国の中でも成長著しい

カンボジアにおいて、小規模ながらも優良な企業の経営者が来日する貴重な機会となります。 

カンボジアにご興味をお持ちの日本企業の皆様からのご参加を、ぜひお待ちしております。 

■プログラム（予定） 

13:40-  カンボジア商業省発表 

「カンボジアの投資環境について(仮)」 

14:00- カンボジア民間企業発表① 

「日本企業とのパートナーシップへの期待(仮)」 

14:20- 日本企業カンボジア進出事例発表① 

14:50- カンボジア民間企業発表② 

15:10-  日本企業カンボジア進出事例発表② 

15:30- ビジネスダイアログ（ディスカッション）  

16:10-  交流会 

 

■参加者：  

     カンボジア側関係者（25 名予定）※ 

※プノンペンで昨年 12 月に実施した経営管理研修参加者の中から 

選抜された民間企業 23 名・商業省 2 名で構成されています。 

■参加費：無料 (事前申込制) 

■日本語-クメール語の逐次通訳あり 

日時 

 

政策推進部 政策受託グループ 担当：横田芳之/吉田美由紀  

E メールアドレス：kozo-av@aots.jp 

                      【TEL】03-3888-8239 

カンボジア＆日本企業による 

意見交換会開催のお知らせ 

メリット１：日本にいながら、 

現地優良企業から、現地の最新の

情報を得ることができます！ 

カンボジア参加企業業種： 

- 食品メーカー（胡椒、調味料、ドライフルーツなど） 

- ホテル・レストラン（プノンペン・シェムリアップ） 

- 手工芸品・繊維製品メーカー（クメールシルクなど） 

- 建設（建設資材、機器リース、土木工事など） 

- 水関連（供給設備・天然水製造販売) 

運輸・流通・車両輸入販売・コンサルタントが参加予定 

※詳細は別添ご参照ください 

メリット２：現地進出済み企業の

知見を得ることができます！  

 

会場 

201８年 2 月 20 日（火）13 時 30 分～17 時 00 分 

AOTS 東京研修センター (東京都足立区千住東１-３０-１) 

定員に達した場合は、応募を 

締め切らせていただきます。 

事例発表企業

募集中！ 



参加企業情報 別添資料

輸出 主要商品 主要国 輸⼊ 主要商品 主要国

1 　政府 NO NO

2 　政府 NO NO

3
コンストラクタ－・サプライヤー（1）⼿すり及びサインボードのデザイン、製造、供給、設置（2） 空
港             住宅等 超⾼層         ＆          （3）換気  
テム

NO YES Railing System（⼿すり） 中国、マレーシア、ベトナム、タイ

4

1. ホテル、ツアー
2. 朝⾷、昼⾷、および⼣⾷
3. ケータリング NO NO

5 ⾼品質 新⾞ 扱       輸⼊業者  SKY    NO YES オートバイ、スペアパーツ 中国

6
⾼品質な宿泊設備＆レストランおよびツアーを提供
宿泊　および　ツアー
- 朝⾷、昼⾷ & ⼣⾷

NO YES    設備 資材, 調味料   
ン タイ

7     （     ）料理  2015年 店舗拡張
レストラン、宴会、ケータリング(出前）、会議ホール NO YES 1. 設備

2. 資材 中国、タイ

8 政府から認可を得て、標準HDPEパイプを使って清潔な⽔を供給 NO YES HDPE パイプ タイ

9 Kampot産 ⿂醤 胡椒 調味料（醤油       胡椒 ⽩胡椒 ⿊胡椒） NO YES       原材料   機械 タイ、ベトナム

10 ⼯場 倉庫          学校          貯⽔          道路 排⽔
などの建設 NO YES タイル、トイレ⽤品、壁紙、塗

料      ⼯作機械 タイ、ベトナム、中国

11 建設 建物 道路 灌漑 重機 掘削 各種機械   設備    業 NO トラック、スペアパーツ カナダ、⽇本、中国

12 胡椒 NO NO

13 ハンドメイドシルク製品販売、卸 YES ⼿製の絹製品 カナダ、⽶、⽇本、豪、独 NO

14 ツバメの巣およびツバメの巣ドリンク YES ツバメの巣 中国、ベトナム YES       原材料 ベトナム、⾹港

15 クメールシルクおよびハンドクラフト製品 YES クメールシルク YES 原材料 N/A

16 ⼥性 対象   研修              NO NO

17 ハンドクラフトの製造・卸 製品デザイン、インテリアデザイン、造園、家具デザインおよび製
造。 ローカルの製作者グループと協働している。 YES シルク オーストラリア、⽇本、アメリカ NO

18 ⾞両   NO NO

19 ⼟⽊及び電気⼯事 NO YES 鋳鉄カバー、フェンス、電気⼯事
にかかる資材 中国、ベトナム、タイ

20 ハンドクラフト＆リサイクル製品 YES シンガポール、イギリス NO

21 家具、絵画、⽊製または⽯造りの彫刻、写真およびアートに関連する商品 YES 額 シンガポール YES 原材料 オランダ、フランス、アメリカ、タイ

22 ⾷品加⼯（バナナチップ） NO YES パッケージ 中国

23 物流 YES       履物 アメリカ、欧州 YES 繊維 中国

24 国内向けミネラルウオーターおよびナチュラルウオーターの製造 NO YES
機械、プラスチック等ボトル製造
に必要な資材 タイ、ベトナム

25 コーヒー NO NO

No
. 事業内容 主⼒商品

現⾏ 貿易状況 （輸出/輸⼊）


