
４．JICAによるBOPビジネス支援の概要 
～貧困層から中間層への移行を見据えて～ 
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◆JICAの取組 

貧困層(BOP層)が抱える経済・社会開発上の課題解決に資するBOPビジネスに取り組もうとする日本

企業等と連携し、ビジネスの持続性・公益性を高めるとともに、一層の開発効果向上を目指す。 

◆しかし、BOPビジネスを考える民間企業にとってボトルネック要因あり。 

将来の利益が保証されないため、この部分の資金ねん出が困難。⇒JICAがサポート（資
金、途上国事業の経験、途上国政府とのネットワーク、JICAというネームバリュー） 
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■BOPビジネス連携促進F/S① 

事業 
拡張 

事業 
実施 

ビジネス 
プラン策定 

ビジネスモデル 
開発フェーズ 

調査研究フェーズ 
 (情報収集/市場調査等) 
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（１）調査の対象 
 
 ①対象国 
  JICA在外事務所所在国 

 
 ②事業分野及び開発課題との関係 
  ・MDGsをはじめ開発課題の改善に資する事業 
  ・JICA事業との連携により更なる開発効果がのぞめる事業 

 
 ③調査実施者(提案者)=BOPビジネス実施主体 
  本制度による調査実施後、主たる事業者として、 
  実際に当該BOPビジネス実施を予定していること 

 
 ④対象事業のビジネスフェーズ 

Millenium 
Development 
Goals 

事業 
拡張 

事業 
実施 

ビジネス 
プラン策定 

ビジネスモデル 
開発フェーズ 

調査研究フェーズ 
 (情報収集/市場調査等) 

本制度の対象範囲 
（２）調査の範囲  
  事業計画の立案のために必要な事項全般が調査範囲。 
 
 ◆想定される主な調査項目 

 ・投資環境・ビジネス環境（各種政策・制度、インフラ、関連施設等） 
 ・事業計画 
 ・事業化により改善されるべき開発課題に関する状況 
 ・BOPビジネスと連携して行うべきJICA事業の内容に係る提案 

（３）調査の規模   
  ・調査金額：1件5千万円上限若しくは2千万円上限 
  ・調査期間：最大３年間程度。 
  ・募  集：年2回の公募 

◆調査制度の概要 
JICAは民間企業が行う事業化 
可能性調査の実施を 
ノウハウ・資金面で支援。 

■BOPビジネス連携促進F/S② 

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Un-flag-square.png&imgrefurl=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Un-flag-square.png&usg=__FPELqxmJ08dd9S0Dwwq69TIki74=&h=1150&w=1150&sz=78&hl=ja&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=e638LuRIHhR83M:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=UN&hl=ja&lr=&sa=G&um=1�
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国名 提案法人 共同企業体名 案件名

1
インドネシア エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ株式会社
BOP向けハイブリッド型教育ビジネスに係る調査

2
インドネシア 住友金属工業株式会社 住友林業株式会社 インドネシア泥炭湿地地域における土壌酸化等による荒廃地・低生産性農地を対象とし

た製鋼スラグ土壌改良剤販売ビジネスの可能性調査

3
カンボジア ARUN合同会社 社会的投資によるBOPビジネスの成長促進の可能性に関する調査研究

4
ベトナム 株式会社アースノート 株式会社大和総研 バイオエタノール生産事業に係る実行可能性調査

5
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 株式会社天水研究所 株式会社パデコ マイクロクレジットシステムを取り入れた雨水タンクソーシャルビジネス実現可能性調査

6
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 株式会社PEARカーボンオ

フセット・イニシアティブ
株式会社エネルギー環境研
究所、株式会社アルセド

Grameen Shaktiと協同したバングラデシュ農村でのエネルギー・マイクロユーティリティー
展開CDM事業調査

7
インド 四国化成工業株式会社 学校法人早稲田大学 安全な飲料水の供給と現地サプライチェーンの確立による貧困削減ビジネスの事業化検

証調査

8
インド 伊藤忠商事株式会社 インド貧困削減のための水質浄化プロジェクト

9
インド コクヨS&T株式会社 株式会社チェンジ BOP層の収益創出に貢献するステーショナリー製品の事業化

10
スリランカ 豊田通商株式会社 未給水地域における水供給事業の検討

11
ケニア 三洋電機株式会社 ソーラーランタンBOPビジネス適合調査

12
ケニア 住友化学株式会社 ケニア共和国における長期残効性防虫ネット製品の貧困層向けビジネスモデル構築のた

めの事前調査

13
タンザニア 日本ジャトロファ株式会社 タンザニアにおけるジャトロファBOPビジネス調査

14
タンザニア 日永インターナショナル株式

会社
株式会社パンテル・インター
ナショナル

家庭・小規模事業向け簡易固形燃料製造事業化現地調査

15
ルワンダ 株式会社オーガニック・ソ

リューションズ・ジャパン
ルワンダ共和国の農業と公衆衛生を対象とした微生物資材ビジネスにおける協力準備調
査

16
モザンビーク 日本資源エネルギー開発株

式会社
社団法人アフリカ開発協
会、株式会社建設技術セン

株式会社 井鐵 所

モザンビークにおける燃料転換BOPビジネス

17
ガーナ 株式会社ソニーコンピュータ

サイエンス研究所
ソニー株式会社 無電化地域のオフグリッド電化に関するF/S調査

18
ガーナ 味の素株式会社 離乳期栄養強化食品事業化F/S調査

19
ガーナ 特定非営利活動法人 道普

請人
株式会社パデコ、株式会社
国際開発アソシエイツ

日本発「土のう」による農村道路整備ビジネス

20
セネガル ヤマハ発動機株式会社 システム科学コンサルタンツ

株式会社
西アフリカにおける浄水装置を用いた村落給水事業実証調査

■BOPビジネス連携促進F/S③：初年度採択一覧 



国名 提案法人 共同企業体名 案件名

東レ株式会社、

北九州市、

財団法人北九州国際技術協力協会

協同組合企業情報センター、

ゼファー株式会社

3 インド シャープ株式会社 株式会社野村総合研究所 遠隔教育を活用したインドのBOP層のリーダー育成ビジネス

グローバルリンクマネージメント株式会

社、

株式会社パデコ

5 バングラデシュ 株式会社　雪国まいたけ 緑豆生産の体制構築事業

6 バングラデシュ 日本ベーシック株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 自転車搭載型浄水器を活用した水事業

7 バングラデシュ オリジナル設計株式会社 岩崎電気株式会社 バングラデシュにおける安全な水供給のためのBOPビジネス

8 バングラデシュ
株式会社地球快適化インス

ティチュート
軽量太陽光パネルを用いた貧困層の生活水準向上事業

9 ブラジル 株式会社フルッタフルッタ
プライスウォーターハウスクーパース

株式会社

ブラジル連邦共和国におけるアグロフォレストリー農法を用いた環境順応型BOPビジネ

ス

10 ナイジェリア 会宝産業株式会社 株式会社イースクエア BOP層が参画する環境配慮型の自動車リサイクルバリューチェーンの構築事業

11 ガーナ 川商フーズ株式会社
プライスウォーターハウスクーパース

株式会社
ガーナ国における地産地消ビジネス

12 ウガンダ サラヤ株式会社
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

株式会社
新式アルコール消毒剤による感染症予防を目的としたBOPビジネス

ヤンマー株式会社、

豊田通商株式会社、

有限会社農業マーケティング研究所

1 インドネシア 水道機工株式会社 太陽光発電・小型脱塩浄水装置を用いた飲用水供給事業

2 ベトナム ルビナソフトウェア株式会社 再生可能エネルギーを活用した世界自然遺産離島の電化、水産資源高度化事業

4 インド
アース・バイオケミカル株式

会社
栄養食品開発事業

13 タンザニア
財団法人都市農山漁村交

流活性化機構
相互金融マイクロファイナンスによる中小・零細農民への農業機械普及事業

■BOPビジネス連携促進F/S③：平成23年度第1回採択一覧 
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■BOPビジネス連携促進F/S③：平成23年度第2回採択一覧 
国名 提案代表者 共同提案者 案件名

1 インドネシア 株式会社　マンダム 株式会社　博報堂 殺菌ジェルの使用習慣化による経口感染症の軽減を目的とした衛生意識調査

2 インドネシア 株式会社　大阪教育研究所
株式会社　アプライドマネージメント、
国際航業株式会社

教育文化省との連携によるBOP層の子供たちを対象とした教育ビジネスの可能性調査

3 ベトナム 兼松株式会社
日研株式会社、
有限会社アイエムジー

POU浄水技術普及ビジネス調査プロジェクト

4 ベトナム 株式会社TESS
一般社団法人日本の夜明け塾、
日本テピア株式会社

障がい者の社会復帰を目指す足こぎ車いすBOP事業化調査

5 カンボジア 一般社団法人カンボジアコットンクラブ カンボジアコットンクラブ

6 カンボジア 輝水工業株式会社 農村部における生活用水給水システム事業に関する調査（通称「命の水プロジェクト」）

7 ラオス 王子製紙株式会社
株式会社あらたサステナビリティ認証機構、
株式会社ナニワ炉機研究所

ラオスにおけるBOP訴求型の農林業由来バイオコークス製造販売事業FS調査

8

パラオ共和国、
ミクロネシア連
邦、マーシャル
諸島、パプア
ニューギニア

その他

伊藤忠エネクス株式会社 動静脈物流ビジネスモデル構築の可能性

9 インド 大和ハウス工業　株式会社 株式会社　三菱総合研究所 日本固有技術を活用した工業化住宅生産事業準備調査

10 インド 日本電気株式会社
特定非営利活動法人　ICA文化事業協会、
颯爽工業株式会社

BOP層の生活改善に貢献するスマートビレッジ事業化の調査

11 インド ユニ・チャーム株式会社 農村部への生理対処品普及事業準備調査(BOPビジネス促進）

12 インド 株式会社ポリグルインターナショナル
株式会社かいはつマネジメント・コンサルティ
ング

凝集剤を活用した飲料水供給事業

13 スリランカ
株式会社PEARカーボンオフセット・イニシ
アティブ

株式会社グリーン・マテリアルズ研究所、
日本工営株式会社

スリランカ国北部州・東部州におけるヒマ栽培による低炭素・エネルギー自給型コミュニティー
形成調査

14 バングラデシュ 日清食品ホールディングス株式会社 一般財団法人アライアンス・フォーラム財団 ローカル開発食品による妊産婦と乳幼児の栄養改善プロジェクト

15 バングラデシュ A-WINGインターナショナル株式会社
自然エネルギーを取り入れた風力発電機と太陽光エネルギーで作動するミニ淡水化装置の市
場開拓及び現地生産準備調査

16 ネパール 日本テピア株式会社
株式会社イソライト住機、
イソライト工業株式会社、
株式会社アルセド

排出権クレジットを活用した珪藻土耐火断熱レンガ製かまどの製造・販売可能性調査

17
コロンビア共和

国
マイウッド・ツー株式会社 オイルパームバイオマスの持続的な地域利用システムの構築

18 ボリビア 株式会社地球システム科学
循環式養殖技術を用いたBOP事業（地方給水事業の安定化と村落開発支援との有機的連携
をめざして）

19 ザンビア 凸版印刷株式会社 ESワンプラネット合同会社 BOP層参画によるサステナブルなパッケージの開発および製造に関する調査
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■BOPビジネス連携促進F/S④：事例 
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■BOPビジネス連携促進F/S④：事例～続き 
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■BOPビジネス連携促進F/S④：事例～続き 
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■BOPビジネス連携促進F/S④：事例～続き 
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５．中小企業を含む民間企業との連携 
～新しい取り組み～ 
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～中小企業の海外展開が増加～ 
 本社企業が中堅・中小規模の現地法人は2008年度末時点で約4,000社 
 全体に占める中堅・中小企業の比率は約24％に 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                

出所）経済産業省「海外事業活動基本調査」を活用して株式会社三菱東京UFJ銀行経済調査室が作成した資料を引用 
          平成22年11月10日No.2010-39「経済情報 - 拡がるわが国中堅中小企業の海外展開 - 」           
          http://www.bk.mufg.jp/report/ecoinf2010/report_jp_20101110.pdf  

■我が国民間企業の海外展開と途上国開発①：中小企業 

本邦企業の海外事業展開状況（経産省調査より） 

http://www.bk.mufg.jp/report/ecoinf2010/report_jp_20101110.pdf�
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＜中小企業の海外展開におけるJICAの役割（中小企業海外展開支援大綱より）＞ 

■我が国民間企業の海外展開と途上国開発②：中小企業 

取り組むべき重点課題 内容 

情報収集・提供 (1)国内拠点、セミナー、ウェブサイト等を通じて途上国情報を紹介するとともに、無償資金協
力・技術協力に関する調達情報など、中小企業が利用可能なODAメニューを紹介する。 
(2)地域協議会に新たに国際協力機構国内機関が参加し、参加機関より優れた企業の紹介
を受けると共に、国際協力機構からは途上国における具体的な支援ニーズ等について情報
提供する。 

マーケティング BOP(Base of the Pyramid)ビジネス事業可能性調査（F/S調査）への支援を通じ、中小
企業の開発途上地域の貧困層の問題解決に資する事業の計画立案を支援し、ODA事業へ
の展開を検討する。また、優れた技術力及び事業アイデアを途上国の経済社会開発に活用
するため、開発途上地域の開発に資する中小企業の海外事業計画立案を提案公募方式に
て支援し、ODA事業への展開を検討する。 

人材の育成・確保 
 

青年海外協力隊事業を活用し、特定の途上国を熟知した人材と企業が必要とする人材のマ
ッチング促進を行うとともに、本邦企業と連携した民間連携ボランティア制度を新たに開始し、
グローバルに展開する企業において開発途上地域の経済社会開発を推進する人材の育成
を図る。 

資金調達 発展途上国でインフラやBOPビジネス等の開発効果の高い民間事業を実施するために、国
際協力機構を通じて必要な貸付や出資を実施。 

貿易投資環境の改善 (1)発展途上国におけるハード・ソフト面での中小企業のビジネス環境整備が進むよう、ＯＤ
Ａによるインフラ整備、法制度整備を支援する。途上国や中小企業のニーズを踏まえ、専門
家派遣、研修等を通じ、途上国における政策制度改善に努める。 
(2)ＯＤＡ支援分野の途上国政府関係者の本邦研修並びに先方政府への国際協力機構専
門家派遣を通じ、人脈形成及び販路開拓を支援する。 
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青年海外協力隊事業等を通じた 
自社のグローバル人材育成・確保 

人材面のボトルネック解消も海外展開上重要 
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■我が国民間企業の海外展開と途上国開発③：本邦人材 

◆青年海外協力隊事業を通じたグローバル人材育成・確保 
  （青年海外協力隊、シニア海外ボランティア） 



          窓口は青年海外協力隊事務局、最寄りの国内機関 民間連携 
ボランティア制度 

途上国でのボランティア経験を通じ、グローバル社会で活躍できる人材育成をサポート。 
平成24年度からスタートする新しいプログラム。 

・H23年9月に企業向け説明会を行い、参加企業のうち2社から若手社員を派遣中。 
 ⇒食品メーカー  ：ベトナム、環境教育（H24.3～H25.2) 
 ⇒化粧品メーカー ：カンボジア、村落開発普及員（H24.4～H25.6） 
・H24年度から企業向け説明会を拡大実施し、参加企業の登録を行っている。 
・詳細は随時、JICAホームページや新聞等に掲載。 

具体的な活用事例（パイロット事業） 

■我が国民間企業の海外展開と途上国開発④：本邦人材 

募集時期 随時 

対象国、内容、職種 企業のニーズを踏まえて決定 

選考方法 企業から社員の推薦を頂いた上で、JICAにて適応性、語

学力、技術、健康などを総合的に判断し、途上国で活動で
きる方を採用。 

派遣期間 原則１～２年とし、企業とJICAの協議により決定 

派遣前訓練 原則参加（約２カ月間の語学習得等を目的とした合宿訓
練。時期は、企業とJICAの協議により決定。） 

負担費用 JICAは、往復渡航費、現地生活費、住居費を負担。 

補てん制度（中小企業のみ） 申請に基づき人件費及び一般管理費の補てんが可能。 
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                   窓口は青年海外協力隊事務局、最寄りの国内機関 JICAボランティア
経験者人材紹介 

途上国の過酷な条件下で活動したボランティアは、異文化適応力、コミュニケーション能
力、タフさなどを身に付けて帰国。引き続き海外での活躍を希望する者も多く、企業のグ
ローバル化やCSR活動にも貢献できる人材。 
 
・採用希望の企業から求人票を頂き、帰国ボランティアに提供するサービス。 
・採用試験は各社の方針や規定に沿って実施。 

・A社（さいたま市）：海外市場・海外種子産地の開拓にあたり、技術・語学・途上国での業
務経験のある協力隊経験者が活躍。現在20名在籍。 
・昭和機械商事（大阪市）：協力隊経験者は企画・実行力、適応力、生き抜く底力があると
評価。シンガポールに最初の現地法人を設立する際の責任者として抜擢し、2011年11
月現在７名の協力隊経験者が在籍。 
・様々な企業等での活用事例はこちらから     
 →（http://supporter.jica.go.jp/company/） 
 

具体的な活用事例 

■我が国民間企業の海外展開と途上国開発⑤：本邦人材 
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                     現地人材の育成と情報提供 

JICAが支援する途上国の『日本センター』（市場経済移行国等におけるビジネス人材の
育成と日本との交流を目的とした拠点）で以下の支援が可能。 
 
１．対象国： JICAが協力している日本センターを有する国 
（ベトナム、ラオス、カンボジア、ウズベキスタン、キルギス、モンゴル） 
 
２．サービス 
①現地人材向け研修 
・各センターが実施しているビジネス研修、日本語研修に現地従業員の方々が参加する
ことで、人材育成に活用できる。（各センターにより、内容が異なる。センター概要、連絡
先はHPから、開催時期、定員、募集手続き等の詳細は各センターにて。） 
・負担費用：有料 
②交流支援サービス等 
・センターは日本語や日本の文化を理解した現地の親日的な方々の交流拠点となってい
いる。日本に関心ある現地人材を対象とするセンターでの企業紹介セミナーの開催等、
各センターで可能な交流支援サービスなどの情報について各センターのＨＰで紹介して
いく予定。 
・費用負担：一部有料 
 
 

■我が国民間企業の海外展開と途上国開発⑥：現地人材 
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 ■我が国民間企業の海外展開と途上国開発⑦：CSR 
   ◆ソニーとの教育・啓発活動 

戦略的CSR： 企業の事業そのものにCSRの考え方を組み込み、社会と企業
 の持続的な発展を戦略的に行っていくこと 

ソニー 
ガーナの無電化農村でワール
ドカップを放映(JICAと連携） 

◆ガーナ：マスディアを通じたエイズ教育プロジェク
ト 
・ガーナでは、若者のHIV感染率が近年上昇 
・同国政府の要請を受け、JICAは、メディアを活用
したHIV/エイズの啓蒙活動を現地NGOと協力し
て実施 
・民間企業のCSR活 
動で提供された大型 
映像装置とサッカーの 
映像コンテンツを活用 
した教育・啓発イベント 
を企業と共同で実施。 
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■我が国民間企業の海外展開と途上国開発⑦：CSR 
    ◆テルモとの連携研修 

テルモ株式会社と連携し、初の官民連携研修を実施 
－同社のカテーテル技術を生かし、メキシコの医療技術の向上に貢献－ 
 

2011年09月05日 
国際協力機構（JICA）とテルモ株式会社は、2011年9月、メキシコの医師を対象とする心臓カテーテル手術トレーニ
ングを官民連携研修として実施します。本研修は、外務省の「成長加速化のための官民パートナーシップ」に対するテ
ルモ株式会社の提案を受け、初の官民連携研修として実施するものです。 
 
2011年9月5日から9日までの5日間、メキシコの国立医療機関で特に循環器に力を入れている病院から5人の若手
医師を招き、手首の血管からカテーテルを挿入する技術（経橈骨〈けいとうこつ〉動脈冠動脈インターベンション、以下、
TRI法）に関する研修を実施します。日本国内でのTRI法の第一人者を擁する湘南鎌倉病院の協力を得て、TRI法を
用いた治療現場の見学及び座学を行うほか、テルモメディカルプラネックスが持つTRIシミュレーターによる訓練を行
い、知識と技術の両方を習得します。TRI法は、入院期間が短くその分低コストでの手術が可能であるため、従来の
方法に比べ身体的のみならず金銭的にも患者にとって負担の少ないカテーテル術です。そのため、本研修でTRI法に
かかる知識、手技を習得した研修員がメキシコ国内でTRI法を普及することができれば、メキシコ国内での虚血性心
疾患による死亡者数を減らすことが期待されます。 
 
 
・・・（中略）・・・ 
 
 
本研修にて連携を行うテルモ株式会社は、カテーテル治療で必需品のガイドワイヤやイントロデューサーなどのアクセ
スデバイスでは世界でトップシェアを獲得しています。JICAが同社と連携して研修を行うことにより、同社のカテーテル
デバイスの強みを生かしたTRI技術のメキシコ国内及び中南米地域での普及が期待されます。テルモ社にとっても、
わが国の政府機関が研修を共催することで、メキシコにおける同社の技術の信頼性が向上するなどの副次的な効果
が期待できます。また、本研修は新成長戦略として掲げる「国際医療交流」の趣旨とも合致しており、わが国のカテー
テル技術を世界に発信、提供していく好機ともなり、官民双方にとってまさにWin-Winの関係を構築することを目指し
ます。 

 
JICAプレスリリースより抜粋 
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■我が国中小企業の海外展開と途上国開発⑧：CSR 
    ◆良品計画（MUJI）とのコラボ 
MUJI CHRISTMAS Market 2011にて商品を共同企画 

2011年10月12日 
 

株式会社良品計画（東京都豊島区／代表取締役社長 金井政明）は、2011年のクリスマスギフト提案「MUJI 
CHRISTMAS Market 2011」を10月より欧州MUJI直営店を中心に当社が展開する日本を含む21の国と地域全て
で展開いたします。2011年の品揃えは独立行政法人国際協力機構（以下JICA、東京都千代田区／理事長 緒方貞
子）との初の共同企画商品8アイテムを含む約180のアイテムを展開します。各国での展開は欧州MUJI直営店がフ
ルラインに近い展開をする他、各国で自由にセレクト。日本では大型店中心の16店舗とネットストアにて10月12日よ
り約95アイテムを先行発売する他、11月11日より約180アイテムを全国の無印良品にて展開します。  
 
無印良品の考えるクリスマスギフト 
「たくさんの人に気軽に贈る」というのが、無印良品が考えるクリスマスギフトの形です。ヨーロッパ発の心温まる習慣
を、欧州MUJI直営店を中心に世界中に発信していきます。決して高価なものではないけれど、どこか心がほっとする
もの、思わず笑ってしまうもの、誰かについ教えたくなってしまうものなど、無印良品ならではのギフトを世界中から選
りすぐりご提案します。  
 
「贈物が誰かを幸せにする」～JICAと初の共同企画～ 
2005年より全世界向けにクリスマスギフトを提案してきた無印良品が近年取り組んでいるのが、「贈物が誰かを幸せ
にする」ということ。これまでは寄付金付き商品などを展開していましたが、2011年はJICAが発展途上国で支援して
いる、地域の特産物を活かした地場産業の振興を通じ、住民による地域活性化をめざす一村一品運動に協力するこ
とで、商品を購入することにより、社会に貢献できる商品を開発しました。今回はキルギスとケニアの村から8アイテム
を開発。無印良品はこの取組みで開発する商品について、通常の商品と同様の品質およびデザインのレベルを適用
しましたが、それぞれの村の皆さんの努力とJICAの協力によって商品化が可能になりました。 

40 株式会社良品計画プレスリリースより抜粋 



独立行政法人国際協力機構 民間連携室 
 

  〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル 
  TEL：03-5226-6960  
  FAX：03-5226-6326 
 電子メイルアドレス：ostpp-contact@jica.go.jp 
 
                  

お問い合わせ先 

41 


	スライド番号 1
	■目次構成
	■JICAについて：概要
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	■途上国援助における民間連携の強化の必要性
	■JICAが注目する途上国への民間セクターの関わり①
	■JICAが注目する途上国への民間セクターの関わり②�～インフラ整備に貢献する民間事業～
	■JICAが注目する途上国への民間セクターの関わり③�～社会に貢献する民間事業（BOPビジネス）～
	スライド番号 18
	■JICAの民間連携に関する基本方針
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41

