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1. イベント概要 
＜目的＞ 

海外展開を目指す日本の企業、及び日本企業の海外展開を支援する企業等に向

けて、産業発展によりケニアで需要が高まる BtoB の産業用機器等のビジネス

ニーズや、そうしたニーズに基づくケニア企業との価値共創の可能性を体感し

ていただく機会を提供する。 

 

＜概要＞ 

日程：2020 年１月 27 日（月）・28 日（火） 

   Day1 AM：日本参加者向け事前ブリーフィング 

      PM：日ケニア 合同セミナー 

   Day2：現地工場視察（3社） 

    －Tononoka Rolling Mills（圧延工場） 

       －Print Exchange（印刷工場） 

    －PG BISON（家具材製造工場） 

場所：ケニア インターコンチネンタル・ナイロビ／工場 

主催：経済産業省、アフリカビジネス協議会（JBCA） 

共催：ケニア製造業協会（KAM） Meghraj Capital 

事務局：IC ネット 

参加者ターゲット： 

【日本】  

・ BtoB の産業機器等の商材を軸に、現地企業との価値共創を検討する企業 

・ 日本企業の海外展開を支援する企業や機関（金融機関、公的機関等） 

・ アフリカビジネス協議会参加企業 

【ケニア】 

・ 現地製造業企業（KAM 会員企業等）、現地金融機関 等 
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2. 結果（Day1） 
 日本側 49 企業・団体 83 名、ケニア側 53 企業 69 名が参加。食品分野、鉄

鋼分野、化学分野を中心に幅広い方々にご参加頂いた。 

 現地メディアでも多くイベントの様子を取り上げられ（参考資料２）、現地

での注目度の高さも伺えた。 

 
現地での会見の様子（左：アフリカビジネス協議会 横井共同議長、 

中央：ケニア製造業協会 Sachen Gudka 会長） 

 

 当日は、①日系企業 9社・ケニア企業 4社から企業紹介プレゼンを実施、

②会場にて参加企業のプロフィール資料を配布したうえで、ネットワーキ

ングの時間を設け、日系企業とケニア企業の交流・商談の機会を設けた。 

 

  
会場の様子    日本企業プレゼン 

 BUSINESS DAILY（ケニアの日刊ビジネス新聞） 

 Daily Nation（ケニアの独立系新聞、最大発行部数） 

 The Star（ケニアの日刊新聞） 

 Capital Business（東アフリカ地域のオンラインメディア） 

 KHUSOKO（東アフリカ地域のビジネスオンラインメディア） 

 Industry Global News24（グローバルなオンラインメディア） 

 CIO East Africa（東アフリカの ICT 業界向け雑誌） 

 NEWS GHANA（西アフリカ中心のオンラインメディア） 
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   ネットワーキングの様子       ネットワーキングの様子 

 

 イベント終了後にアンケートを実施し、日本の 49 企業・団体のうち 29 社

から回答を得た（参考資料１）。「イベント参加目的を達成できた」という

企業が 96%を占め、「今後同様のイベントがあったら参加したい」という企

業は 100%となるなど、各社にとって有意義な結果となったようである。 

 

 参加日本企業に対して個別に反応をヒアリングしたところ、「複数のケニア

企業から製品・サービスの問い合わせを受けられ、具体的な商談に繋がり

そうである」「現地の課題・レベル感がよく分かった」「ビジネスの次の展

望を描くのに役に立った」という声も多々頂いている。以下日本企業の反

応を数社抜粋。 
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◆Ａ社 

 5 件ほど商談の話が来た。既に 3 社とアポが確定、うち 1 社は訪問

の上、商談を実施。彼らのニーズを商材が完全に合い、非常にうま

く話が進んでいる。 

 イベント参加の目的である、お客探しは大成功。商談会はよく参加

するが、ネットワーキングの仕組み含め、今回のイベントは特によ

かった。 

 

◆Ｂ社 

 複数の具体的な引き合いもいただき、現地の様子も分かり、参加

して本当に良かった。 

 イベントに参加していなかった現地企業が当社に会うためにサイ

トビジットの 3 社目にわざわざ来訪してくれた。 

 他の日本企業と話ができたのも良かった。 

 

◆Ｃ社 

 イベントを通じて、ど・ストライクの企業含め 3 社の企業と商談

になったので非常に嬉しい。 

 当初面談を希望していたケニア企業 3社は当日来なかったが、共

催者の Meghraj が繋いでくれることになった。 

 

◆Ｄ社 

 日本・ケニア両方の企業を様々な話をすることが出来、現在日本

企業 2 社、ケニア企業数社からコンタクトが来ている。 

 ケニアの可能性を肌で感じられることが出来て良かった。 

 KAM から個別に問い合わせがあり、KAM 曰く当社の技術・製品は、

ケニアでかなり使えそうとのこと。 
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3. 結果（Day2） 
 Day2 は日本側 32 企業 43 名が参加。 

 3 つの工場を訪問したが、いずれも整備された工場で、日本企業にとって

も現地パートナーとしてなり得るポテンシャルを持った企業群であった。 

 「安全をスローガンに掲げている一方で、対策が細部まで及んでいないと

いう改善ポイントもある」企業も存在したが、参加した日本企業からの意

見はポジティブなものが殆どであった。 

 現地工場では、インド製、トルコ製、ドイツ製、イタリア製の工作機械を

使用していることが確認できた。2社目（Print Exchange）は小森製作所

の輪転機を導入している。安さ一本ではなく、機械のクオリティも十分に

見たうえで導入するというスタンスを取っている。 

 いずれの工場でも機械化/自動化を積極的に進めている一方、雇用創出とい

う責務を果たすべく、機械化/自動化する部分としない部分を上手く使い分

けているようであった。 

 

  
Tononoka Rolling Mills での説明   Tononoka Rolling Mills 工場内 

  
   Print Exchange での説明        PG BISON 工場内 
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4. ケニア側の評価と今後への示唆 
 今回のイベントを通じて、ケニアでの実際の BtoB の産業用機器等のビジネ

スニーズ、そうしたニーズに基づくケニア企業と日本企業の価値共創の可

能性の存在を確認することができた。 

 また、以下に示した通り、ケニア側からの日本企業への期待値は高まって

おり、今回のイベントを踏まえた日本企業の更なる展開が期待される。 

 

 

＜ケニア側参加者の声＞ 

 

 KAM から経済産業省に寄せられたフィードバックによると、イベント終了

後の、ケニア企業の反応は総じてポジティブで、以下のような声があがっ

ているとのこと。 

 

①今回のイベントへの評価 

⁻ 「こうした日本企業との交流のプラットフォームは有益」 

⁻ 「今までケニア産業界にない発想を日本企業が持ち込んでくれたこと

で、ケニアのビジネスにおけるイノベーションの可能性を感じた」 

⁻ 「事前に企業名がシェアされており、プロフィールシートがあったこ

とで、実際に会う前からお互いについての基礎知識がある状態で行え

たので、プロセスのショートカットになった」 

 

②今後の日本への期待 

⁻ 「フリースタイルのネットワーキングに加えて、面談できるブースも

あると更によかった」「もう５日長くてもよかった」という声もあがっ

ており、①も踏まえて、より深いマッチングへの期待が示された。 

 

⁻ KAM からは、以下の通り継続的な開催への期待が示されている。 

「ケニア側からすると、日本にとってこのイベントが本当に成功であ

ったという評価であれば、継続的にこうした日本側ミッションの訪問

があることを期待する。もし、このあと日本からのミッションがなけ

れば、失敗だったと受け取られるだろう。 

特に、今ケニアは、各国から期待が集まっており、各国のからミッ

ション派遣やイベントがあり、競争が過熱している。日本が差別化し

ていくためには、継続的な interaction がとても重要。」 
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参考１  アンケート結果（日本企業 29 社より回答） 
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 「かなり達成できた」の理由 

⁻ 具体的に想定ターゲット顧客が見つかり、具体的な商談が後日できたため。 

⁻ フォーラムにて各登壇者から共有された情報量が多かったため。 

⁻ 潜在的なカウンターパートとの連携及び事業の議論ができたため。 

 

 「少し達成できた」の理由 

⁻ ケニア・アフリカの現状を知る事が出来たが、具体的に次ステップが無いため。 

⁻ 現地情報収集は出来たが、第 2の代理店候補が見つからなかったため。 

 

 「あまり達成できなかった」の理由 

⁻ 同業界からの参加者が少なかった。 
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参考２ 現地メディアでの掲載 
 BUSINESS DAILY 

『KAM showcases investment opportunities in Kenya』 

https://www.businessdailyafrica.com/videos/news/5008482-5433544-xmu98hz/ 

 

『40 firms eye deals Japanese investors on Monday said they are keen to 

pursue opportunities in Kenya’s manufacturing sector』1 月 28 日紙面 7頁 

 

参考『Investors eye tie-ups with Japanese in January Nairobi forum』 

https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Japanese-January-

Nairobi-forum/3815534-5366140-wlg644/index.html 

 

 Daily Nation 

『Japanese firms scout deals Japanese investors on Monday said they are keen 

to pursue opportunities in Kenya’s manufacturing sector』1 月 28 日紙面 27 頁 

 

 The Star 

『Private sector warms up to Japan for industrial investments』 

https://www.the-star.co.ke/business/kenya/2020-01-28-private-sector-warms-up-

to-japan-for-industrial-investments/ 

 

 Capital Business 

『Manufacturers urged to create global partnerships』 

https://www.capitalfm.co.ke/business/2020/01/manufacturers-urged-to-create-

global-partnerships/ 

 

 KHUSOKO 

『Japan’s Private Sector Eyes Kenya Through Partnerships』 

https://khusoko.com/2020/01/27/japans-private-sector-eyes-kenya-through-

partnerships/ 

 

 Industry Global News24 

『Kenya’s Manufacturing industry attracts Japanese investors』 

https://industryglobalnews24.com/kenya-s-manufacturing-attracts-japanese-

investors 

 

 CIO East Africa 

『Entice foreign investors to bolster global partnership』 

https://www.cio.co.ke/entice-foreign-investors-to-bolster-global-partnership/ 

 

 NEWS GHANA 

『Japanese investors eye Kenya’s manufacturing sector』 

https://www.newsghana.com.gh/japanese-investors-eye-kenyas-manufacturing-

sector/ 

 


