ルワンダビジネスセミナー

The Entrance of Africa, Rwanda
アフリカでの携帯電話の登録数はすでに5 億台を超え日本の登録数の 3.8 倍に上り、
ユニリーバは全世界の売上の 11% である6620 億円をアフリカで稼いでいます。
中国商工業銀行はアフリカ20 か国に1200ヶ所の支店を持つスタンダード銀行の株式を20% 保有し、
南アフリカでの再生可能エネルギー事業投資（ 1900 億円）等、多くの案件を共同で進めています。
欧米・中国企業にとってすでにアフリカは市場なのです。
一方で多くの日本企業にとってアフリカはインドの後の市場といった位置付けであり、
実際に進出している企業はまだそれほど多くありません。
距離的にも心理的にも日本から遠いアフリカ、当セミナーではそのアフリカ市場攻略の入り口として「ルワンダ」に焦点を当てます。

1994 年の虐殺から20 年を経て、ルワンダは「アフリカの奇跡」と呼ばれる復活を遂げました。
「ビジネスのしやすさ」ランキングでは、
過去 10 年の GDP 成長率（平均）は 7%を超え、世界銀行が発表する
中国（ 96 位）、ベトナム（ 99 位）を遥かに凌ぐ32 位にランキングされています。
現在のルワンダの一人当たりGDP は $632 であり、日本企業が進出をはじめた 1990 年の中国（ $314 ）の既に2 倍です。
周辺諸国に容易にアクセスできる立地条件とそのビジネス環境でルワンダはアフリカ市場の橋頭堡となりえるのです。
今回のセミナーでは一橋大学

米倉誠一郎教授を迎え、マーケットとしてのルワンダに加え、

ルワンダを足掛かりにアフリカに進出するための方法についてご紹介します。

日時： 2014 年
主催： JCCP

9 月30 日（火） 会場： TKPガーデンシティ永田町

M 株式会社 後援： 駐日ルワンダ大使館 / 日本貿易振興機構（ジェトロ）

ルワンダビジネスセミナー

The Entrance of Africa, Rwanda
対象者：

アフリカ進出を検討しているがどこの国から進出するか検討中である、あるいはアフリカにすでに進出しているが
地域統括機能を持たせることを必要としている企業の方

内

15:00 〜15:10

1. オープニングスピーチ（ 10 分）
JCCP M 株式会社 取締役／ユイット株式会社 代表取締役 宮下 幸子

15:10 〜15:40

2. Welcome Speech（ 30 分）

容：

（予定）

駐日ルワンダ大使館

15:40 〜16:25

3 ．アフリカビジネスの現状（ 45 分）

16:40 〜17:20

4 ．アフリカ市場の橋頭堡としてのルワンダ（ 40 分）
JCCP M 株式会社 代表 堺 夏七子

17:20 〜17:30

５．クロージングスピーチ（ 10 分）

一橋大学イノベーション研究センター教授／
プレトリア大学 GIBS 日本研究センター所長 米倉 誠一郎

JCCP M 株式会社 取締役／特定非営利法人 日本紛争予防センター理事長 瀬谷 ルミ子
17:30 〜18:30
日

時：

会

場：

2014/9/30（火）15:00 〜 18:30
TKPガーデンシティ永田町

参加費：

無料

定

5０名

員：

レセプション（大使館職員、および参加企業）

セミナーに関するお問い合わせ

TEL: 03-5256-7563 もしくは info@jccpm.co.jp まで

登壇者プロフィール

麹町駅

新 宿 通り

■ 米倉 誠一郎（よねくら せいいちろう）

セブンイレブン

一橋大学イノベーション研究センター教授／
プレトリア大学 GIBS 日本研究センター所長

一橋大学社会学部、経済学部卒業。同大学大学院社会学研究科修士。
ハーバード大学歴史学博士。1997 年より一橋大学イノベーション研究センター教授。
『 一橋ビジネスレビュー』編集委員長、
プレトリア大学 GIBS 日本研究センター所長、
日本元気塾塾長を兼務。イノベーションを核とした企業の戦略、組織の史的研究が
専門。近年、
ソーシャル・ビジネス、社会企業家の役割についても研究。著書は『創発的
破壊未来をつくるイノベーション』等多数。

紀尾井町

住友半蔵門ビル
清水谷公園

T K Pガーデンシティ永 田 町
ガソリン
スタンド

千代田区放送会館

区立
麹町中学

国際基督教大学卒業。
1998年アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社し、15年間にわたり、
製造業のクライアントを中心に、新規事業立ち上げ・業務改革・ITコンサルティングを担当。
JCCPの組織・理念に賛同し、2013年にJCCP M株式会社を設立。代表取締役に就任。

中央大学卒業後、英ブラッドフォード大学紛争解決学修士号取得。
国 連ＰＫＯ、外 務 省 、ＮＧＯ職 員として、ルワンダ 、アフガニスタン、シエラレオネ、
コートジボワール等で活動。2007 年より日本紛争予防センター事務局長として、
ソマリア、南スーダン、
ケニア、
アジア地域の事業を統括。2013年から同理事長に就任。
2011年 ニューズウィーク日本版「世界が尊敬する日本人25人」、2012年日経ビジネス
「未来を創る100 人」に選出。2012 年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー準大賞受賞。

日本芸術文化
振興会国立劇場
国立劇場演芸 場

JA共済ビル

最 高裁判所
P

砂防會館

日本青年会議所会館

通り

ホテル
ニューオータニ

■ 瀬谷 ルミ子（せや るみこ）
JCCP M 株式会社 取締役／特定非営利法人 日本紛争予防センター理事長

サンクス

内堀

■ 堺 夏七子（さかい かなこ）
JCCP M 株式会社 代表取締役

ファミリーマート

半蔵門駅
1番出口

ローソン

三菱東京UFJ銀行

平河町森タワー

エスカレーター
または階 段で下 へ

隼 町

セブンイレブン

永田町駅
4番出口
赤坂見附

赤坂見附駅

住所： 東京都千代田区平河町 2-13-12 TEL： 03-4577-9258

参加申込書

参加を希望される方は FAXまたは Eメールでお申し込みをお願いいたします。なお、ホームページからもお申し込みができます。

FAX： 03-5297-7582

E-mail: info@jccpm.co.jp

URL: www.jccpm.co.jp

フリガナ
お名前
電話番号

企業名

E-mail

アドレス

※お申し込みいただきます氏名等の個人情報は、今回の募集の目的以外では利用いたしません。

JCCP M株式会社 東京都文京区関口1-35-20 〒112-0014 TEL： 03-5256-7563

www.jccpm.co.jp

