
視察期間： 平成２６年２月２４日～２月２８日

報 告 者 ： 視察団団長 江頭 和彦

（博多港ふ頭株式会社代表取締役）



14：00～14：30

15：40 

22：20

9：00～

14：10～15：30

16：00～

視察団結団式 （場所：福岡空港306特別室）

大韓航空にて福岡空港出発

～ ソウル経由でプノンペンへ ～

カンボジア入国 （プノンペン国際空港）

市内視察 （４ヶ所）
◈トゥールﾚｰﾝ収容所 ◈ソリア
◈セントラルマーケット ◈イオンカンボジア

在カンボジア日本大使館 表敬訪問

セミナー・交流会 （サンウェイホテル内）

◈セミナー ： 黒川氏，芝氏の講演
◈交流会 ： 和僑，留学生との夕食会

14：00～1：30

交流会

ホテル着 （サンウエイホテル）23：00 頃



9：00～

夕方

9：00～

13：00～

23：40

視察：プノンペン経済特区 （ＰＰＳＥＺ）
◈進出企業の工場見学 （２社）
・ハルプノンペンコミックセンター
・ミネベア

シアヌークビル へ移動 （約4時間）

ホテル着 （シーサイドホテル）

午後

視察終了後

視察：シアヌークビル港（ＰＡＳ）
シアヌークビル港経済特区（ＳＰＳＥＺ）
シアヌークビル市場

視察：中国経済特区（ＳＳＥＺ）
◈進出企業の工場見学 （２社）
・フランス系企業 ・イタリア系企業

プノンペン へ移動 （約4時間）

カンボジア出国 （ソウル経由で福岡空港へ）



8：00～ 帰国 （乗継地ソウルより 福岡空港 到着）

～ ２月２７日 シアヌークビルにて記念撮影 ～



1975年から1979年まで続いたポルポト
政権下で，政治犯の収容所 として使用さ
れていた虐殺博物館



2003年に開業したプノンペン初のデパート

プノンペン市街中心地にあり，セントラルマ
ーケットからは150ｍの距離



プノンペン市街の中心に位置し，プノンペン
の活気を実感できる市場

屋根のあるドーム状の造り



2014年7月オープン予定の4階建イオンモール

ショッピングセンターを含めた複合施設

[視察対応者] 蓑原 邦明 氏
（九大卒）

－ 昼食風景 －
＜ 場所：浦江亭＞



カンボジア情勢についての概況説明
（政治・経済情勢，日カンボジア関係等）
[視察対応者]
・黒宮 参事官 ・玉光 一等書記官
・飯塚 二等書記官

※ 隈丸大使（久留米市出身），樋口公使 不在

講演
・黒川 治郎 氏 （HUGS代表取締役）
・芝 清隆 氏 （Sky  Limited  税理士法人代表社員・CEO）



交流会
・和僑(2名)，留学生(7名)との交流会
（留学生）
タエソクスレン氏、ＢｏｌｉｎａＨｅｎｇ氏、ＬＡＩ ＺＡＮＩＴＨ氏 他

＜ 場所：サンウエイホテル＞



■2月26日（水） 「プノンペン経済特区内」を視察

カンボジアで唯一日系資本が入った工業団地

現在の入居企業は 計66社
（日本37社、台湾7社、マレーシア５社など）

[視察対応者] 趙 敏茜 氏
（中国人）



■2月26日（水） 「プノンペン経済特区内」を視察

日本から月10万冊の古本を入荷，カンボジア
でクリーニングをし，主に日本のマンガ喫茶向
けに輸出

[視察対応者] 黒木 大士 氏



■2月26日（水） 「プノンペン経済特区内」を視察

[視察対応者] 井上 保行 氏 （福岡出身）

電器部品メーカー （極小モーター,スマホのバックライト等）

従業員は，労働者4千人＋総務管理47名
（*従業員のうち，95％は女性）



■2月26日（水）

－ 夕食風景 －

－ 昼食風景 －

＜場所：ブルーオーシャン＞

＜ 場所：魚生＞



■2月27日（木） 「シアヌークビル港」を視察

カンボジア唯一の国際深水港 （水深-11.5m）
・2012年貨物取扱量 約266万ｔ (対前年比+9%)
・ 〃 コンテナ取扱量 約25万ｔｅｕ(対前年比+7%)
・国内シェア：輸入59％，輸出64％

[視察対応者]
・上西 隆廣 氏 （PAS JICA派遣専門家）
・鈴木 純夫 氏 （㈱Ｉｄｅｓ常務取締役/ JICA短期専門家）
・ＰＡＳ社員４名 （２年前にＪＩＣＡ研修生として博多港訪問）

KONG  Vibol氏、 CHAO  Vanratanak氏、 KOAM  Sokan氏、 SUON   Bunsong氏



■2月27日（木） 「シアヌークビル港」を視察

[視察対応者]
・ＮＯＲＮＧ ＳＯＹＥＴＨ 氏 （Ｄｉｒｅｃｔｏｒ）
・服部 寛 氏 （ｶﾝﾎ゙ｼ゙ｱ国ｼｱﾇー ｸﾋ゙ﾙ港公社 ﾎ゚ー ﾄSEZ部長付顧問）
・鈴木 純夫 氏 （㈱Ｉｄｅｓ常務取締役/ JICA短期専門家）
・上西 隆廣 氏 （PAS JICA派遣専門家）

日本の円借款で開発、国内唯一の国際深海
港シアヌークビル港に直結
現在の入居企業は２社 （王子製紙，㈱タイキ）



■2月27日（木） 「シアヌークビル港」を視察

市場の中は，衣料品や靴，生鮮食料品など，
たくさんの店が狭い空間に密集



■2月2７日（木）

＜ 場所：チアミネス＞

－ 昼食風景 －



[視察対応者] Ｙａｎ Ｍｉｎ 氏
（中国人）

現在の入居企業は計54社
（日本2社，米2社，欧州4社，他は中国）

■2月2７日（木）



女性用下着縫製工場 従業員 約500人

[視察対応者]
・ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｃｏｖａｒｅｌ 氏 （General Manager ）
・ ＳＴＥＶＥＮ 氏 （HR-Compliance Manager）

スポーツウエア縫製工場 従業員 約500人

[視察対応者] 不在

■2月2７日（木）



[西日本・カンボジア友好協会 事務局］
・入江 雅美 様，荒川 博子 様，榎本 陽子 様

［現地ガイド］
・Ｍｓ．パークン 様

［旅行会社］
・㈱ＪＴＢ九州 姫野 妙子 様

※最後に、
今回のツアーでお世話になった方々です。

有難うございました。

－ 夕食風景 －

＜ 場所：レストラン東京＞

■2月2７日（木）



ご清聴有り難うございました。

視察団団長 江 頭 和 彦

（博多港ふ頭㈱代表取締役）


