
 

 
ケニア官民ビジネス視察団 

経済発展の著しいケニアの首都ナイロビ及び港湾都市モンバサ 

 参加者募集 

 
1 趣旨 

2016 年8 月，第6 回アフリカ開発会議（TICADⅥ）がケニア・ナイロビにて開催されました。 

同会議に際して開催されました日ケニア首脳会談では，東アフリカ北部回廊の玄関口であり，物流拠点でもある

モンバサにおいて，経済特区（SEZ）を日ケニア両国が共同で開発していくことが確認されました。 

このような背景のもと，日本政府は， 2017 年4 月１８（火）～１９日（水）の日程で，東アフリカのハブと

して経済発展の著しいケニアの首都ナイロビ及び東アフリカ地域最大級の港湾を持ち，物流の玄関口となるモンバ

サを訪問し，ケニアの貿易・投資環境，開発の状況を多角的に視察することを目的とした官民ビジネス視察団の派

遣を企画しております。皆様におかれましては，積極的な参加をご検討頂けますよう，お願い申し上げます。 

 なお，3 月２８日（火）には，ビジネス視察団参加者を対象にしました事前勉強会を開催する予定です。 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 参加予定者（調整中） 

民間企業（日本企業，仏印英企業，ケニア企業），日本政府・関係機関（外務省，経済産業省，国土交通省，農林

水産省他関係省庁，在ケニア日本国大使館，JICA，JETRO），ケニア政府機関（大統領府，産業省，投資庁等） 

 

３ 主な行程（案） 

 

日程 場所 午前 午後 

4/17（月） － ナイロビ到着 

4/18（火） ナイロビ 直前ブリーフィング モンバサ・ビジネス・ブリーフィング 

企業交流会 

4/19（水） モンバサ モンバサ現地視察（日帰り） 

※スケジュールは参加表明企業の御意向，ケニア政府との調整等により変更になる場合がございます。あらかじめ

ご了承下さい。 

※モンバサ現地視察は，早朝ナイロビ発，夕刻モンバサ発を想定しています。 

① ナイロビ 

・モンバサ・ビジネス・ブリーフィング（ケニアに

おける投資環境，モンバサ SEZ 概要，対ケニア

ODA 事業等） 

・企業交流会（ツアー参加の日英仏印ケニア企業同

士による交流会を想定） 

 

② モンバサ 

・ケニア港湾公社表敬 

・モンバサ港視察，モンバサ立地企業訪問等 

 
 

○ケニア政府及び現地日本政府機関からの直接の

説明により，モンバサを含むケニアの投資環境

等を深く知ることができます。 

○日本企業他ケニア進出に関心を示す他国企業と

ツアーを共にし，交流を深めることにより，ビ

ジネスのつながりを拡大します。 

○実際にモンバサを訪れ，港湾施設や市内等の現

場を視察することにより，モンバサの各種情勢

を肌で感じることができます。 

目的・ねらい 訪問予定先 



４ 参加者募集 

（１） 申し込み 

① （別添１）ケニアへの官民ビジネス視察団参加申込書に記入の上，出来るだけ早期（遅くとも３月１４

日（火）まで）に，外務省国際協力局国別開発協力第三課 渡邉，豊田宛て e-mail 又はFax にてご提

出をお願いします。（宛先詳細は，申込書上部に記載。） 

② ご不明な点があれば以下の問い合わせ先まで連絡下さい。 

 

（２） 基本事項 

① 現地集合・解散とし，参加者の航空運賃，宿泊費，食費等は，自己負担を基本としています。フライト

とホテルは，旅行代理店等を通じて各自ご手配下さい。 

② 現地視察中は団体行動を原則とします。 

③ 日本又は第三国から参加する場合はケニアの一時入国ビザ（査証）が必要です。恐れ入りますが旅行代

理店等を通じて各自でお手続きをお願いいたします。 

④ 経由する国によって黄熱病の予防接種（イエローカード）が必要な場合があります。その他の予防接種

は任意になります。詳しくは，旅行代理店にお問い合わせになるか，日本の厚生労働省ホームページ「海

外渡航者のための感染症情報」内「黄熱予防接種要求国」をご覧ください。 

⑤ ケニアにおける危険情報やスポット情報等の海外安全情報は，外務省「海外安全ホームページ」をご覧

下さい。 

⑥ ナイロビ，モンバサ市内及び両都市間の移動手段については，追って連絡いたします。 

 

５ 事前勉強会 

（１） 日時：平成29 年3 月２８日（火）午後 

（２） 場所：JICA 本部（調整中） 

（３） 内容：（調整中）在京ケニア大使館からの情報提供 

外務省・関係省庁からの情報提供 

   JICA 調査団からの情報提供 

   （調整中）JETRO からの情報提供 

（４） 備考：（別添２）事前勉強会参加申込書に記入の上，３月１７日（金）までに，外務省国際協力局国別開発協

力第三課 渡邉，豊田宛てe-mail 又はFax にてご提出をお願いします。 

 

６ 問い合わせ 

① 外務省 国際協力局 国別開発協力第三課 担当：渡邉，豊田 

    電話：０３－５５０１－８０００（内線：３５６４） 

０３－５５０１－８３７１（直通） 

    FAX：０３－５５０１－８３７０ 

 

② 経済産業省，財務省，国土交通省，農林水産省他関係省庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



送付先：外務省 国際協力局 国別開発協力第三課 渡邉，豊田  行き 

   mail : hiroshi.watanabe-2@mofa.go.jp /  Ｆax：０３－５５０１－８３７０ 

noriko.toyoda@mofa.go.jp  

 

ケニアへの官民ビジネス視察団 

参加申込書 

１ 予定プログラム 

(1) 4 月 18日午後 
モンバサ・ビジネス・ブリー

フィング（於：ナイロビ） 
参加する，参加しない。 

(2) 4 月 18日夕刻 
企業交流会（於：ナイロビ） 

参加する，参加しない。 

(3) 4 月 19日終日 
モンバサ視察 

参加する，参加しない。 

２ 参加者情報 

(1) 申込者氏名   英文表記   

(2) 勤務先名称   

   英文表記   

(3) 所属部署   

   英文表記   

(4) 役職   英文表記   

(5) 勤務先住所 
〒 

(6) 勤務先TEL   (7) 勤務先FAX   

(8) E-mail   

(9) 連絡担当者   (10) 担当者TEL   

(10) 担当者E-mail   (12) 現地連絡先TEL   

(11) 宿泊ホテル名 ※  

(12) ナイロビ着・発のフライト 
※ 

（着）日時           フライト番号 
 
（発）日時           フライト番号 

mailto:hiroshi.watanabe-2@mofa.go.jp
mailto:noriko.toyoda@mofa.go.jp


(13)モンバサ着・発のフライト 
※※ 

（着）日時           フライト番号 
 
（発）日時           フライト番号 

(14) モンバサ・ビジネス・ブリ

ーフィング及び企業交流会等

での発表希望の有無 

 
 
 

(15) モンバサSEZ 開発について

の具体的な関心事項、視察先

に関するご要望 
 

(16) その他、本行事に参加する

上でのご要望、不明点  

※未定の場合は空欄，決まりましたら，外務省国際協力局国別開発協力第三課（渡邉・豊田）迄御連絡下さい。 
※※皆様からの視察先の要望，モンバサでの滞在期間を考慮して，あらためてご相談申し上げます。 

 



送付先：外務省 国際協力局 国別開発協力第三課 渡邉，豊田  行き 

   mail : hiroshi.watanabe-2@mofa.go.jp /  Ｆax：０３－５５０１－８３７０ 

noriko.toyoda@mofa.go.jp 

 

事前勉強会参加申込書 

参加申込書 

(1) 参加者氏名（役職，所属部署） 

 
 

 

 

(2) 勤務先名称   

(3) 勤務先住所 〒 
  

(4) 勤務先TEL   

(5) 勤務先FAX  

(6) 連絡担当者   

(7) 担当者E-mail   (9) 担当者TEL   
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（参考）ナイロビ－モンバサ間の航空機運航状況      (2017 年 ２月現在) 

  発 着 便名 所要時間 

ケニア航空 

往路 

①  6:30 ナイロビ 7:30 モンバサ KQ600 1 時間 

②  8:00 ナイロビ 9:00 モンバサ KQ602 1 時間 

③  10:00 ナイロビ 11:00 モンバサ KQ604 1 時間 

復路 

①  14:40 モンバサ 15:40 ナイロビ KQ６０７ 1 時間 

②  17:10 モンバサ 18:10 ナイロビ KQ609 1 時間 

③  20:40 モンバサ 21:40 ナイロビ KQ611 1 時間 

④  21:25 モンバサ 22:25 ナイロビ KQ617 1 時間 

⑤  22:25 モンバサ 23:25 ナイロビ KQ619 1 時間 

Fly540 

往路 
①  6:45 ナイロビ 7:50 モンバサ ５H417 1 時間5 分 

②  9:30 ナイロビ 10:20 モンバサ ５H441 50 分 

復路 

①  13:10 モンバサ 14:10 ナイロビ ５H442 1 時間 

②  14:10 モンバサ 15:00 ナイロビ ５H448 50 分 

③  16:40 モンバサ 17:30 ナイロビ ５H440 50 分 

④  20:40 モンバサ 21:30 ナイロビ ５H406 50 分 

※往路は，ナイロビ午前発便を掲載。復路は，モンバサ午後発便を掲載。 

※※いずれの航空会社も往路は①又は②を，復路は夕刻便②又は③を推奨しますが，皆様からの視察先の要望，

モンバサでの滞在期間を考慮して，あらためてご相談申し上げます。 


