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JBAC2018 年度会長 あいさつ

MESSAGE
FROM THE CHAIRMAN 2018

2017年度活動報告書、
2 5 年のあゆみとともに

カンボジア日本人商工会2017年度活動報告書が刊行でき、皆様
に活動内容をご報告できることを大変嬉しく思っております。
この場を
お借りして、会員企業皆様の商工会活動へのご支援およびご理解に深
く感謝を申し上げます。
そして2017年は1992年に設立された商工会の25周年にあたり、
それを記念し、
カンボジア日本人商工会25周年のあゆみについても、
報告書のページを割いて特集させていただきました。
日本とカンボジ
アの商工業におけるエポックメーキングとなったイベントの歴史ととも
に、先駆者の皆様のご苦労や日本カンボジア商工業発展に対する思い
の一旦に触れられるとても興味深い内容になっております。
本活動報告書は、英語での翻訳版も作成され、定量的、定性的に活
動を会員の皆様に知っていただくだけでなく、商工会外部のカンボジ
ア政府関係者、他外国商工会への広報活動にも活用し、
カンボジアに
おける日本人商工会のプレゼンス向上に役立ていきたいと考えており
ます。
最後に本活動報告作成に際しご協力いただいた多くの皆様方にお
礼を申し上げ私の挨拶とさせていただきます。

2018年6月
2018年度 カンボジア日本人商工会
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JBAC

会長 山崎格正

Norimasa Yamazaki

JBAC2017 年度会長 あいさつ

MESSAGE
FROM THE CHAIRMAN 2017

J B A C 活 動 報 告 書 発 行にあたり
～ひとつの偶然といくつもの思い～

それは2017年度のJBAC会長就任が決まった後の、事務所の引越
し準備で古い書類の整理をするなかで偶然に発見されました。1999
年7月に制作されたJBACのハンドブックを手にして、
当時の会員数が
28社であったこと、
またその前年に英国商工会のハンドブックに触発
されJBACのハンドブックを作る作業が始まったことを知りました。
丁度Euro-ChamのWhite Bookを入手し、JBAC総体としての経済
規模や活動、
日本企業のビジネス環境改善の為にカンボジア政府と協
議している内容などを体系的に纏めたいと議論していたこととの符合
に驚き、又、本年度が1992年の設立から四半世紀が経過し二巡目の
Quarterに入る年であることが強く意識され、時間軸の中での
「今」
の

Junichi Kikuchi

活動としての
「次のステージへの挑戦」
というテーマが生まれ、活動報
告書の制作構想が動き出しました。
時を経るごとに失われていく貴重な歴史をこの機会に纏めて残し、1
年間の活動を記録し積み重ねて行くことによって未来の礎となる為
に、役員会での議論、委員会での試行錯誤の末に、
この活動報告書が
誕生しました。
制作に関わられた全ての方々及び活動の中に投影された全ての
皆様への感謝と共に、始まりから今、今から未来への様々な分野での
JBACの活動の軌跡を本書にてご報告致します。
いくつもの思いが伝
わることを夢見て。

2018年6月
2017年度 カンボジア日本人商工会 会長

菊池潤一
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JBAC について

ABOUT US
J B A Cについて
1 . J BACとは
カンボジア日本人商工会
（Japanese Business Associa-

2010年以降には日系企業の進出が増加、進出製造業が輸

tion of Cambodia, JBAC）
は1992年に発足し、
2017年度

出を伸ばしてカンボジアの経済成長に貢献をするとともに、低

末の時点で185社の正会員と準会員65社、賛助会員１社、特

所得国から低位中所得国となり国民が豊かになって行く過程

別会員3団体の合計251社・3団体からなり、
カンボジアにおけ

で不動産、消費・サービス分野など国内需要への参入も増え、

る日系企業の商工業の発展、両国間の経済活動に寄与するこ

継続して会員数が伸びています。

とを目的として活動しています。
カンボジアは和平プロセスの後に、総選挙を行い憲法を制

省登録を行ない、2012年からは会員組織を業種別の部会制

定した1993年以後の復興期を経て2000年台に成長期に入

に移行させました。
また、2015年より個別の課題に対応する

りました。主要産業は縫製業、農業、観光業及び不動産建設業

委員会制を導入するなど、組織活動を円滑化、進化させてきて

で、
外国からの直接投資は現在では中国が群を抜いています。

います。

2 . 20 17 年度役員
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このような会の成長に合わせ、2011年に商工会として商業

JBAC

JBAC について

3. 主な活動
＜定期総会＞
JBACは１年に２回の定期総会を開いています。新会員の紹
介、活動報告、会計・監査報告、予算の審議などが行われます。

2017年度JBAC総会の様子＝ソフィテル・プノンペンにて

また、総会後には全会員による懇親会が開かれ、貴重な交流の
場となっています。

回の会議が開かれました。
JBACは官民合同会議のほかにも政府・行政当局との対

＜部会＞
JBACには、
７つの業種別の部会があり、それぞれ１年に4

話に積極的に参加し、課題の解決にあたっています。一つは
カンボジア政府によるCPPM
（Customs-Private

Sector

回の部会を開き、情報共有や意見交換の場としています。製造

Partnership

Mechanism）
で、
2017年度は、
ガーメント輸

業（57社）、建設・不動産（46社）、
貿易
（15社）、運輸（19社）、

出、非ガーメント輸出のワーキンググループに参加しました。
ま

金融・保険（23社）、商業（45社）、
サービス
（46社）
の７部会で

た、8月には関税消費税総局とJBACとの対話会が初めて開か

す。部会では、
ミニセミナーや現場視察も実施されています。
そ

れ、CPPMの取り組みとは別に、関税消費税総局との直接対話

れぞれの所属会員については次ページ以降にてご紹介します。

の枠組みが誕生することになりました。

＜委員会＞

＜交流・文化イベント＞

業種別の部会のほかに、横断的な委員会を設け、具体的

スポーツ大会や視察ツアー、講演会などを開催していま

な課 題の解 決やイベント開 催など実 務に取り組んでいま

す。
2017年度の活動については、
委員長報告をご覧ください。

す。2017年度は、総務・広報、社会貢献・渉外、経済・投資政
策、労務、関税・物流、文化・スポーツの各委員会が活動しまし
た。
それぞれの委員長による活動報告は18ページ以降でご紹

J BAC 事 務局

介します。

＜官民合同会議等カンボジア政府との対話＞
J B A Cは、在カンボジア日本 国 大 使 館 、国 際 協力機 構
（JICA）、
日本貿易振興機構（JETRO）
と連携して、
カンボジア
政府との間で「官民合同会議」
を１年に1〜２回開催していま

事務局長

河野

事務局員

桂

事務局員

井本

将史

詩織
（〜2018年1月）
佳宏
（2017年12月〜）

住所：2F, Phnom Penh Tower, #445,Monivong Blvd.(St.93/232), Sangkat
Boeung Pralit, Khan 7Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
電話:+855-12-725-503 URL: https://jbac.info/

す。外国商工会の中で唯一JBACだけがカンボジア政府と直接
対話を行う機会を得ています。2017年度には第15回、第16
活動報告書 2017
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JBAC 部会紹介

4. 部会紹介
2017年度は７つの部会で活動しました。
所属企業は以下の一覧のとおりです。
●製造業部会（57社）
・ EASTERN STEEL INDUSTRY CORPORATION

・ Sumi (Cambodia) Wiring Systems Co., Ltd.

・ タイキカンボジア

・ カンボジア味の素社

・トーワカンボジア

・ 大村コンクリート株式会社

・ カンボジアスズキモーター社

・ ハル・プノンペンコミックセンター
・ ミネベアカンボジア

・ O AND M (CAMBODIA) CO., LTD.
・ プノンペンコンビ
（カンボジア）
・ マルニックス
（カンボジア）

・ Yorks(Cambodia)Co.,LTD.
・ スワニーカンボジア

・ モロフジ
（カンボジア）

・ ティナーファッションカンボジア

・ 協和製函
（カンボジア）
株式会社

・ 中山商事株式会社

・ 矢崎カンボジアプロダクツ
（株）

・ フットマークカンボジアコーポレーション
・ 東京パーツ

・・
ジャパーナ
（カンボジア）

・ ルシアンカンボジアコーポレーション

・ ジーエスエレテック
（カンボジア）
INC.
・ タイカ・カンボジア・コーポレーション
・ 日光金属カンボジア

・ 日本ロックス株式会社

・ マルテ―大塚プノンペン

・ エス・シー・ワドー・コンポーネント・カンボジア
・ デンソーカンボジア

・ ニッセイカンボジア有限会社

・ 太陽工業
（カンボジア）
株式会社

・ OKATO (CAMBODIA) PHNOM PENH Co.,Ltd.
・ ゴミリサイクル ヒャクトオバン
・ テクノパークポイペト
・ 瀧定カンボジア

・ スミトロニクスマニュファクチュアリング・カンボジア
・ ニッセイカンボジアメタル
・ ニッショク
（カンボジア）

・ マサカツ鋼材カンボジア株式会社

・ テンタックカンボジア インスペクション カンパニーリミテッド
・ 株式会社ロッコーフェニックス
・ 桑原カンボジア
・ 株式会社

三吉
（カンボジア）

・ 三共ラヂエーター（カンボジア）
※準会員

・ 東工制衣

・ マンダムコーポレーションタイランドリミテッド

・ プリンテ
（カンボジア）

・ドライヤーン カンボジア

・ ロート・メンソレータム
（カンボジア）
社
・（株）
明光堂

・ TUWテキスタイル(カンボジア)株式会社

・ Yamato Printing (Cambodia) Co., Ltd.

・ ス―ンウエスト
（カンボジア）
株式会社

・ ハルタパッケージングインダストリーズ（カンボジア）
・ ジャパンバイオテック株式会社
・ サーフリポート

●建設・不動産部会(46社）
・ 株式会社クボタ工建プノンペン事務所

・ カンボジア矢崎エナジーシステム株式会社

・ 東洋建設株式会社

・ ココチカムデザイン

・ 株式会社鴻池組

・ 株式会社安藤・間

・ 前田建設工業株式会社

・ ワールド開発工業株式会社

・ カムカル・エンジニアリング・コンストラクション
・ 富士古河E＆Cカンボジア社

・ 株式会社ユニ・エレックス カンボジア支店

・ レオパレス２１カンボジア
・ ウラタ S.E カンボジア
・ ケイアイグローバル

・ 株式会社神鋼環境ソリューション プノンペン事務所
・ 鉄建建設プノンペン事務所

・ インターナショナル コンストラクション

ソリューション クレーンズ
（カンボジア）

・ 大豊建設
（株）

・ H.A.T.S Construction Co., Ltd.

・ 佐藤工業カンボジア

・ 株式会社JESエンジニアリング支店

・ プノンペン経済特区社
・ イオンモールカンボジア
・ 大気社カンボジア

・ 株式会社メイホーアティーボ プノンペン支店

・ クリーンパワー

・ Masuoka Asia Propoerty Service Co., Ltd.
※準会員

・ スターツ
（カンボジア）
コーポレーション

・ 三井住友建設株式会社

・ タマホームカンボジア

・ クリード・アジア
（カンボジア）

・ 大成建設
・ 株式会社

淺沼組

・ T.S.I KHMER CO.,LTD.

・（株）
小島組
（カンボジア）

・ SOKNA PARTNERS CO.,LTD.

・ ラ・アトレプロパティデベロップメント

・ メタウォーター(株)

・ TSUCHIYAベトナムコーポレーションカンボジア支店

・ 出光興産株式会社プノンペン事務所

・ 豊田通商株式会社プノンペン駐在事務所

・ 株式会社アダストリア プノンペン駐在員事務所

・ 三井物産株式会社

・ 三菱商事プノンペン駐在事務所
・ LOCOMO GROUP CO.,LTD.

・ 双日アジア会社プノンペン事務所

・ 三菱商事ファッション株式会社プノンペン駐在事務所
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現地法人カンボジア支店

・ ジャパネルホームカンボジア

・ 伊藤忠商事株式会社プノンペン駐在事務所

・ 丸紅株式会社

(CAMBODIA) LTD

・ 新日本空調株式会社シンガポール

・ 三晃インベストメント

●貿易部会（15社）
・ アジア大洋州住友商事会社

・ MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING

・ 富士電機株式会社カンボジア駐在員事務所
・ LEVEL UP LABEL (CAMBODIA) LTD.
※準会員

・ DKSH

・ 古河タイランド

・ 日立エレベーターカンボジア社

・ オリオンストーク
（カンボジア）

・ 中日本建設コンサルタント株式会社カンボジア事務所

JBAC 部会紹介

●運輸部会（19社)
・ O.C.S. Cambodia Co., Ltd.

（タイランド）
カンボジア支店
・ エービーロジスティクス

・ Trancy Logistics (Cambodia) Co., Ltd.

・ 株式会社阪急阪神エクスプレス

・ OMIC
（CAMBODIA)Ltd.

・ 郵船ロジスティクスカンボジア株式会社
・ カンボジア日本通運株式会社

・ 大森廻漕店ロジスティクス・カンボジア

・ KONOIKE ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.
・ 近鉄エクスプレス カンボジア

・ FC STANDARD LOGISTICS(Cambodia) Co.,Ltd.

・ 株式会社 日新

・ 全日本空輸株式会社

・ 西日本鉄道株式会社プノンペン駐在事務所
※準会員

・トライアンフリンク・ロジスティクス カンボジア
・ 佐川急便ベトナム(カンボジア支店)

・ 商船三井カンボジア株式会社
・ ロジテムカンボジア

・ ジュピター・ロジスティクス・カンボジア

●金融・保険部会（23社）
（カンボジア）
・ イオンスペシャライズドバンク

・ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

・ 株式会社三井住友銀行プノンペン駐在員事務所

・ みずほ銀行プノンペン出張所

・ SBIロイヤル証券

・ 株式会社三菱UFJ銀行

プノンペン駐在員事務所

・ アクティブピープルズマイクロファイナンス
・トヨタツウショウファイナンスカンボジア
・ サタパナ銀行

（カンボジア）有限会社
・ 出光セゾンマイクロファイナンス
・ 第一生命保険株式会社プノンペン駐在員事務所

・ マザーズ・ファイナンシャル・ジャパン ピーエルシー
・ ジャックス・ファイナンス・カンボジア

※準会員

・ 三井住友海上火災保険株式会社 タイ支店
・ プノンペン商業銀行

・ 東京海上日動火災保険株式会社 プノンペン駐在員事務所
・ Asia Insurance (Cambodia) Plc.
・ カナディア銀行

・ ソナトラマイクロファイナンスインスティテューション
ピーエルシー

・ フォルテ インシュランス

・ Gras Savoye (Cambodia) Insurance Broker PIC
・ CIMB銀行

・ オロ ファイナンス

●商業部会（45社）
・ APEX CAMBODIA TRAVEL SERVICE CO.,LTD

・ デンリッシュアジアカンパニーリミテッド

・ マリスデンタルクリニック

・ クラタペッパー株式会社

・ クロマーツアーズ

・ JCグループ

・ アンコールクッキー

・ ニッセイカンボジア(株)

・ JT INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD.
・ パナソニック株式会社カンボジア事務所
・ イオンカンボジア株式会社
・トヨタカンボジア

・ イルヴリールカンボジア
・ ノジマカンボジア

・ ジャパン・ファームプロダクツ・カンボジア
・ドリームゲームズ カンボジア

・ Pit & Go Automotive Service (Cambodia) Co., Ltd.
・ WellBe (Hong Kong) Limited Cambodia Branch
・ エヌエムエーッペクス株式会社
・ H.I.S.カンボジアトラベル

・ サンライズヘルスケアサービス(サンライズジャパン病院)
・ サラヤ
（カンボジア）
株式会社
・ デリズワタミカンボジア

・ JHCアンコール ツアー

・ A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.

・ グンゼスポーツ
（カンボジア）
株式会社
・ JTB カンボジア

・ 東横INN プノンペン

・ スターツホテル
（カンボジア）
コーポレーション
・トリペッチいすゞセールスカンボジア
・ フカダマシーナリー

・ ジローレストランッツエイジア(カンボジア)株式会社
・ もったいないワールド株式会社

・ ルメリディアンアンコール
・ ソフィテル・プノンペン・ポキットラー
・ タツノ サービス
（カンボジア）

・ サンインターナショナルクリニック
・ 東屋ホテルカンボジア支店

・ ブルズトラクタートレーディング
※賛助会員

・ 公益財団法人結核予防会

・ いすゞモータースインドチャイナプノンペン駐在員事務所
・ 久我トレイルフロンティア

・ マキタシンガポール カンボジア支店
・ ハヤシダ ジャパン アグリカルチャー
※準会員

・ インターナショナルSOSジャパン株式会社

●サービス部会（46社）
・ カンボジア情報サービス

・ メコンリサーチコンサルタントカンパニー
・ フォーバルカンボジア

・ アイシーネットカンボジア株式会社

・ UESAKA ASIA ADVANCEMENT

MANAGEMENT AGENCY Co., Ltd.

・ NTTコミュニケーションズプノンペン事務所

・ カナサン工房

・ 辻・本郷税理士法人

・ SCS Global Consulting (Cambodia) Co., Ltd.

・ I-GLOCAL CO., LTD.

・ ソーケン
（カンボジア）
株式会社
・ 株式会社啓愛社

・ 株式会社東京コンサルティングファーム

・ 株式会社カムアップジョブセンター
・ ARIカンボジア
※準会員

・ スカイリミテッドアカウンティング

・ EYカンボジア

・ 株式会社クリエイティブダイアモンドリンクス

・ アクリーティブサービス・カンボジア

・ JBLメコン

・ サクラヒューマントレーニング

・ メイツグローバルコミュニケーションズ

・ TMI総合法律事務所プノンペンオフィス
・ 株式会社プロキャストアジア
・ アウトソーシングカンボジア

・ 富士ゼロックスアジアパシフィックカンボジア支店
・ アサツー・ディケイカンボジア駐在員事務所
・ KDDIシンガポール プノンペン支店

・ プライスウォーターハウスクーパースカンボジア
・ 日本工営株式会社

・ NNA Japan Co.,Ltd. Phnom Penh Bureau
・ Bun & Associates

・ Grant Thornton(Cambodia)Limited

・ KEIKEI(CAMBODIA)HUMAN RESOURCE CO.,LTD
・ Smart Axiata Co., Ltd.

・ Cambodian Business Initiative Co., Ltd.
・ ニューロ ラボ

・ 西村あさひ法律事務所

・ VDB Loi Limited/PYT&Associates
・ KPMG カンボジア

・ 日経グループアジア本社
・ 八雲 F&B

・ DFDLメコン
（カンボジア）
・ カンボジア総合研究所
・ HBS LAW

・ HUGS Co., Ltd.
活動報告書 2017
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数字で見るカンボジアの日系企業①

数 字で見るカンボジアの日系企業
JBACのすがた
●発足当初の10倍近くに増大
JBACの会員数は発足当初の10社から増
え続けています。発足から約20年の2011
年には正会員、準会員、特別会員をあわ
せて100社・団体の大台に乗りました。
ま
た、2014年には200社・団体に、2017年
度末には正会員185社、準会員65社、特
別会員3社、賛助会員１社の計254社・団
体になりました。

■J B A C 会員数

●多様な業種が進出

■雇用者 数

■カンボジア人 従 業員の性 別・年 齢

■業 種 別会員数（2 0 1 7 年度）
JBACには７つの業種別の部会があります。会員数でみ
ると、
円グラフの通りです。
カンボジアへの日系企業の進
出元年といわれた2011年ごろは、製造業が中心でした
が、徐々に商業やサービスなどに広がりました。

広がる日本人社会

JBAC

2017年度のJBAC労
務調査アンケートで、
回
答企業167社の有効回
答を反映しています

【女性】

カンボジアの在留邦人は、2010年以降、大幅に増えています。2014年には2000人を、2016年には3000人を超えま
した。
また、
カンボジア商業省に登録されている日系企業の数も2010年から5年余りの間に10倍以上に増えています。

■在留邦人者数の推移

10

【男性】

■カンボジア商 業 省 会 社 登 録 数（日系 企 業 ）

数字で見るカンボジアの日系企業②

経済 成 長 支える日系投資
カンボジア政府は、海外直接投資を経済
成長の柱のひとつに据えています。
日本は、
中国に次ぐ海外投資額で、特に経済特別
区内への投資額の高さに特徴があります。
カンボジアは2025年までの産業開発政策
（IDP）で、高度な産業の誘致による産業
構造の転換を目指しており、
日系企業や投
資への期待が高まっています。

●日系投資を担うJBAC会員
国別投資認可額累計は、適格投資案件
（QIP) の累計です。
このグラフに示された
日本のQIP額のうち、JBAC会員の投資額
は９割以上を占めており、
さらに金融、IT、
不動産などQIP以外の投資も含めれば、
日
系投資のほとんどをJBAC会員が担ってい
るという状態です。
■国 別 投 資 認 可 額 累 計（ 1994年 ～ 2017年 、経 済 特 区内外への投 資 ）

●伸びゆくカンボジア

カンボジアは2011年以降、毎年７％台の高い経済成長率を維持しています。
また、
１人当たりの名目GDPは、2013
年に1000ドルを超え、2016年には、世界銀行による所得分類の見直しで
「低所得国」
から
「低・中所得国」
に格上げ
されました。対日輸出入額も年々増加し、
日本との絆が深まっています。

■実 質 G DP 成 長 率

■対日輸出入 額の推 移
■1人当たりの名目G DP
活動報告書 2017
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JBAC25年
1992 ～2017年
JBACは、
カンボジアの内戦がパリ和平協定により終結した1991年の
翌年、1992年に発足しました。
カンボジアの日系企業の歩みは、
この国
の戦後復興、
そして経済成長とともにあるのです。発足から四半世紀を経
て、JBACは会員数も活動内容も変化しました。その変化の背景にどん
な動きがあったのか、
この章ではカンボジア経済と縁の深い４人の方々
にお話を伺いました。

12

JBAC

カンボジア王国駐箚特命全権大使 あいさつ

MESSAGE
FROM THE AMBASSADOR

ごあいさつ

カンボジア日本人商工会（JBAC）
が、設立から四半世紀を迎えられ
たとのこと誠におめでとうございます。1992年にJBACが誕生した際
の会員数は10社と聞いておりますが、
当時は、国連カンボジア暫定統
治機構が平和維持活動を始めたばかりの時期であり、並々ならぬご苦
労があったことと思います。
その後、
カンボジアは着々と経済成長を達成し、今では有望な投資
先の一つとして注目を集める国となりました。
そうした動きに合わせる
ように、JBACの会員企業も右肩上がりに増え、業種も当初のインフラ
中心から、製造業やサービス業へと拡大しています。
これは、
ひとえに
JBACの皆様のたゆまぬ努力の結果であると確信しています。

Hidehisa Horinouchi

カンボジアでビジネス活動を行う際には、現在も引き続き様々な問
題が存在すると認識していますが、
大使館としてもJBACの皆様と協力
しながら、一歩一歩、
ビジネス環境改善に向けた努力を続けて参りた
いと考えていますので、
引き続き、
どうぞよろしくお願い致します。
最後になりますが、JBACの会員皆様のカンボジアでの事業が成功
を収められますこと、
また皆様のビジネス活動がカンボジアの発展に
大きく貢献されることを期待し、
私の挨拶とさせて頂きます。

カンボジア王国駐箚特命全権大使
堀之内 秀久

活動報告書 2017
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年

カンボジアのできごと

1991
1992

パリ和平協定
（内戦終結）

1993

日・カンボジア関係 ／日系ビジネスのうごき

●

UNTAC監視下で制憲議会選挙
新憲法発令、
新政府成立

1994

カンボジア日本人商工会
（JBAC）
設立

●

在カンボジア日本大使館再開

●

国連ボランティア中田厚仁氏射殺

●

文民警察官の高田晴行警視殉死

●

カンボジア投資法公布

●

小渕恵三首相が日本総理として43年ぶりにカンボジア訪問

●

秋篠宮同妃両殿下がご訪問

●

メコン架橋
「きずな橋」
が完成

1995
1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

首都プノンペンで両首相陣営武力衝突／ラナリット第一首相失脚
第２回国民議会選挙／第一次フン・セン首班連立政権／ポル・ポ

ト元首相死去

ASEAN加盟／ポル・ポト派消滅

第３回国民議会選挙

●

小泉総理、
ASEAN関連首脳会議出席のため訪問”

●

日本・カンボジア外交関係樹立50周年

●

「 何のためにここにいるのか」問い続ける
企業 活 動は国造りであれ
神崎紘爾さん（CAMCAL社相談役）

している、
という熱い気持ちはみん
な持っていたと思います」。
発足当時のJBACは、現在のよ
うな組織的な活動や政府との交

神崎さんが初めてカンボジアに来たのは1969年。内戦直前のきな

渉窓口としての役割があったわけ

臭さはあったものの、
「東洋のパリ」
とも呼ばれていたプノンペンは美し

ではありません。けれど会員たち

く、栄えた街でした。神崎さんは、
コンポンスプー州の山中で行われてい

は、混沌としたビジネス環境の中

たダム建設のために前田建設から派遣されましたが、間もなく政情不

で、カンボジアの人たちと同じ気

安のため工事は中断、
カンボジアからの転出を余儀なくされました。

持ちでこの国の復興に力を尽くし

再びプノンペンに入った1987年、美しい街は姿を消していました。神崎

ていたことが、神崎さんの話からは伺えます。
この思いは、1998年に発

さんは
「自分が昔のカンボジアを取り戻してやる」
と、1990年から志願

効した
「JBAC会則」
の活動目的に、第一項として掲げられています。
「日

してカンボジアに赴任しました。技術者はおらず、雇ったカンボジア人

本国およびカンボジア王国両国間の、商工業及び経済全般の発展に寄

に会社で測量と製図、英語を教える日々でした。仕事がなくても、多くの

与することで社会貢献を果たすこと」

カンボジア人を雇いました。
「いつかこの国に彼らが必要になる」
という
思いで育てたといいます。
JBACが発足したのは、神崎さんが事務所を開いて2年ほど後のこ
とでした。設立時の会員は10数社。ほとんどの活動は、NGOや大使

14

改正投資法公布

神崎さんは2003年に前田建設を定年退職し、その後2008年
にはカンボジアの仲間とともに、建設会社CAMCALを設立しまし
た。2017年には日本政府より
「日本とカンボジアの相互理解促進に功
績があった」
として、旭日双光章を授与されました。

館、JICAなどの関係者も参加している日本人会と一緒に行っていまし

1990年ごろ、神崎さんはフン・セン首相と会う機会があり、固く手を

た。
「モニボン通りの中華料理店『華南』
に集まって、情報を交換し親睦

握りながら首相にこう伝えました。
「 国の基本は、道路と橋と学校と病

を深めました。生活も仕事も不自由な環境だったけれど、国造りに参加

院だ。俺は何が何でもそれを作る」。

JBAC

年

カンボジアのできごと

2004
2005
2006

シハヌーク国王引退、
シハモニ新国王即位／WTO加盟

第１回上院議員選挙

日・カンボジア関係 ／日系ビジネスのうごき

●
●
●

2007
2008
2009
2010

●

プノンペン経済特区開設

カンボジア日本人材開発センター
（CJCC）
開所式

クメール・ルージュ裁判特別法廷が設置

投資の自由化、
保護及び促進に関する日本国とカンボジア王国

との間の協定
（投資協定）
署名
第４回国民議会選挙
●

第１回官民合同会議開催
（以降毎年開催）

●

シハモニ国王国賓訪日

●
●

JBAC会員が100社超に

JETROプノンペン事務所開設

当時も今も、神崎さんの変わらぬ思いは、
「民間企業であっても、国造

足後も、1990年代の

りへの奉仕の気持ちを忘れるな」
ということです。
この国の戦前を知り、

後半まで治安は不安

復興に携わった神崎さんならでは、
の信念でしょう。
「自分だけがもうけ

定で、カンボジア側は

ればいいのではなく、
カンボジアの国造りに貢献する気持ちが大事なん

民間投資を受け入れ

です。迷ったときにはいつも自分に問います。
『自分は何のためにここへ

る状況にはありません

来たのか』
と」

でした。
商 業 大 臣を中心に

戦場から市 場へ

民間資 本こそが発展のカギに
篠原勝弘さん（元駐カンボジア日本国大使／在任2007年〜2009年）

日本向け投資セミナー
が始まったのが2000年ごろでした。それでも日本側は盛り上がらず、
「カンボジアは地雷と政情不安のハイリスクな国」
との印象をぬぐえず
にいました。
篠原さんには、
「カンボジア側も、民間投資の受け入れに何をしたらい

「戦場から市場へ」
とは、1988年にタイのチャチャイ首相が、戦争に

いのかが分かっていなかった」
と言います。イメージの払しょくだけでな

よって破壊されたインドシナの経済発展を目指して掲げたスローガンで

く、投資環境を整備し、信頼できるシステムを持たなければ外国直接投

す。
「同じ思いをカンボジアが掲げ始めたのは2000年。援助に頼るので

資は増えない、特に日本企業は慎重だ、
と篠原さんは政府に働きかけ続

はなく、民間投資で経済発展を、
と本気で取り組み始めた。それがカン

けました。そして2007年7月、
日本とカンボジアの間に投資協定が結ば

ボジア経済元年だと私は思います」
と、元駐カンボジア日本国大使の篠

れます。
これが民間投資を誘致する大きな契機になりました。

原勝弘さんは言います。
篠原さんは、1967年に初めてこの国に派遣されてから半世紀の間、

「投資協定に期待されたことのひとつは、投資環境の改善点について
カンボジア側に申し入れできる状況になったこと」
と、篠原さんは言いま

カンボジアと深くかかわり続け、特に2007年から2009年にかけては大

す。そして具体的な改善点の協議の場として、2009年、
日本とカンボジ

使としてJBACとともに両国の経済活動の架け橋となりました。

アの官民合同会議を誕生させました。
ここには民間団体であるJBAC

JBACが発足した1992年と同じ年に、
日本政府はホテル・カンボジ

が、大使館やJICA、JETROとともに主要メンバーとして参加しています。

ア―ナに代表部を開設しました。
カンボジアの新政権発足は1993年の

なかでもJBACは、民間投資の
「現場の声」
を伝えるという重要な役割を

総選挙後でしたが、それを待っていてはさまざまな側面で「遅れてしま

担っています。

う」
という認識があり、急いだといいます。
当時の経済活動は、援助機関
の調達に応札した建設業界や商社が中心でした。
篠原さんによると、
「日本の企業はもっと来ないのか」
とカンボジア政
府関係者に言われることもしばしばあったといいます。
しかし新政権発

ASEAN経済統合の流れのなかで、
カンボジアは産業構造の変革を迫
られている、
と篠原さんは言います。具体的には製造業の多様化と農産
物加工及び産業人材育成の推進であり、そのために日本の民間企業の
力は、
これからも欠かせないものだと考えています。
活動報告書 2017
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年

カンボジアのできごと

日・カンボジア関係 ／日系ビジネスのうごき

2012

シハヌーク前国王逝去／第２回上院議員選挙

●
●
●
●
●

2013

第５回国民議会選挙

●

労働争議が各地で急増

●
●
●

JBAC、
部会制導入

皇太子殿下、
カンボジア御訪問

シハヌークビル港経済特区開設

野田首相らがASEAN関連会議で訪問

日本商工会議所大メコン圏ビジネス研究会がミッション派遣
サンコーポイペト経済特区開設

日本・カンボジア両国関係を
「戦略的パートナーシップ」
に格上げ
故シハヌーク前国王の葬儀出席のため秋篠宮殿下がご訪問
安倍首相が訪問

カンボジア・パッシングを越えて

援助 国からビジネスパートナーへ
上松裕士さん（プノンペン経済特区社CEO）
カンボジアの民間企業で初めてカンボジア証券取引所に上場したプ

ノンペン経済特区社（PPSEZ）は、2006年に設立されました。
このこ
ろ、
カンボジアの在留邦人は1000人に満たず、JBACの会員も30社余
りでした。1991年の内戦終結、97年の情勢悪化から復興の道を歩み
始めていたものの、
日本人や日系企業にとってカンボジアは
「地雷と貧
困の国」
でした。
「カンボジア・パッシングだった」
と、PPSEZの上松裕士CEOは言い

ジア進出に熱心に取り組みました。
これに加え、2011年のタイの大洪

ます。
日系企業はすでにタイ、ベトナムなど東南アジア各国への進出を

水、
中国で高まった反日感情、
円高などが生産拠点分散化を後押しし、

始めていたものの、営業をしても手ごたえを感じない日々が続いたとい

比較的安価な労働力、安定した政治情勢、ASEAN有力国に囲まれた

います。

立地の良さなどから、
カンボジアへの注目度が高まりました。
上松さんは

風が吹き始めたのは2010年から11年でした。2010年3月に
JETROプノンペン事務所が開設され、同年から12年にかけてPPSEZ

化を始めた時期でした」
と、
言います。

には、味の素のパッケージ工場、
ミネベアの小型モーター組み立て工

上松さんは、
カンボジアがさらに発展するためには
「公平な条件で健

場、住友電装の自動車用ワイヤーハーネス工場などが相次いで稼働し

全な競争ができること」
が必要だといいます。
それを阻害する要因の一

ました。
そして進出ブームが始まります。

つは、国内にはびこる汚職です。PPSEZはカンボジアのすべての企業の

このころ上松さんは、
カンボジア政府の高官に
「ようやく日本が来た」

中でも先駆けて、政府の反汚職ユニット
（ACU）
と覚書を交わし、入居

と、言われました。
「援助でプレゼンスが高かった日本ですが、民間企業

企業にも覚書調印を勧めています。
その他にも汚職が発生しない仕組

は調査だけで終わっていました。実際に立派な工場が稼働しているの

みづくりに熱心に取り組み、国際水準の、透明性の高い行政サービス

を見せて、
日系ビジネスの存在感をようやくアピールできるようになり

の実現を支援。入居する国際企業にも、
カンボジア政府にも高く評価さ

ました」

れました。
JBACは当時

「悪しき慣習や古い考え方に、突破口を開けるのは日本人」
と、上松

100社前後の会員

さんは言います。
カンボジア人の心には、
日本がさまざまな形で積み重

数 でした が 、上 松

ねてきた信頼と実績へのリスペクトがあるからです。公平で健全なビジ

さんも含 む J B A C

ネス環境の実現へ。
日系ビジネスの果たす役割は大きい、
と上松さんは

会 員と 、大 使 館 や

考えています。

JETRO事務所、JICAとが一体になり、
プノンペン経済特区社
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「援助国からビジネスパートナーへと、
カンボジアと日本との関係が変

JBAC

日本 企 業のカンボ

年

カンボジアのできごと

日・カンボジア関係 ／日系ビジネスのうごき

2014

労使・政府３者による最低賃金改定を公式協議

●
●

2015

●

茂木経産相、
岸田外務相、
太田国交相が訪問

●

JBAC、
委員会制導入

●
●
●
●
●

2016

世界銀行、
カンボジアを低所得国から低位中所得国へ

●
●

2017
2018

地方選挙実施

●

国民議会選挙実施

JBAC会員が200社・団体を突破

イオンモール・プノンペン開業

航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定署名

メコン架橋
「つばさ橋」
開通

プノンペン日本人学校開校

カンボジア産業政策
（2015－2025）
制定

フン・セン首相が訪日

全日空・成田プノンペン直行便就航

サンライズジャパンホスピタル開業

国道5号線改修事業調印、
南部経済回廊の整備進む

●

イオンモール・プノンペン2号店着工

●

上智大学・石澤良昭教授による講演会を主催／初めての外国４
商工会合同ネットワーキングイベントを主催

進出企 業は最前線の「戦友」

JBA Cは駆け込み寺であってほしい
矢島

誠さん（イオンモール・カンボジア前社長）

カンボジアの日系社会でよく使われる表現に、
「イオン前、
イオン後」
という言葉があります。
カンボジアで初めての近代的商業施設であるイ
オンモール・プノンペンが開業した2014年を境に、
カンボジア、特に首
都プノンペンでの生活環境、
ビジネス環境が大きく変わったことを指し
ています。

れ親しんだものとは違う次元の、世界に通用する最新版の施設を先駆

日系企業の進出は2011年ごろから急激に増え始めました。税制の

けて作らなければならない」
と、確信しました。

優遇措置がある経済特別区への製造業進出に始まり、
流通や不動産な

衛生的で商品の質の高い総合スーパーマーケット、車社会に対応す

ど進出企業の業種は少しずつ多様化していきました。
そしてイオンの進

る大型駐車場、環境に配慮した建物、常に新しいライフスタイルを提案

出前後には、飲食、販売、
それらに関連するさまざまなサービス業へと

できるテナント。矢島さんは、夜明け前のようなカンボジアで、様々な壁

広がりを見せました。
ビジネスコミュニティの多様化・拡大を裏付けるよ

にぶつかりながら
「今までにない商業施設」
を作ってきました。
だからこ

うに、2014年、在留邦人は2000人を超え、JBACの会員は200社・団

そ、
その経験や知識を進出企業と分かち合いたいと考え、
その知見を蓄

体を突破しました。

積するプラットフォームが、JBACであるべきだといいます。

イオンモール・カンボジアの矢島誠さんが当地に赴任したのは2011

また、JBACには、
日系企業としての存在感と実績を集積させた経済

年。空港から中心部へ行く途中には古い商業施設が立ち並び、
「ここで

団体として、一社が立ち向かったのでは解決できないことに取り組む役

近代的なショッピングモールが受け入れられるのだろうか」
と、不安に

割があるといいます。実際、
イオンモールは2017年、開業以来要求し

駆られたといいます。

続けながら滞っていた付加価値税（VAT）
の還付を受けることができま

ただ、開業前の調査をしてみると、
日本で事前に聞いていた状況とは

した。
カンボジア政府との直接対話の窓口である官民合同会議でも粘

違いました。
プノンペン中心部では世帯収入が想定よりも高く、
それに

り強く議題とし、
さらにJBACと日本大使館とともに経済財務省に働き

もかかわらず消費者を満足させ

イオンモール・プノンペン開業時の記者会見

かけた成果でした。

る商業施設がないこと、などが

「進出企業は、戦友みたいなもの。JBACは、最前線で負傷したときに

分かりました。矢島さんは、
中間

助けてくれる
『駆け込み寺』
としての役割もあると思います。個別の企業

所得者層の急速な増加を予測

が抱えた課題の解決を通して、善き前例ができ、国全体のシステムが改

し、
「プノンペンはカンボジアの

善されることもあるでしょう。
これからも、会員企業に寄り添う組織であっ

中でも別世界になる。今まで慣

てほしいと思います」
活動報告書 2017
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委員会紹介①

1.

総務・広報委員会

総務・広報委員会

組 織 支える規 約 管 理
2 5 年の節目、広 報 活 動の挑戦
委員長・山口

渉

●会員増加、
適正なルールが必要
総務・広報委員会の活動のうち
「総務」
にあたる部分は、JBAC規約の
管理と、新規入会申請の受付です。
いずれも内向きで地道な仕事ですが、
刻々と変化するJBACという組織の基盤を支える重要な活動です。
JBACは、企業の規模を問わず、
さまざまな業種の240社以上が会員
として活動に参加しています。多様な複数の企業が一つの組織として集
い、
円滑な活動をするためには、適正で公平なルールが必要です。
当委員
会では、
法律の専門家を委員として擁し、
必要に応じて会則などを見直す
ための細かな議論を重ね、
すべての会員に安心して活動していただける
基盤をつくっています。
2017年度JBAC総会の懇親会。他団体よりゲストも迎えた

●JBACの活動、
内にも外にも
会員数が増えたJBACは、活動の内容もまた多様化しました。会員は７

また、会員に定期的に送信するメールマガジンを単なる
「お知らせ」
に

つの部会のいずれかに属し、課題の共有や情報交換、親睦を目的とした

とどまらない交流の場とするために、会員企業の自己紹介を執筆してもら

レクリエーションなどさまざまな活動をしています。
また、部会とは別に７

い掲載しています。回を重ねるにつれ、書き手の方の思いがこもった内容

つの委員会が設置され、
それぞれに専門性の高いテーマでカンボジア政

になり充実してきています。
ぜひご覧ください。

府との政策交渉に取り組むなど、
日系企業を代表する経済団体として多
岐にわたり活動しています。

の作成に取り組みました。JBACの設立から25年を迎えたことをきっか

こうしたなか、JBACがどのような活動をしているのか、会員企業や外

けに作成し、今後、毎年発行していこうということになりました。

部に対しても正しく迅速に伝える必要性が高まりました。そこで当委員

年間報告書の創刊号には、
この四半世紀を振り返る特集記事も掲載し

会では、JBACが有する媒体（ホームページ、
フェイスブック、
メールマガ

ています。1992年にわずか数社で発足したJBACは、
カンボジア社会の

ジン）
をリニューアルするなどして整備し、有効活用することにしました。

大きな変化のなかで、常に日本を代表する経済団体としての矜持を保ち、

まずホームページは2016年度からリニューアルに取り組み、今年度、
完成しました。
セキュリティ対策を強化する一方、会員企業の所在地を地

カンボジア経済の発展に寄与してきました。特集記事では、
日系企業の
四半世紀を支えた代表的な方々にお話を伺っています。

図で表示する機能など、
より使いやすく魅力的なページとなりました。会

2017年度は、JBACの新たなる時代の一歩を踏み出す節目の年とな

員専用ページには、各部会、各委員会の情報を随時掲載し、
フェイスブッ

りました。
その土台を活用し、JBACのさらなる飛躍を期待したいと思い

クも利用しながらタイムリーな情報提供に努めています。

ます。

総務・広報委員会（敬称略）
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そして2017年度は、25年ぶりの試みとなるこのJBACの年間報告書

JBAC

山口渉（富士ゼロックスアジアパシフィック）、海藏義一（ケイアイグローバル）、江頭剛（近鉄エクスプレス カンボジア）、
木村文（カナサン工房）、
田宮彩子（Bun & Associates）

委員会紹介②

2.

社会貢献・渉外委員会

社会貢献・渉外委員会

高まるJ B A Cの存 在 感 、
交 流と社 会 貢 献の窓口を担う
委員長・小川泰行

●新しい委員会
社会貢献・渉外委員会は、2017年度に渉外・広報委員会から
「渉外」
を分離し、
さらに
「社会貢献」
を付け加えて設置された新しい委員会です。
これは、JBACの会員数が増えて大きな組織となるにつれ、諸団体との交
流や渉外の窓口としての役割が重要になってきたこと、
そしてそうした諸
団体との交流を含め、
「カンボジア社会に対する貢献をしたい」
という声
が会員の中で高まったことが、
その主な理由です。
JBAC会則の
「目的および運営」
の第1項目には、
「日本国およびカンボ
ジア王国両国間の、商工業および経済全般の発展に寄与する事で社会

チャリティゴルフコンペによる寄付の贈呈式（左）ソフトテニス協会に寄贈され
た「JBACボール」（右）

貢献を果たすこと」
と、明記されています。JBACはこれまでも、
日本人学

カンボジア日本国大使館、
カンボジア日本人会、
プノンペン日本人学校、

校への寄付、
カンボジア日本人開発センター(CJCC)主催による日本語

プノンペン補習授業校、
カンボジア元日本留学生協会、JICA元留学生協

スピーチコンテストへの寄付などを通じて、
この役割を果たしてきました

会など日本関係の団体との連携や交流強化はもちろんですが、2017年

が、2017年度はアンケート調査を通して広く会員の意見を募り、幅広い

度は特に、他国の商工会との交流に着目しました。

活動を目指しました。

カンボジアには、欧米諸国や他アジア諸国の国・地域別商工会が複数
あります。
そのなかでもJBACは最大規模の会員数であり、
その活動も高

●ユニークなチャリティゴルフコンペ

く評価され、注目されています。
そこで年度末の3月28日、
日本、英国、米

その結果、JBACとしての2017年度の寄付先は、
日本人学校、
日本語
スピーチコンテスト、
日本人補習校、
カンボジア舞踊団となりました。
ユニークだったのは、1月に行われた
「チャリティゴルフコンペ」による

国、
オーストラリアのそれぞれの在カンボジア商工会が集まり、各国大使
のご臨席も賜り、初めてのインターナショナルネットワーキングイベントを
開きました。
４つのチャンバー（商工会）
から300人以上が参加し、特に、

カンボジア・ソフトテニス協会への寄付です。
これは、文化・スポーツ委員

堀之内大使のギター演奏で会場の雰囲気が大いに盛り上がった催しと

会と連携したイベントです。会員によるゴルフコンペで、
「池ポチャ」
などペ

なりました。

ナルティープレーのたびに罰金を集めました。
さらにイーグルなど素晴ら
しいプレーをした参加者にも寄付を求め、最終的に1,100ドルが集まり

社会貢献・渉外委員会として新たな出発をした2017年。
４ヵ国商工会

ました。寄付先は
「日本人または日本の団体が支援しているカンボジアの

の交流会という新しい試みで年度を終えることができました。次年度から

スポーツ団体」
ということで、今年度はソフトテニス協会に決まり、
ボール

のさらなる活動の積み重ねを期待しています。

を寄贈しました。
ソフトテニスは日本が発祥であることと、
日本人の荻原
雅斗さんがカンボジア・ナショナルチームのコーチを務めていることから
選びました。
チャリティゴルフコンペは初めての試みでしたが、参加者が楽しみなが
ら社会貢献をできる、
と好評でした。次年度からも寄付先を変えながら
継続していきたい、
という声が上がっています。

●初の
「４ヵ国商工会」
イベント
当委員会のもう一つの役割は、他団体との交流や渉外の窓口です。在

社会貢献・渉外委員会（敬称略）

４ヵ国商工会ネットワーキングイベントに参加いただいた日
英米豪の大使のみなさま

小川泰行（双日アジア会社プノンペン事務所）、西川健彦（伊藤忠商事株式会社プノンペン事務所）、
岩崎一（富士電機カンボジア駐在員事務所）、村田真一（H.I.S.カンボジアトラベル）

活動報告書 2017
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委員会紹介③

経済・投資政策委員会

3.

経 済・投資政策委員会

貴 重なカンボジア政 府との直接対話
現 場の声を吸い上げ、本 音の議論を主導
委員長・長岡

奨

●カンボジア政府への提言
経済・投資政策委員会は、2016年度までの「投資基盤整備委員会」
の役割を引き継ぎ、さらに発展させるために新たに発足した委員会で
す。2017年10月まで委員長を務めた三菱UFJ銀行の西川氏の後任とし
て、
同年11月より委員長を務めました。
カンボジアは順調な経済成長を続けているとはいえ、
ビジネスをめぐる
環境には多くの課題を抱えています。
当委員会の主な役割は、会員企業、
さらにはこれから進出する企業が安心して事業をおこなえる環境をつく
るため、JBACとしてカンボジア側へのさまざまな提言をとりまとめ、伝え
ることです。

2018年2月に開かれた第16回官民合同会議の様子

そのなかで中心となるのは、JBACが、在カンボジア日本国大使館、JICA、JETROとともに、
カンボジア政府と直接対話をする年に２回の官民

●トラブル解決の相談窓口として

合同会議です。
カンボジア側議長はソック・チェンダ・ソピア・カンボジア

もう一つ、
当委員会は、投資や進出に関して会員企業が困難な問題に

開発評議会事務局長（首相補佐特命大臣）、
日本側は日本国大使が議長

直面した場合、JBAC側の相談窓口となって解決や改善に向けた支援を

となり、開かれます。
これは、外国直接投資を経済成長の柱のひとつに据

主導する役割を担います。

えたカンボジア政府が、
日系企業の動向や意見を重要視していることの

カンボジアへ進出する日系企業は年々増加していますが、
当地のビジ
ネス環境はまだ十分に成熟しているとはいえません。法律や規制が未整

証です。
当委員会は官民合同会議に向けて、JBAC内の意見をとりまとめて議
題を整理し、具体定期な提言や要求内容を詰めたうえで、議論を主導し
ています。2017年度の官民合同会議では、複数QIPと優遇税制、改正投

備な部分が多く、不透明で不公正な運用もみられ、
ビジネス上のトラブル
に直面することも多々あります。
こうした場合、
ほとんどは個別の企業で解決の努力をされていますが、

資法と経済特別区法の制定準備状況、環境影響評価や環境保護合意に

なかには「個社では解決が難しい」
というケースもあります。その場合に

関する問題など、税制から労務、物流、電力、環境まで、幅広い課題につい

は、
当委員会が窓口となって、解決のサポートをすることがあります。
中国、
ベトナム、
タイなど周辺国の
「プラスワン」進出先として注目されて

て協議しました。
JBACは、
カンボジアの外国商工会の中で唯一、官民合同会議を通し

いるカンボジアですが、毎年引き上げられる最低賃金、不十分なインフラ

てカンボジア政府と単独で直接協議をする場を持っています。
すぐには

整備など、進出先としての国際競争力には課題も多いのが現状です。
これ

解決が得られない問題も多々ありますが、
当委員会は会議後も粘り強く

からも、現場の意見をしっかりと吸い上げ、
より良い投資環境づくりに寄

フォローアップを続けています。
これからも官民合同会議が、
ビジネスの

与する活動ができることを期待しています。

現場から当事者の声を伝え、本音の議論ができる機会であることを期待
します。

経済・投資政策委員会（敬称略）
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JBAC

長岡奨（プノンペン経済特区社）、村上暢昭（JBLメコン）、須賀勇介（Ernst & Young (Cambodia) Ltd）、
松原禎夫（HBS LAW）、
中田康信（株式会社三菱UFJ銀行）

委員会紹介④

4.

労務委員会

労務委員会

身近な困りごとに対 応 、
「 駆け込み寺 」として機 能
委員長・塩澤

篤

●労務統計の大規模アンケートを実施
労務委員会は、製造業部会メンバー、弁護士といった経験と知識が豊
富な専門家をそろえ、会員企業が抱える労務に関する身近な困りごとに
対応できるよう、
さまざまな取り組みをしています。
2017年度の主要な活動のひとつとしては、全会員企業を対象にした
労務に関する統計調査があります。
これはJBAC会員企業に、従業員の
人数、形態、構成などの雇用状況から、
ワークパーミット取得の有無、社
会保障基金（NSSF）加入状況といった回答を得にくい項目も含め、
「一
歩踏み込んだ」調査をしたものです。
その結果、対象社の約8割、167社から回答を得て、JBAC全体として
もこれまでで最大規模の調査となりました。
センシティブな内容もご回答

2017年度労務委員会主催のセミナーの様子

●地域別の情報ネットワークで危機管理

をいただいていますので、調査結果は、回答した企業と共有し、今後のセ

カンボジアでは2012年から、総選挙のあった2013年をはさんで

ミナーのテーマ設定などにも活用していきたいと考えています。
また、
こう

2014年初めまで、工場での労働争議が全国的に頻発しました。2014年

した定量分析につながる調査は、今後も継続して行い、会員の役に立つ

には犠牲者を出すほど激しい衝突も発生しました。
ストライキが多発した

活動へと展開していきたいと思います。

のは日系以外の企業でしたが、
その影響は広がり、
日系企業も工場操業
などに影響を受けました。

●
「労務のイロハ」
が大好評

2014年にカンボジア政府が縫製工場労働者の最低賃金を毎年改定

カンボジアへ日系企業の進出が急増し始めたのは2011年ごろ。今も

する諮問委員会を設立してから、労働争議は激減しました。
当時のことは

進出企業は増え、業種も規模も幅広くなってきました。労働者をめぐる環

忘れられている部分も多いのですが、
その時の危機管理の経験を活かす

境も、大きく変化しました。
それだけに、JBAC会員企業の労務について

ために、労務委員会では、製造業部会とともに、会員の地域別ネットワー

の知識や経験はさまざまです。

クづくりに取り組んでいます。

労務委員会では、会員企業からの広い範囲にわたる質問にこたえるた

ワーカーを多く抱える製造業の会員を中心に、
プノンペン、バベット、

め、
「Q＆A式カンボジア労働関連の実務について」
というセミナーを8月

コッコン、
ポイペトの地域ごとにソーシャルネットワークサービスを利用し

に開きました。同様のセミナーは2016年度にも開いたのですが、今回は

た情報共有システムを作りました。かつての労働争議の際には、情勢が

事前のテーマ募集に前回の2倍の質問が集まり、
当日は約100名の方々

混乱し、噂話レベルの情報が多く流れました。
そういった情報に振り回さ

に参加していただきました。皆さんが普段から労務関係で疑問や課題を

れることなく、確かなものだけを入手して判断することが危機管理の第一

抱えていることがよく分かりました。

歩です。

さらに今年度は2018年3月に
「労務のイロハ」
と題したセミナーを開

2018年には5年ぶりの総選挙が実施されます。労務委員会には

催しました。
前回のセミナーなどを踏まえ、
労務の基本的な知識や情報に

JBAC会員企業のみなさんが安定した経済活動を継続できるよう、今後

ニーズがある、
とみて皆さんと共有しました。

も正しい認識と情報を提供していってほしいと思います。

労務委員会（敬称略）

塩澤篤（プノンペンコンビ
（カンボジア））、永田有吾（TMI総合法律事務所プノンペンオフィス）、東元幸生（中山商事

株式会社）、近藤隆之（ロート・メンソレータム
（カンボジア）社）、嶋貫賢男
（DFDL Mekong (Cambodia) Co., Ltd）
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委員会紹介⑤

税制委員会

5.

税 制委員会

税制のシンクタンク目指す
「 新 興 国ならでは」の役 割を痛感
委員長・鈴木英輔

●付加価値税還付の交渉
2017年度の活動のうち、大きなテーマの一つは「付加価値税還付の
迅速化」
でした。6月に開催された第15回日本カンボジア官民合同会議
では、経済・投資政策委員会と共に、付加価値税還付の迅速化を中心に、
ゴールド認定企業の税制上のベネフィットの明文化などを議論しました。
こうした要望はいずれも、
カンボジア側から100%満足のいく回答を得
るのはなかなか難しく、第15回の会議でもカンボジア側からは、
「付加価
値税還付は租税総局のみで決定できるものではない」
など、
はっきりとし
た回答はありませんでした。
ただ、
その後、付加価値税還付については一定の進捗があったと認識し

「シンクタンク的存在」の税制委員会

ています。官民合同会議をはじめとする働きかけで、
ようやく還付された事
例がありました。JBACの会員で、QIP（Qualified Investment Project：
適格投資案件）
を取得している進出企業にアンケート調査をしたところ、

●好評の税制セミナー
11月には税制委員会主催のセミナーを開催しました。
テーマは、定番

アンケート回答企業の還付申請の総額は約27百万米ドルに及んでいま

の「税務調査の概要」、
「 税制アップデート」に加え、新たに
「会計監査の

したが、2017年12月の調査では未還付残高は約5百万米ドルになって

概要とFAQ」
を盛り込みました。
さらに今回の目玉として、JICAの
「租税

いました。

総局能力強化プロジェクト
（フェーズ2）」
で経済財政省・租税総局に派遣

もちろん、
当該還付は当然果たされるべき約束で、一部が戻ってきて解

されている武藤静城チーフアドバイザーを招き、
「租税総局の納税者サー

決するわけではありません。
しかし、
日本とカンボジアの当事者の粘り強

ビス改善」
についてお話をいただきました。
このセミナーは毎回好評です

い交渉が還付につながった、
という事実は、私たちをおおいに勇気づける

が、今回は約100名の会員のみなさまに参加いただき、税制への関心の

ものであり、制度への理解や運用がまだ固まっていない新興国ならでは

高さがうかがえました。
また、JBACのホームページにPDF版で掲載されている
「カンボジア税

の商工会の役割の大きさを痛感しました。
税制を含む法令をつくり、運用するのはカンボジア側です。彼らが法令

務に関する手引き」
も好評です。必要に応じて改定されており、現在の第

を理解し、正しい運用をするようにならなければ状況は変わりません。税

３版は2018年2月に発行されていますので、
ぜひご参考にしていただけ

制委員会は
「駆け込み寺」
のように個別の事案を受けて解決するのでは

ればと思います。

なく、個別の事案を踏まえて、
当局側に税制やその運用の不備を指摘し、

こうした税制委員会の活動を支えるのは、手弁当で活動に従事する税

正しい運用を促す役割を持ちます。時間がかかる取り組みですが、要求

務のプロたちです。
まだ確立されていない新興国の税制やその運用に関

が受け入れられない場合でも、対立をするのではなく、
あきらめずにコミュ

する情報を、委員として一堂に会したプロたちが集め、分析しています。密

ニケーションを取り続ける姿勢が大切だと考えます。

度の濃い情報、経験に基づくアイデアの豊富さ、
それらを踏まえての横串
の通った判断。税制委員会は、
まさにカンボジア税制の
「シンクタンク」
と
いえるのではないか、
と思っています。

税制委員会（敬称略）
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JBAC

鈴木英輔（株式会社 三井住友銀行）、高林洋平（KONOIKE ASIA(CAMBODIA) CO.,LTD.）、田村陽一（SCS Global Consulting (Cambodia) Co., Ltd.）、須賀勇介（Ernst & Young (Cambodia) Ltd）、山田知秀（KPMG Cambodia Ltd.）

委員会紹介⑥

6.

関税・物流委員会

関税・物流委員会

高 質な物 流をカンボジアに
「 直 接 対 話 」で理 解を深める
委員長・松野下

隆

●関税消費税総局との直接対話
ASEAN経済共同体の発足とともに、
カンボジアでは貿易円滑化や物
流システムの改善が、喫緊の課題となっています。関税・物流委員会は
2017年度、①貿易円滑化にむけて各省庁と協議し、解決に取り組むこと
②カンボジア商工会と連携し、関税・物流の問題を共有し、理解を深める
こと③JBAC会員へセミナーなどを通してカンボジアの関税・物流につい
て情報発信することーーの3つを軸に活動を展開しました。
なかでも、昨年から始まった関税消費税総局と直接対話は、
お互いの
課題を共有することに役立っています。JBACは
「官民合同会議」
におい
て、
カンボジア政府当局者との協議をしていますが、
この会議外で、関税

2017年度に初めて実施された関税消費税総局との直接対話

消費税総局とJBACとの会合が設定され、定期的に開かれています。
幅広いテーマを話し合う官民合同会議と比べて、関税消費税総局と

●物流マスタープランの作成に協力

の協議は、
より専門性が高く、具体的かつ技術的な議論が可能です。
これ

カンボジア政府は2015年に発表した産業開発政策において、
「物流

まで、
ナショナルシングルウィンドウの実現、関税消費税総局の時間外申

改善」を最重要課題のひとつに挙げています。
これに基づき2016年に

告の制度案など、実務面での課題について意見・情報を交換しました。
ま

は、公共事業運輸省内にこれまでなかった
「物流総局」が新設されまし

た、
この会合は、同じフィールドにいる者同士の理解を深める機会にも

た。
そして2018年４月には、
カンボジア政府としては初めてとなる
「物流

なっています。

マスタープラン」が策定されました。
この事業にはJICAと世界銀行が支

同様に、公共事業運輸省との対話会にもJBACとして参加し、
トラック

援しており、関税・物流委員会も作成に協力しました。

運行に関する課題について情報を共有しました。
また、
カンボジア商工

カンボジア国内では、
日本の援助で主要国道の拡張・修復工事、
メコン

会との連携については、同商工会が関税消費税総局との間で開いてい

川にかかる
「つばさ橋」
の建設、国内唯一の国際深海港であるシアヌーク

るCPPM (Customs-Private Sector Partnership Mechanism)に

ビル港の整備などが実施されています。
マスタープランが立ち上がり、
ソ

JBACとして参加しました。

フト、
ハードの両面から
「質の高い物流システム」
の実現への包括的な取

カンボジア側の関係者との情報交換、意見交換を重ねて改めて感じる
のは、
われわれ日本企業の側も、
カンボジアの物流の現状に対する理解

り組みが始まります。関税・物流委員会の役割もますます大きくなってい
くと思います。

を深め互いに歩み寄りながら、安全で高質な物流システムの構築に協力
をしていく必要があるということです。国としてまだ成熟の途上にあるカン
ボジアに、
日系企業が物流ビジネスのプロとしての知見や経験を持ち寄
り手を携えていくことで、会員企業の発展のみならず、
カンボジア産業全
体の発展に寄与することができる、
と考えます。

関税・物流委員会（敬称略）

松野下隆（カンボジア日本通運）、江頭剛（近鉄エクスプレス カンボジア）、高林洋平（KONOIKE ASIA(CAMBODIA)
CO.,LTD.）、村上暢昭（JBLメコン）、松浦智輝（株式会社 日新）
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委員会紹介⑦

7.

文化・スポーツ委員会

文化・スポーツ委員会

文 化 講 演 会から運 動 会まで
会員相 互の交 流 機 会を増やす
委員長・岩下桂一

文化・スポーツ委員会は、イベントを通して会員相互の親睦を深める
ことを目的とし、文化関係からスポーツまで幅広い活動を企画していま
す。JBACの会員が部会の枠を超えて交流する場は、
かつては年2回の総
会など限られた機会だけでした。
そこで2015年度に、文化・スポーツ委員会が発足。交流の場を広げる
取り組みが始まりました。委員会発足から3年目の2017年度は、委員長
以外の平均年齢が30歳と、若々しい委員会となり、定番から新しい企画
まで、元気いっぱいに活動しました。

ボーリング大会の様子

以下、2017年度の活動をご紹介します。

◇チャリティゴルフ大会
◇ボーリング大会
（イオンモール内ボーリング場）
7月23日、11組53人が参加し、部会対抗の1チーム4〜6名でスコア

2018年2月11日に、約80人が参加し、部会チーム対抗戦で開催され
ました。池ポチャやバンカーなどのプレーにはペナルティーとして課金、
逆にバーディーやイーグルなどのナイスプレーにも課金し、合計で1100

を競いました。

ドルもの寄付金が集まりました。収益金は、社会貢献・渉外委員会が選定

◇視察旅行
（ラオスからコンポントムへ、
遺跡めぐりの旅）
12月8日〜10日、
当地の歴史文化に触れることを目的とし、陸路での
旅を企画しました。
プノンペンを出発し、
ラオス国境にあるメコン川のコー

したカンボジア・ソフトテニス協会のために、
テニスボールを購入して寄
付することになりました。
このゴルフ大会は、寄付先を変えて毎年継続さ
れる予定です。

ンパペンの滝を訪れました。
この滝は
「世界で最も幅の広い滝」
といわれ
る絶景です。
その後、
カンボジアに戻り、2017年5月にカンボジアで3番
目の世界遺産に指定されたコンポントム州のサンボ―プレイクック遺跡

◇石澤良昭先生プノンペン講演会
（グリーンパレスホテル）
カンボジアのアンコール遺跡群の修復と保全に尽力された上智大学
の石澤良昭先生のプノンペンでの講演会を、2月26日に在カンボジア日

を訪れました。

本国大使館との共催で開催しました。
アジアのノーベル賞といわれる
「マ

◇運動会
（カンボジアカントリークラブ）

家族とともに楽しんだ
運動会

グサイサイ賞」
を受賞された記念講演となりました。石澤先生のお話をプ

2018年1月14日、初めてとなるJBAC運動

ノンペンで聴くことが

会を開催しました。
ご家族を含め約70人の皆

できる機会は珍しく、
当

さんが参加、全体を３組に分け、大縄跳び、バ

日は在住邦人やカンボ

スケットボール、綱引き、
ビーチバレー、
フットサ

ジア人学生など多くの

ル、障害物リレーで点数を競いました。普段は

人が会場に詰めかけま

仕事や週末ゴルフで家族とともに過ごす時間が少ないお父さんたちに、
お

した。

おいに張り切っていただき、初回にもかかわらず大変盛り上がりました。

文化・スポーツ委員会（敬称略）
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上智大学の石澤良昭先生

岩下桂一（大豊建設（株））、上田武範（タマホームカンボジア）、平林智咲（アイシーネット(カンボジア)株式会社）、
野口紗織（桑原カンボジア）、石崎眞理（東屋ホテル カンボジア支店）

プノンペン日本 人 学 校にパソコンや
プロジェクターなどIT機器一式を贈呈
（10月2日）／プノンペン補修授業校
にコピー機を贈呈（2018年1月27日）

ベトナム国境スバイリエン州のバベット地区日系
企業の会合（10月15日）

プノンタマウ野生動物保護セン
ター内で行われたイオン環境財
団の植樹活動（6月10日）

文化と歴史に触れる視察旅行、
ラオスのコーンパペンの滝にて
（12月8〜10日）

労働職業訓練省傘下の職業訓練校National
Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)
の見学会（11月23日）

初めての試み、JBAC運動会。
当初の予定は洪水で中止。
年明けに仕切り直しで無事開催（2018年1月14日）

シンガポールで開催されたFJCCIA（ASEAN
日本人商工会議所連合会）総会およびミン
ASEAN事務総長らとの対話（7月7日）

堀之内大使のギター演奏も。
4か国商工会ネット
ワーキングイベント
（2018年3月28日）

Photo Album

2017
JBACではボーリング、
ゴルフなど会員相
互の交流を深めるイベントを開催（部会
対抗ボーリング大会、7月23日）
活動報告書 2017
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官民合同会議①

JOINT SESSION
官 民 合同 会 議
カンボジア政府との直接対話
官民合同会議は、JBAC、在カンボジア日本国大使館、国際
協力機構（JICA）、
日本貿易振興機構（JETRO）
が、
カンボジア
での経済活動やビジネス投資環境の整備について、
カンボジ
ア政府と直接対話する機会として設けられています。外国商工
会の中で、
カンボジア政府との間で直接対話の機会があるの
はJBACのみです。

2017年度官民合同会議の日本側席

官民合同会議は2009年に第１回会合が開かれて以降、
１
年に1〜2回のペースで開かれています。
これまでの成果および
協議内容として、
たとえば以下のようなことが挙げられます。
●経済特別区における付加価値税（VAT）免除期間の延長
●カンボジア開発評議会（CDC）のワンストップサービスの機能充実・迅速化に努力
●キャンセルされた経済土地コンセッションのウェブサイトでの情報提供・更新
●指定期間内に工場建設許可が出ない場合に、50％の建設 資材の輸入許可を認める
●電力料金の見直し
●経済特別区でのインフラや運営に関する課題の解決
●追加投資の際の法人税免税期間の新たな付与について
●事前教示制度の導入について
●貿易手続きの重複体制の一本化、迅速化など貿易円滑化に関する事項
●環境アセスメント手続きについて
など。

20 17 年 度の官民合同会議
2017年度の官民合同会議は、第15回として2017年6月

□協議内容

27日、第16回として2018年2月14日に開催されました。
その

・法定最低賃金の適正な運営について。2015年以降、賃金上

概要は次のとおりです。

昇の算定方式が導入され、上昇率が抑制された。今後、法定最
低賃金が縫製・製靴業のみならず全業種を対象とすることが

＜第15回官民合同会議＞

検討されており、
検討を進めている。

□共同議長：堀之内秀久駐カンボジア日本国大使、
ソック・

ベトナム国境のバベット地区の電力
・タイ国境のポイペト地区、

チェンダ・カンボジア開発評議会事務局長（首相補佐特命大臣）

の安定供給について前回会議で日本側より提議、
バベットでは
改善が見られたが、
ポイペトについては早期の改善を再要求。
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官民合同会議②

カンボジア側より2017
・日本・カンボジア租税条約締結を要望。
年末をめどに交渉をスタートできるよう準備するとの回答。
・複数QIPの取得要件と、取得企業に対する税優遇について。

2017年度官民合同会議のカンボジア側席

改正投資法、経済特区（SEZ）法制定については、
カンボジアへ
の投資誘致の競争力を高めるためにもやり遂げるべき政策と

・環境保全合意
（EPA: Environment Protection Agree-

認識しているが、
各方面の調整中である。

ment)の取得に必要な環境管理計画レポート(EMP:

・環境保全合意（EPA: Environment Protection Agree-

ronment Management Plan)の作成基準の環境省ウエブ

ment)の取得に必要な環境管理計画レポート(EMP:

Envi-

ページへの掲示を要求。
また、制定準備中である各業種別の

ronment Management Plan)の作成ガイダンスなどの公表

環境基金
（Environmental and Social Fund）
の額面の設

を要求。
カンボジア側からは、
これらに対応すべく環境省のホー

定根拠、用途の説明、実績の公表などを要請。環境影響評価

ムページ整備に力を入れているとの回答。

(EIA: Environment Impacts Assessment)、
環境保護合意

・QIP取得企業のVAT還付手続きの迅速化について善処を求

(EPA: Environment Protection Agreement)の対象業種

めた。

の明確化、
ガイドラインの設定について。

・従業員の給食費用に対するVATの還付について。

・VAT還付手続きの迅速化について。

・ゴールド認定企業の受けるベネフィット明文化要請。

・ゴールドランク認定企業について、企業側からの申請手続き

・カムコントロールの輸出入品全量検査の絞り込みの検討と、

方法の明確化について。

対象品目の開示を要請。

・通関制度に関し、現状SEZ内企業が輸出入を行う場合、
オン

・貿易管理システムの共通化、
ペーパーレス化を要請。

ライン化等を導入し業務の効率化について。

など。

・輸出入・港湾関連情報処理システム
（NACCS）
の導入の検討。

Envi-

・オーバータイム費用に関し、
プラカスの発行時期の確認。
＜第16回官民合同会議＞

・国道４号線の整備計画について
（シアヌークビル港・プノン

ソック・チェン
□共同議長：堀之内秀久駐カンボジア日本国大使、

ペン間）

ダ・カンボジア開発評議会事務局長（首相補佐特命大臣）

・シアヌークビル港ゲート付近での渋滞への改善策
・タイ国境のポイペト地区、ベトナム国境のバベット地区の交

□協議内容

通量増大に伴う渋滞への改善策。ポイペト地区での新たな貨

・複数のQIPの認可をした企業に対する優遇税制期間の付与

物専用国境ゲートの設置予定について。

について確認。その他、オンライン申請システムの問題の改善

・プノンペン空港の貨物ターミナルの貨物高さ制限の改善につ

など要求。

いて。

・改正投資法とSEZ法の制定準備状況の確認。

※官民合同会議の議事録は、JBAC会員向けウエブサイトにて公開さ
れています。
活動報告書 2017
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1
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在カンボジア日本国大使館

Embassy of Japan in Cambodia

ジェトロ・プノンペン事務所

JETRO Phnom Penh
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JICA CAMBODIA OFFICE

EASTERN STEEL INDUSTRY CORPORATION

EASTERN STEEL INDUSTRY CORPORATION

APEX CAMBODIA TRAVEL SERVICE CO.,LTD

APEX CAMBODIA TRAVEL SERVICE CO.,LTD

伊藤忠商事株式会社プノンペン駐在事務所
O.C.S. Cambodia Co., Ltd.

カンボジアスズキモーター社

アンコールクッキー

株式会社クボタ工建 プノンペン事務所

クラタペッパー株式会社
株式会社 鴻池組

カンボジア情報サービス

アジア大洋州住友商事会社
東洋建設株式会社

豊田通商株式会社 プノンペン駐在事務所

ニッセイカンボジア
（株）
株式会社 安藤・間

前田建設工業株式会社
丸紅株式会社

三井物産株式会社

三菱商事プノンペン駐在事務所

メコンリサーチコンサルタントカンパニー
LOCOMO GROUP CO.,LTD.

ワールド開発工業株式会社

カムカル・エンジニアリング・コンストラクション

JT INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD.
富士古河E&Cカンボジア社

株式会社 ユニ・エレックス カンボジア支店

カンボジア味の素社
大豊建設（株）

OMIC (Cambodia) Ltd.

イオンスペシャライズドバンク(カンボジア)

フォーバルカンボジア

NTTコミュニケーションズプノンペン事務所
双日アジア会社プノンペン事務所

プノンペン経済特区社

ハル・プノンペンコミックセンター

ミネベアカンボジア
SBIロイヤル証券

パナソニック株式会社 カンボジア事務所
I-GLOCAL CO.,LTD.

O AND M (CAMBODIA) CO.,LTD.

プノンペンコンビ
（カンボジア）
佐藤工業カンボジア
辻・本郷税理士法人

Trancy Logistics (Cambodia) Co., Ltd.

マルニックス
（カンボジア）

郵船ロジスティクスカンボジア
Yorks（Cambodia）Co.,LTD.

イオンカンボジア株式会社
イオンモールカンボジア

スワニー カンボジア

ソーケン
（カンボジア）株式会社
大気社カンボジア

株式会社メイホーアティーボ プノンペン支店

JBAC

REPRESENTATIVE OFFICE OF ITOCHU CORPORATION PHNOM PENH OFFICE
O.C.S. Cambodia Co., Ltd.

Cambodia Suzuki Motor Co., Ltd
Angkor Cookies KH Co., Ltd.

Kubota Construction Co., Ltd. Phnom Penh Office
KURATA PEPPER Co.,Ltd.

KONOIKE CONSTRUCTION CO., LTD.
Cambodia Joho Service inc.

Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte Ltd.
TOYO CONSTRUCTION CO., LTD.

TOYOTA TSUSHO CORPORATION PHNOM PENH LIAISON OFFICE
NISSEI CAMBODIA CO.,LTD
Hazama Ando Corporation
Maeda Corporation

Marubeni Corporation
Mitsui & Co., Ltd.

Representative office of Mitsubishi Corporation
Mekong Research Consultant Company Ltd.
LOCOMO GROUP CO.,LTD.

BRANCH OF WORLD KAIHATSU KOGYO CO., LTD.
Camcal Engineering & Construction. Co.Ltd
JT INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD.
Fuji Furukawa E&C (Cambodia) Co.Ltd
UNI-ELEX Co.,Ltd. CAMBODIA Branch
AJINOMOTO
（CAMBODIA）
CO.,LTD
Branch of DAIHO Corporation
OMIC (Cambodia) Ltd.

AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC.
FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD.

Branch of NTT Communications (Thailand) Co., Ltd.

Sojitz Asia Pte. Ltd. Representative Office in Cambodia
Phnom Penh SEZ Plc.

Haru Phnom Penh Comic Center Co.,Ltd.
Minebea（Cambodia）
Co.,Ltd.
SBI Royal Securities Plc.

Panasonic Corporation Cambodia Office
I-GLOCAL CO.,LTD.

O AND M (CAMBODIA) CO.,LTD.

PHNOM PENH COMBI (CAMBODIA) CO.,LTD.
SATO KOGYO (CAMBODIA) CO.,LTD.

Hongo Tsuji Tax & Accounting (Cambodia) Co.,Ltd.
Trancy Logistics (Cambodia) Co., Ltd.
MARUNIX (Cambodia) Co.,Ltd.

YUSEN LOGISTICS(CAMBODIA) Co.,Ltd
Yorks（Cambodia）Co.,LTD.

AEON CAMBODIA Co.,LTD.

AEON MALL (CAMBODIA) CO.,LTD.

SWANY (CAMBODIA) CORPORATION
SOKEN (CAMBODIA)CO.,LTD.
Taikisha (Cambodia) Co., Ltd.
Branch Of Meiho Attivo INC.
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モロフジ
（カンボジア）

MOROFUJI (CAMBODIA) CO.,LTD

協和製函（カンボジア）株式会社

KYOWASEIKAN (CAMBODIA) CO.,LTD.

ティナーファッション カンボジア株式会社
株式会社啓愛社

スターツ
（カンボジア）
コーポレーション

Sumi (Cambodia) Wiring Systems Co., Ltd.
大成建設

株式会社東京コンサルティングファーム

中山商事株式会社

カンボジア日本通運株式会社

トーワカンボジア

株式会社三井住友銀行プノンペン駐在員事務所
株式会社三菱UFJ銀行

タマホームカンボジア

損害保険ジャパン日本興亜株式会社プノンペン駐在員事務所
矢崎カンボジアプロダクツ
（株）

大森廻漕店ロジスティクス・カンボジア

三菱商事ファッション株式会社 プノンペン駐在事務所

フットマークカンボジアコーポレーション
東京パーツ

ジャパーナ
（カンボジア）

出光興産株式会社プノンペン事務所

KONOIKE ASIA(CAMBODIA) CO.,LTD.
株式会社 淺沼組

トヨタカンボジア

イルヴリールカンボジア

ルシアンカンボジアコーポレーション

ジーエスエレテック
（カンボジア）INC.
タイカ・カンボジア・コーポレーション

富士電機株式会社カンボジア駐在員事務所

みずほ銀行プノンペン出張所

日光金属カンボジア

日本ロックス株式会社

スカイリミテッド アカウンティング
JBLメコン

株式会社クリエイティブダイアモンドリンクス

アクティブピープルズ マイクロファイナンス
マルテー大塚プノンペン

株式会社 アダストリア プノンペン駐在員事務所

エス・シー・ワドー・コンポーネント・カンボジア

デンソーカンボジア

ニッセイカンボジア有限会社

太陽工業(カンボジア)株式会社

ノジマ カンボジア

サクラヒューマントレーニング
東工制衣

T.S.I KHMER CO.,LTD.

ジャパン・ファームプロダクツ・カンボジア

ドリームゲームズ カンボジア
(株)小島組（カンボジア）

カンボジア矢崎エナジーシステム株式会社
ロート・メンソレータム
（カンボジア）社

メイツグローバルコミュニケーションズ

プリンテ
（カンボジア）

Pit & Go Automotive Service (Cambodia) Co., Ltd.
WellBe (Hong Kong) Limited Cambodia Branch
近鉄エクスプレス カンボジア
H.I.S.カンボジアトラベル

FC STANDARD LOGISTICS(Cambodia) Co.,Ltd.
TMI総合法律事務所プノンペンオフィス
㈱明光堂

レオパレス２１カンボジア

エヌエムエーッペクス株式会社

TUWテキスタイル
（カンボジア）株式会社

サタパナ銀行

サンライズヘルスケアサービス
（サンライズジャパン病院）

トヨタツウショウ ファイナンス カンボジア

Tiner Fashion (Cambodia) Co.,Ltd.
Keiaisha Co.,Ltd.

Starts (Cambodia) Corporation

Sumi (Cambodia) Wiring Systems Co.,Ltd.
TAISEI

CORPORATION

Tokyo Consulting Firm Co.,Ltd.

NAKAYAMA(CAMBODIA) Co.,Ltd.

NIPPON EXPRESS (CAMBODIA) CO.,LTD.
TOWA (CAMBODIA) CO.,LTD.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank, Ltd.

Tama Home (Cambodia) Ltd.

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. Phnom Penh Representative Office
Yazaki (Cambodia) Products Co., Ltd.

OMORI KAISOTEN LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD.

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Phnom Penh Representative Office
FOOTMARK (CAMBODIA) CORPORATION

Tokyo Parts Industrial (CAMBODIA)CO.,LTD
Japana (Cambodia) co.,ltd.

Idemitsu Kosan Co., Ltd. Phnom Penh Office
KONOIKE ASIA(CAMBODIA) CO.,LTD.
ASANUMA CORPORATION

Toyota（Cambodia）
Co., Ltd

iL BRiLLE (CAMBODIA) Co., Ltd.

LECIEN (CAMBODIA) CORPORATION
G.S.ELECTECH (CAMBODIA) INC.
Taica (Cambodia) Corporation

Fuji Electric Co., Ltd. Cambodia Representative Office
Branch Of Mizuho Bank, Ltd.

NIKKO-KINZOKU (CAMBODIA) Co,.Ltd

JAPAN ROCKS S.E.A (PHNOM PENH) CO.,LTD.
SkyLimited Accounting (Cambodia) Co.,Ltd.
JBL Mekong Co.,Ltd.

Creative Diamond Links Co.,Ltd.
ActivePeople’s Microfinance.plc

Maru-T Ohtsuka (Phnom Penh) Corporation

Representative office of ADASTRIA Co., Ltd.

SC WADO COMPONENT (CAMBODIA) CO.,LTD.
DENSO (CAMBODIA) CO.,LTD
Nissey (Cambodia) co.,ltd.

Taiyo Kogyo (Cambodia) Co.,Ltd.
Nojima(Cambodia) Co., Ltd.

Sakura Human Training CO.,LTD

TOKOKOSEN GARMENTS(CAMBODIA)CO.,LTD.
T.S.I KHMER CO.,LTD.

Japan Farm Products (Cambodia) Co.,Ltd.
DREAM GAMES CAMBODIA CO.,LTD
KOJIMAGUMI (CAMBODIA) CO.,LTD

Cambodian Yazaki Energy System Co., Ltd.

ROHTO-MENTHOLATUM (CAMBODIA) CO.,LTD.
MATES Global Communications Co.,Ltd
PRINTE(CAMBODIA)CO.,LTD.

Pit & Go Automotive Service (Cambodia) Co., Ltd.
WellBe (Hong Kong) Limited Cambodia Branch
Kintetsu World Express (Cambodia) Co., Ltd.
H.I.S.
（Cambodia）
Travel Co.,Ltd.

FC STANDARD LOGISTICS(Cambodia) Co.,Ltd.
TMI SOHGOH Ltd.

Meikodo (Cambodia) Co., Ltd.

Leopalace21(Cambodia)Co.,Ltd.
NMAPEX Co.,Ltd

T.U.W Textile (Cambdia) Co., Ltd.
SATHAPANA Bank Plc.

Sunrise Healthcare Service Co., Ltd. (Sunrise Japan Hospital Phnom Penh)
TOYOTA TSUSHO FINANCE (CAMBODIA) PLC.
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サラヤ
（カンボジア）株式会社

Saraya (Cambodia) Co., Ltd.

エービーロジスティクス（タイランド）カンボジア支店

BRANCH OF AB LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.(CAMBODIA)

ココチカムデザイン

Yamato Printing (Cambodia) Co., Ltd.

デンリッシュアジアカンパニーリミテッド
デリズ ワタミ カンボジア
JHCアンコール ツアー

クロマーツアーズ

株式会社プロキャストアジア
株式会社 日新

A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.

グンゼスポーツ
（カンボジア）株式会社
JTB カンボジア

株式会社阪急阪神エクスプレス

アウトソーシングカンボジア
タイキカンボジア

ウラタ S.E カンボジア

OKATO (CAMBODIA) PHNOM PENH Co.,Ltd
富士ゼロックスアジアパシフィック カンボジア支店
大村コンクリート株式会社

ゴミリサイクル ヒャクトオバン

アサツー・ディケイカンボジア駐在員事務所
ケイアイグローバル

KDDIシンガポール プノンペン支店
東横INN プノンペン

アイシーネットカンボジア株式会社

LEVEL UP LABEL (CAMBODIA) LTD.

株式会社神鋼環境ソリューション プノンペン事務所
鉄建建設 プノンペン事務所

出光セゾンマイクロファイナンス
（カンボジア）有限会社

UESAKA ASIA ADVANCEMENT MANAGEMENT AGENCY Co.,Ltd.

スターツ ホテル(カンボジア)コーポレーション

トリペッチいすゞセールスカンボジア
テクノパークポイペト

カナサン工房

フカダマシナリー

株式会社カムアップジョブセンター

ジローレストランッツエイジア
（カンボジア）株式会社
SCS Global Consulting (Cambodia) Co., Ltd.

インターナショナル コンストラクション ソリューション クレーンズ（カンボジア）

もったいないワールド株式会社
全日本空輸株式会社

第一生命保険株式会社プノンペン駐在員事務所

いすゞモータースインドチャイナ プノンペン駐在員事務所
瀧定カンボジア

西日本鉄道株式会社 プノンペン駐在事務所
H.A.T.S Construction Co.,Ltd.

スミトロニクス・マニュファクチュアリング・カンボジア

クリーンパワー

ニッセイカンボジアメタル
久我トレイルフロンティア

ニッショク
（カンボジア）

マサカツ鋼材カンボジア株式会社

マキタシンガポール カンボジア支店

テンタック カンボジア インスペクション カンパニー リミテッド
株式会社 ロッコーフェニックス

株式会社JESエンジニアリング支店
桑原カンボジア

マザーズ・ファイナンシャル・ジャパン ピーエルーシー
Masuoka Asia Property Service Co., Ltd.

ハヤシダ ジャパン アグリカルチャー
株式会社 三吉（カンボジア）
ARIカンボジア

ジャックス・ファイナンス・カンボジア
三共ラヂエーター（カンボジア）

■準会員
準１
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EYカンボジア

JBAC

COCOCHICAM DESIGNS(CAMBODIA)Co.,Ltd.
Yamato Printing (Cambodia) Co., Ltd.
Denriche Asia Co.,Ltd

Delis Watami Cambodia Co.,Ltd.
JHC ANGKOR TOUR

KRORMA TOURS Co.,Ltd.
Procast Asia Co.,Ltd.

REPRESENTATIVE OFFICE OF NISSIN CORPORATION
A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.

GUNZE SPORTS(CAMBODIA)CO.,LTD.
JTB (Cambodia) Co., Ltd.

Hankyu Hanshin Express Co., Ltd.
OUTSOURCING(CAMBODIA) Inc.
TAIKI (CAMBODIA) Co.,Ltd.

URATA S.E (CAMBODIA) Co., Ltd.

OKATO (CAMBODIA) PHNOM PENH Co.,Ltd

Branch of Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd (Cambodia Operations)
OMURA CONCRETE Co.,Ltd.

GOMI RECYCLE 110CO.,LTD.

Representative Office of Asatsu-DK Inc.
KEIAI GLOBAL INC．

Branch of KDDI Singapore Pte Ltd
Toyoko-INN Phnom Penh

IC Net (Cambodia) Limited

LEVEL UP LABEL (CAMBODIA) LTD.

KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD. PHNOM PENH OFFICE
Tekken Corporation Phnom Penh Office

Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

UESAKA ASIA ADVANCEMENT MANAGEMENT AGENCY Co.,Ltd.
Starts Hotel (Cambodia ) Corporation

Tri Petch Isuzu Sales Cambodia Co., Ltd.
Techno Park Poi Pet Pvt Co., Ltd.
Kanasan Kobo Co., Ltd.

Fukada Machinery Co.,Ltd.

CamUP Job Center Co.,Ltd.

GIRAUD RESTAURANTS ASIA (CAMBODIA) CO.,LTD
SCS Global Consulting (Cambodia) Co., Ltd.

INTERNATIONAL CONSTRUCTION SOLUTION CRANES (CAMBODIA) Co., Ltd
MOTTAINAI WORLD CO., LTD.
All Nippon Airways Co.,Ltd.

COMMERCIAL REPRESENTATIVE OFFICE OF THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY, LIMITED

Isuzu Motors Indochina Limited Phnom Penh Representative Office
TAKISADA（CAMBODIA）
CO.,LTD

Representative Office of Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.
H.A.T.S Construction Co.,Ltd.

Sumitronics Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd.
CLEAN-POWER CO., LTD.

NISSEY (CAMBODIA) METAL CO.,LTD
KUGA TRAIL FRONTIER PLC.

NISSHOKU (CAMBODIA) CO.,LTD.

Masakatsukozai Cambodia Co., Ltd

BRANCH OF MAKITA SINGAPORE PTE. LTD.
TENTAC CAMBODIA INSPECTION CO., LTD
ROKKO PHOENIX CO.,LTD.

Branch of JES Engineering Co.,Ltd
Kuwahara (Cambodia) Co.,Ltd

MOTHERS FINANCIAL JAPAN Plc.

Masuoka Asia Property Service Co., Ltd.
Hayashida Japan Agriculture Co.,Ltd
MITSUYOSHI
（Cambodia）Co., Ltd.

Asia Research Institute(Cambodia)Co.,Ltd
JACCS FINANCE
（CAMBODIA）PLC.

SANKYO RADIATOR (CAMBODIA) CO.,LTD.
Ernst & Young (Cambodia) Ltd
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インターナショナルSOSジャパン株式会社

INTERNATIONAL SOS JAPAN CO., LTD.

西村あさひ法律事務所

Branch Office of Nishimura & Asahi (Vietnam) Law Firm in Ho Chi Minh City

三井住友海上火災保険株式会社 タイ支店

マンダムコーポレーションタイランドリミテッド

アクリーティブサービス・カンボジア
三井住友建設株式会社

プノンペン商業銀行

Mandom Corporation Thailand Limited

Accretive Service (Cambodia) Co., Ltd.

BRANCH OF SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO.,LTD.
Phnom Penh Commercial Bank

VDB Loi Limited/PYT&Associates

VDB Loi Limited/PYT&Associates

Asia Insurance (Cambodia) Plc.

Asia Insurance (Cambodia) Plc.

東京海上日動火災保険株式会社 プノンペン駐在員事務所
カナディア銀行

KPMG カンボジア

マリス デンタル クリニック

ル メリディアン アンコール

ソナトラマイクロファイナンスインスティテューション ピーエルシー
日経グループアジア本社
JCグループ

三晃インベストメント
八雲 F&B

スーンウェスト

DFDLメコン
（カンボジア）

フォルテ インシュランス
カンボジア総合研究所
HBS LAW

HUGS Co., Ltd.

ドライヤーン カンボジア

Gras Savoye (Cambodia) Insurance Broker PIC

トライアンフリンク・ロジスティクス カンボジア
ソフィテル・プノンペン・ポキットラー
DKSH

タツノ サービス
（カンボジア）

プライスウォーターハウスクーパースカンボジア
クリード・アジア
（カンボジア)

SOKNA PARTNERS CO.,LTD.

ハルタパッケージングインダストリーズ
（カンボジア）

日本工営株式会社

NNA Japan Co.,Ltd. Phnom Penh Bureau

メタウォーター（株）
Bun & Associates

佐川急便ベトナム
（カンボジア支店）
商船三井カンボジア株式会社

ジャパンバイオテック株式会社
サーフリポート

サンインターナショナルクリニック
古河タイランド

TSUCHIYA ベトナム コーポレーション カンボジア支店
CIMB銀行

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING (CAMBODIA) LTD
新日本空調株式会社 シンガポール現地法人 カンボジア支店

ジャパネルホームカンボジア
ロジテムカンボジア

東屋ホテル カンボジア支店

日立エレベーターカンボジア社

Grant Thornton
（Cambodia）Limited

ジュピター・ロジスティクス・カンボジア
オロ ファイナンス

ブルズトラクタートレーディング

ラ・アトレプロパティデベロップメント

KEIKEI
（CAMBODIA）HUMAN RESOURCE CO.,LTD
Smart Axiata Co., Ltd.

Cambodian Business Initiative.,Co.Ltd.

オリオンストーク
（カンボジア）

中日本建設コンサルタント株式会社 カンボジア事務所

ニューロ ラボ
■賛助会員

賛助１

Mitsui Sumitomo Insurance Co., ltd. Thailand Branch

公益財団法人結核予防会

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (Phnom Penh Representative Office)
CANADIA BANK PLC.
KPMG Cambodia Ltd.
MALIS Dental Clinic

Le Meridien Angkor

Sonatra Microfainance Institution PLC
Nikkei Group Asia Pte Ltd.
JC Group

SANCO CAMBO INVESTMENT GROUP
Yakumo F&B Co.,Ltd

Soon-West (Cambodia) Co.,Ltd.

DFDL Mekong (Cambodia) Co., Ltd

FORTE INSURANCE (Cambodia) Plc.

Business Research Institute for Cambodia (BRIC)
HBS LAW

HUGS Co., Ltd.

Dryern CAMBODIA Co.,Ltd

Gras Savoye (Cambodia) Insurance Broker PIC
Triumph Link Logistics Cambodia
Sofitel Phnom Penh Phokeethra
DKSH

TATSUNO SERVICE (CAMBODIA) CO., LTD.
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd.
SOKNA PARTNERS CO.,LTD.

Harta Packaging Industries (Cambodia)
Nippon Koei Co., Ltd.

NNA Japan Co.,Ltd. Phnom Penh Bureau
METAWATER Co.,Ltd
Bun & Associates

Branch of Sagawa Express Viet Nam Company Limited.(Cambodia Branch)
Mitsui O.S.K.Lines (Cambodia) Co.,Ltd.
JAPAN BIOTECH CO.,LTD
SURF REPORT CO,,LTD.
Sun International Clinic

Furukawa（Thailand）
Co., Ltd.

BRANCH OF TSUCHIYA VIETNAM CORPORATION LIMITED
CIMB Bank PLC

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING (CAMBODIA) LTD
CAMBODIA BRANCH OF SNK (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.
Japanel Home (Cambodia) Co., Ltd.
Logitem (Cambodia) Co.,Ltd.

AZUMAYA (CAMBODIA) CO., LTD.

Hitachi Elevator (Cambodia) Co., Ltd.
Grant Thornton
（Cambodia）Limited
Jupiter Logistics Cambodia Ltd
ORO FINANCECORP PLC.

Bulls Tractor Trading Co.,Ltd.

L’attrait Property Development Inc.

KEIKEI
（CAMBODIA）HUMAN RESOURCE CO.,LTD
Smart Axiata Co., Ltd.

Cambodian Business Initiative.,Co.Ltd.
ORIONSTORK(CAMBODIA)CO.,LTD

Branch of Nakanihon Engineering Consultants Co.,LTD
nulo lab Co., Ltd.

Japan Anti-Tuberculosis Association
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