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European SMEs active in Africa

Italy / イタリア

AlgoWatt Spa

GENERACIONES FOTOVOLTAICAS DE LA
MANCHA SL (GFM)

Designs, develops and integrates solutions for the
management of energy and natural resources!

Power where you need it.
The best solution for portable power generation.

エネルギー、天然資源マネジメントのデザイン、
開発ソリューションをご提案

必要なパワーをあなたに。ポータブル発電設備
のベストソリューションをご提供

Krabu Group

PreMal BV

Digitalization services for industry: development
and implementation of software and consulting.

Development and commercialisation of highperformance mosquito trapping systems

Estonia / エストニア ソフトウェア開発、インプリメントと
コンサルティングで産業界のデジタル化をご提供

U.K. / イギリス

Spain / スペイン

Netherlands / オランダ

高性能蚊取トラップシステムの
開発及び商品化

SDG Changemakers Ltd

Trust Stamp Malta Limited

Matching investors with purpose-led organisations
aligned with SDGs to build a sustainable future for all

Authentication of trust and identity on and off-line,
facilitating engagement with under-served places

SDGs達成に向けた
投資家と団体を結ぶマッチング

Malta / マルタ

オンライン・オフライン認証により地域格差の
改善をご提案

Valinox – Industrias Metalomecânicas SA

WaSH Innovation

Factory in East Africa active in metal work and food
processing, now targeting the oil & gas industry

Portable and water-saving personal hygiene
devices. An innovation to end hygiene poverty

Portugal / ポルトガル 石油・ガス産業をターゲットにする東アフリカ
の金属、食品加工工場

Poland / ポーランド

衛生不良を解決するイノベーション、節水型
ポータブル衛生機器

WeCo
The first eco-friendly, innovative and off-grid
Water-Recycling Eco Toilets (WRET)

France / フランス

世界初の環境にやさしい革新的なオフグリッド
再生水エコトイレ

Japan Africa
Business Forum 2021

日本でのビジネスパートナーシップを希望する企業および機関をセレクトいたしました。
詳細およびマッチングをご希望のかたはお気軽にお問い合わせください。
上記の企業・団体についてのお問い合わせ：日欧産業協力センター
〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル4F
Tel: 03 6408 0281 Email: Japan_Africa_Business_Forum@eu-japan.or.jp
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Enterprise Europe Network / JABF 2021

Enterprise Europe Network (EEN)
Project Outline:
エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク(EEN)は、欧州委員会が運営する、中小企業の
国際化支援プログラムです。EU中小企業や研究機関・大学等とのビジネス・技術提携・
研究開発のマッチングを無料で支援しています。
日欧産業協力センターは日本におけるEENのコンタクトポイントとして、中小企業の他、
日本のあらゆる規模*の企業、研究機関・大学を支援しています。
（*企業規模により一部ご利用いただけないサービスもございます）

【日欧産業協力センター】
日本・EU間の産業協力の中枢をになう機関として、日本の経済産業省と欧州委員会に
よって、1987年に設立されました。
日欧産業協力の架け橋となる人材育成・研修、企業向けサービス、セミナー等の事業を
展開しています。

日欧産業協力センターによる第三国市場国際化支援について
Project Outline:
日欧産業協力センターではEUと日本企業のアフリカ、ASEAN、中南米などの
第三市場における国際化支援に向けて、下記のようなサポートを行っております。
•

•
•

関連レポートの発行:
o
Analysis of EU-Japan business cooperation in third countries
o
EU-Japan business cooperation in third markets - Focus on the digital
economy
関連会議の開催（2019年）: https://www.eu-japan.eu/events/eu-japanbusiness-collaborations-third-markets
日欧間の共同プロジェクト支援の為のヘルプデスクの設置（準備中）

下記SNSで随時情報を更新、発信して参りますのでフォローをよろしくお願いします！
Twitter: https://twitter.com/eujapancentre
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eu-japan-centre-for-industrialcooperation
Facebook: https://www.facebook.com/EU-Japan-Centre-for-IndustrialCooperation-159077020788643/

上記の企業・団体についてのお問い合わせ：日欧産業協力センター
〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル4F
Tel: 03 6408 0281 Email: Japan_Africa_Business_Forum@eu-japan.or.jp

Japan Africa
Business Forum 2021

