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カンボジアの最新情報

カンボジア王国は、タイ、ベトナム、ラオスと国境を接している立憲君主制

の民主主義国家です。 国土はおよそ日本の半分程度の18万平方キロ、人口

は1500 万人程度、国民の8割が農民と言う農業国家であり、仏教を信仰す

る仏教徒で、カンポジア王国にはメコン川が流れていて、この水量豊かな

メコン川、トレンサップ湖がカンボジア王国の農地へ豊富な水を運んでい

ます。 また、11月から5月の乾季と5月から11月の雨季に分かれておりま

すが、基本的には一年中暑い気候です。ただ、日本と違って湿気は少なく、

特に11月から5月の乾季はとても過ごしやすい気候なので、視察ツアーな

どはこの時期に合わせて行かれる事をお勧めします。

国名 カンボジア王国 首都

人口 :1,513 万人
通貨 : リエル

公用語： クメール語
建国 : 1953 年 11月 9日

カンボジア王国へ
ビジネス進出する

カンボジア王国とは？

カンボジアの過去10年の平均経済
成長率は9.3%で、昭和の日本の高
度成長時代を上回る成長率となっ
ています。

高い経済成長率
プノンペン市内の大学新卒初任給
は150ドル-200ドル(15,000円
~20,000円)程度。専門職でも400
ドル程度と日本と比べて非常に低
い賃金での雇用が可能です。

低額な人件費
人口の約65%が20歳以下という
人口構造のカンボジアにはさまざ
まな可能性があり、若い人たちの労
働力が大変魅力でもあります。

国民の平均年齢が22歳
カンボジアでは、土地の取得以外は
外国人に対する規制がほとんどな
く100%単独資本でビジネスが可
能です。

進出のしやす

コーラやビールは0.4ドル(40円)
程度。ミネラルウォーターは0.1ド
ル-0.5ドル。フードコートでは約2
ドル(200円)くらいで食事が可能
です。

物価が安い
カンボジアでは非常に親日派の人
が多く、中国企業や韓国企業の参
入が目立つ中、日本企業の参入を
熱望している姿勢があります。

非常に親日派の人が多い
プノンペンではホテル・カフェ・レ
ストラン・ショッピングセンター等
で、無料のWi-Fi円が使えます。
ノートパソコンやスマートフォン
などのデバイスの普及も急速に進
んでいます。

通信インフラの充実
カンボジアは東南アジアの中でも、
お金の出し入れがしやすい金融メ
リットのある米ドルが主要通貨とし
て流通しています。

米ドルの主要流通

T h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n  o f  C a m b o d i a

プノンペン



強み

カンボジアでの
教育支援が始動

ここ数年カンボジアも環境整備が整い、アジア

諸国から注目を集めるようになりました。2014年には大手ショッピングセンターもオープンし、日本

ブランドが届き、カンボジアの人々にとって日本を身近に感じられるようになっています。そんな中、

日本の技術や日本スタンダードを学びたいという若者が急増しています。ただ、まだそれらを学ぶ

環境が十分とは言えません。弊社は、日本で長年総合人材サービス業として実績を残しており、その

ノウハウを活かして、カンボジアの発展、日系企業の発展、日本・カンボジアの友好及び交流に貢献

していきたいと考えております。

カンボジア国民の平均年齢

この若者達が集まる国に
出来ない事などあるだろうか？

25歳
※日本人の平均年齢は 44.9 歳（2011 年）

急成長を遂げている国、カンボジア。

・カンボジアの過去10年間の平均経済成長率は9.3％で、昭和の日本の高度成長時代を上回る成

長率となっています。

・カンボジアでは非常に親日派の人が多く、中国企業や韓国企業の参入が目立つ中、日本企業の参

入を熱望している姿勢があります。

・プノンペンではホテル・カフェ・レストラン・ショッピングセンター等で、無料のWi-Fiが使えます。
ノートパソコンやスマートフォンなどのデバイスの普及も急速に進んでいます。

外国人技能実習生送り出し機関　プロキャストカンボジア

プロキャストカンボジアの

　我々は、17年間NPO法人日本カンボジア交流協会と共に、カンボジアを支援して参りました。1996年に

カンボジア社会事業省の管轄下にある5000坪の土地に「プノンペン・トゥマイ職業訓練センター」ガ建設さ

れ、その後「ポーサイチェイ社会開発センター」として2013年に施設を全面リニューアルし、日本語の授業

の充実は勿論、マナー研修やパソコンを使った授業など、より学び実践に近い学習環境を整えました。

　今後は、校舎の数も少しずつ増加させ、建築・農業・製造などの各分野の優秀な若者を多く育て、日本へ

送出しできるようにしていきたいと考えております。

　社会事業省との協定により、ポーサイチェイ社会開発センター内において語学研修技術研修・日本の風

習やマナーを教育する職業訓練センターを共同運営しています。ポーサイチェイ社会開発センターは、カン

ボジア教府の強力なパックアップの下、技能実習生事業を円滑に進めることが出来る体制をとっており、実

習生は恵まれた環境の中で教育を受けることが出来ます。

また、弊社はカンボジアの有名大学と独占MOUを結んでおります。

大学と提携する事で在学中の優秀な生徒とコンタクトをとることが可能ですし、大学OBも囲い込める体制

も整っているので、適正な人材の確保が可能です。

カンボジアで学んだことの復習を中心に、定期的に試験を実施することで個々の弱点を克服し強化してい

きます。 日本語教育は全て日本人教師が行い、質の高い授業やマナー教育の実施、会話力のアップにつな

がる教育も取り入れています。

プロキャストランゲージセンター
　プロキャストランゲージセンターは、首都プノンペンを中心に展開している少人数制の語学教室です。

全員プロの日本人教師だから初級だけでなく超上級者への日本語教育ができるのが最大の特徴です。

日本語を学びたい学生や若者、日系企業で働くカンボジア人の方々を対象に、日本語能力試験Ｎ1・Ｎ2

の資格取得の為の教育をしております。

　既にカンボジアで運営を行っている他の日本語教室では、日本語の喋れるカンボジア人教師が授業を行っ

ているケースが多く、本当の意味での教育が行き届いていない場合があります。

　その点、弊社の運営する日本語教室の教師は全員日本人なので、ハイレベルな授業が可能です。また、こち

らで働いている教師は送出し機関であるプロキャストカンボジアでも日本語の授業を行っております。

　その他にも我々は、現地の有名大学と提携しおりますので、基礎知識の備わっている優秀な人材に対しても

正しい教育を行う事が可能です。
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さく井

建築板金
冷凍空気調和機器施工
建具制作
建築大工
型枠施工
鉄筋施工
と　び
石材施工

タイル張り
かわらぶき
左　官
配　管

鋳　造

鍛　造

ダイカスト

機械加工

金属プレス加工
鉄　工
工場板金
めっき

アルミニウム陽極酸化処理

家具製作
印　刷
製　本
プラスチック成形

強化プラスチック成形
塗　装

家具手加工作業
オフセット印刷作業
製本作業
圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
手積み積層成形作業
建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業

溶　接

工業包装
紙器・段ボール箱製造

陶磁器工業製品製造

手溶接
半自動溶接
工業包装作業
印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業
機械ろくろ成形作業
圧力鋳込み成形作業
パッド印刷作業

仕上げ

機械検査
機械保全
電気機器組立て
電気機器組立て

プリント配線版製造

冶工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立て仕上げ作業
機械検査作業
機械系保全作業
電子機器組立て作業
回転電気組立て作業
変圧器組立て作業
配電盤・制御版組立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電気巻線制作作業
プリント配線版設計作業
プリント配線版製造業

鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業
ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造作業
ホットチャンバダイカスト作業
ゴールドチャンバダイカスト作業
旋盤作業
フライス盤作業
金属プレス作業
構造物鉄工作業
機械板金作業
電気めっき作業
溶融亜鉛めっき作業
陽極酸化処理作業

ﾊﾟー ｶｯｼｮﾝ式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
ダクト板金作業
冷凍空気調和機器施工作業
木製建具手加工作業
大工工事作業
型枠工事作業
鉄筋組立て作業
とび作業
石材加工作業
石張り作業
タイル張り作業
かわらぶき作業
左官作業
建築配管作業
プラント配管作業

熱絶縁施工
内装仕上げ施工

サッシ施工
防水施工
コンクリート圧送施工
ウェルポイント施工
表　装
建設機械施工

保温保冷工事作業
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業
ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボート仕上げ工事作業
カーテン工事作業
ビル用サッシ施工作業
シーリング防水工事作業
コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント工事作業
壁装作業
押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業

【技能実習2号移行対象職種】
●建設関係（21職種31作業）

●機械・金属関係（15職種27作業）

●その他（10職種22作業）

など全68職種126作業　2014年4月1日現在

カンボジア政府の強力なバックアップにより
優秀な人財を教育します。

外国人技能実習生について 外国人技能実習生とは

　我々は、17年間NPO法人日本カンボジア交流協会と共に、カンボジアを支援し

て参りました。1996年にカンボジア社会事業省の管轄下にある5000坪の土地に

「プノンペン・トゥマイ職業訓練センター」ガ建設され、その後「ポーサイチェイ社会

開発センター」として2013年に施設を全面リニューアルし、日本語の授業の充実

は勿論、マナー研修やパソコンを使った授業など、より学び実践に近い学習環境

を整えました。

　今後は、校舎の数も少しずつ増加させ、建築・農業・製造などの各分野の優秀な

若者を多く育て、日本へ送出しできるようにしていきたいと考えております。

プロキャストカンボジアは外国人技能実習制度に基づくカンボジア政府の認定送り出し機関として、カンボジアでの20-29歳の若い候補者の中

から技能実習生、技術者を対象に語学研修、技術教育を日本より送り込んだ優秀な教師陣の指導のもと実施致します。

技能実習生を送り出すまでに、弊祉の教育施設にて少人数制の300時間以上の研修を集中的にレクチャーし来日時に研修成果を上げられるよう

なカリキュラムをとっております。推薦させて頂く技能実習生は、弊社の厳しい基準をクリアした人材のみをご紹介させて頂きます。

一方通行ではない『循環型人事活用』の提案

人材育成し希望に合わせて就職支援

専門家日本語教師を派遣
（無償で日本語授業）

日本語のできる有能な若者人財を育成 日系企業及び
カンボジアの企業

日本で学んだ技術をカン
ボジアで活かせるように、
日系企業などに紹介する

会 社 名

代 表 取 締 役

所 在 地

T E L

MAIL ADDRESS

株式会社プロキャストカンボジア

近藤　芳央

【カンボジア本社】 Siri Tower 6th floor, 104 Russian BLvd, 
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

【カンボジア本社】＋855（0）77-763-627

info@procast-cambodia.com

事 業 内 容

従 業 員

日 本 駐 在 所

外国人技能実習生送り出し事業

日本人スタッフ 6名 現地スタッフ 12名

〒450-0002　名古屋市中村区名駅 4-24-8　EME名古屋ビル 2F

http://procast-kh.com/

外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。

企業単独型：
本邦の企業等（実習実施機関）が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の

職員を受け入れて技能実習を実施。 

団体監理型：
商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体（監理団体）が技能実習生を

受け入れ、傘下の企業等（実習実施機関）で技能実習を実施。

？

大学 大学 看護
学校

新たな
センター




