
①ラミネート機器製造技術による若手人材育成及びラミネート製品の普及・実証・ビジネス化事業
②ケニア産業界が求める若手人材の育成、雇用機会の増加、若年層の失業率の改善、ラミネート製品のケニア全土への普及
ラミネート機の組立・修理・保守等の職業訓練を通して中級レベル（Ｃraftsman,Diploma）の技術者を養成する。提案カリキュラムモジュールによりケニ
ア職務統一基準(OS)に新たな領域を補完する。習得した知識・技術を活用して修了生の雇用機会が拡大される。ABEイニシアティブ帰国生が設立した
現地企業と業務提携を結びラミネート製品の販路を拡大する。

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果

 提案製品（ラミネーター）の普及によるケニア国内市場の拡大
 支援企業と連携してケニア国内での支援企業のラミネーター販売及びラミネーター加工・機材維持管理に必要な部材の供給と技術的サポート
 地方カウンティに販売拠点設置、組立工場設立し現地製造体制を確立
 ケニアが加盟する東アフリカ共同体、南西部アフリカ共同体諸国への販売体制拡大

日本の中小企業のビジネス展開

ケニア国

ラミネート機材の普及を通じた職業訓練体制強化のための案件化調査

 提 案 企 業 ： 株式会社ラミーコーポレーション
 提案企業所在地： 大阪府大阪市福島区
 サイト ・ C/P機関： ケニア国ナイロビ市

ケニア教育省／職業技術訓練庁

企業・サイト概要

製品特徴（A3サイズラミネーター）
 高品質かつ操作の簡易性
 世界初の全自動コンピュータ制御ラミネーター
 アフターセールスサービス体制の充実
職業訓練・人材育成
 短期間（4ヶ月）の電子機器分野の職業訓練カリキュラム
 人材育成による付加価値商品生産（雇用機会の拡大）

長期開発戦略「Vision2030」目標の2030年までの中所得国入りの
ための課題として
 経済インフラ整備が十分に発達していない
 国内産業振興のための工業化ツールの不足
 都市部の人口増加に伴う貧困層の拡大と失業率増加
 産業人材レベルが不十分

ケニア国の開発課題 中小企業の技術・製品
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①Verification project for capacity building of youth through vocational training of manufacturing the Laminate machine.
②Increasing opportunities for employment, improving unemployment rate through acquisition of  skill and knowledge which meets the

demand of industries.
Developing middle class skilled workers (Craftsman, Diploma, KQF5-7) through the vocational training. Complementing the new  

element in occupational standards in Kenya by introducing the curriculum module of Lami Corporation.
Market expansion all over Kenya by local company set up by ABE initiative returner.

Proposed ODA Projects and Expected Impact

Feasibility Survey for Strengthening Vocational Training System
Through Extension of Laminating Machine(Laminator)

 Name of SME： Lami Co., Ltd.
 Location of SME： Osaka Pref., Japan
 Survey Site ・ Counterpart Organization： Nairobi, Kenya・
 C/P Organizaiton ・ Ministry of Education or Ministry of Industrialization and EnterpriseDevelopment

SMEs and Counterpart Organization

Features of product(Laminator for A-3 size)
 High quality and easy to operate
 The world first Computerized Full-Automatic Laminator
 Satisfiable after sales program
 Vocational training, Developing human resource
 Short term(4months)Training curriculum for electronical 

devices
 Manufacturing valued products (To Increase Job 

opportunities)

Development Issues of Vision2030 for becoming middle-income 
country by 2030
 Insufficiency of Economic growth and infrastructure 

development
 Shortage of tools  for the promotion of domestic industry
 Expansion of poverty and rise of unemployment rate in 

urban area
 Insufficiency of industｒial human resouｒces

 Concerned Development  
Issues

 Products and Technologies of 
SMEs
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