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アフリカビジネス実証セミナー 

日時：2015年3月27日（金） 
会場：ジェトロ本部（東京） 

主催：ジェトロ途上国貿易開発部 
 

「中小企業のアフリカビジネスへの挑戦」  
～南アフリカ共和国/廃プラスチック油化装置及び合成樹脂ビジネス～          

 
株式会社ＣＦＰ 

油化事業部海外営業部 佐藤 哲也 
 

所 在 地 

〒721-0942 
広島県福山市引野町5丁目11番4号 
TEL  ： 084-946-6655(代表)  
メール： info@cfp-eco.com 

設  立 2003年10月 

従業員数 40名（グループ合計） 

売上高 １４億円 (2013年度、グループ合計) 

事業内容 

[合成樹脂事業部]   
・プラスチック材料 
（一級品・二級品・再生品等）  
 購入・加工・販売 
・プラスチック 新材料 輸出入 
・合成ゴム 販売 
 
[油化事業部]  
・油化装置 開発・販売・輸出入  

株式会社

CFP 

株式会社 

CFPプランニング 

株式会社 

リサイクルエナジー 

CFP Trading 
Singapore  
Pte. Ltd. 

インドネシア 

 株式会社ＣＦＰの紹介 

取引の80%は海外 

CFP Group 

・合成樹脂事業 
・油化事業（廃プラ油化発電） 
・油化装置 製造・販売 

・油化装置開発 
・油化装置運転 

・海外現地法人 

・不動産管理 
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国内拠点： 本社（広島県福山市）  海外拠点： CFP Trading Singapore Pte.Ltd.（シンガポール） 
        美の浜工場（岡山県笠岡市）                  National Staff 駐在（インドネシア） 
        四国倉庫（香川県高松市） 
        中部倉庫（三重県四日市市） 
        嵐山工場（埼玉県比企郡） 
        油化研究所（福岡県北九州市） 

 ＣＦＰ Group ネットワーク 

 「JETROアフリカビジネス実証事業」に応募した動機・目的 

CFPのビジネス 
❏合成樹脂（トレーディング）⇒主力事業 
❏廃プラスチック油化装置製造・販売⇒新規事業 
❏海外比率 80% ⇒ アジアが主戦場 

応募の動機・目的 
合成樹脂 
❏ 主戦場であるアジアは、競争の激化により飽和
状態。新たな市場の開拓が急務 ⇒ アフリカ進出 
❏ 南アフリカのマーケット調査の必要性 
 

廃プラスチック油化 
❏ JICA普及実証事業でパイロットプラントをケープタ
ウンに設置。（２０１４年３月～２０１６年３月） 

❏ 販売拠点及び保守運営サービス拠点の設置が
課題 

❏ 現地ビジネスパートナー、メンテナンスサービス
企業の発掘 
 

南アフリカを選定した理由 
❏ アフリカで唯一のG20参加国、BRICSのSはSouth 
Africa、アフリカでナイジェリアに次ぐGDP(3508億ドル） 
❏ アフリカの日系企業数584社（アジア4万4729社）、そ
の内南アへは239社⇒ アフリカへのゲートウェイ 
❏ JETRO環境エネルギーミッションで南アを訪問
（2011、2012）、ケープタウン市で廃プラ油化に必要な廃
棄物の大型分別施設を発掘 
❏ ケープタウン市をカウンターパートとしてJICA H25年
度民間提案型普及実証事業（1億円）に応募し、採択さ
れる 
  
 

アフリカの可能性 
❏ 経済成長6%を超える国が多く、世界の中でも成長率
の高い地域 
❏ 人口の増加(2100年予想） 
  アフリカ35.7億人、中国・インド 25 億人、日本0.5億人 
❏ 中間所得層（730～7300USドル／年）は過去10年間
で3割（約1.2億人）増加。 
❏ ビジネス環境（世銀）は、南ア43位、モロッコ71位で、
ベトナム78位より良好。その他アフリカ諸国(100位台）は、
インドネシア、インドと同等。（タイ26位、中国90位、インド
ネシア114位、インド142位） 
❏日本からODA1.4兆円を含む官民で最大3.2兆円のア
フリカ支援表明（安部首相 2013年TICADⅴ@横浜） 
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２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ 

Step1: 廃プラ油化マーケット
調査実施 
JETRO南アフリカ環境エネル

ギー商談会、及び大使館主催
廃棄物セミナーに参加 

Step2：パイロット事業 
JICA民間提案型普及・実証事
業実施＠ケープタウン市 
 

Step3:拠点設立調査、マーケッ
ト調査 
JETROアフリカビジネス実証事
業を活用し実施 

Step4:拠点設立 
アフリカビジネスの拡大 
 ●廃プラ油化事業：2件 5億円/年 
 ●合成樹脂事業：10%   1億円/年 
           合計          6億円/年 

 Road to Africa （JICA・JETRO事業の活用） 

JETRO JETRO 大使館 

ヨハネス 
ケープタウン 

ヨハネス 
ダーバン 

ヨハネス 
ケープタウン 

拠点設立 

３月 ３月 

７月 ２月 

事業性・マー
ケット有望性判
断 

ローカルパー
トナー発掘 

【アフリカビジネス展開戦略】 
南アフリカからスタート ⇒ 
その後アフリカ全土に水平展開 
当初：     ６億円／年規模 
５年後： １２億円／年規模 

2014年度「JETROアフリカビジネス実証事業」 ｰ株式会社CFPｰ ロードマップ 

【案件概要】 

1．対象国：南アフリカ共和国 

2．対象製品・サービス：廃プラスチック油化装置及び合成樹脂・合成ゴム 

3．実証項目： 

  ① 【拠点設立手続き・税調査】南アフリカ共和国における拠点設立にかかる手続き・税調査を通じて、制度面と運用面での乖離を抽出し、その解決法を見出すことができるか実証する。 

  ② 【ビジネスパートナー選定（廃プラ油化装置）】廃プラスチック油化装置のビジネスパートナー候補先調査等を通じて、最適なビジネスパートナーを発掘し、選定できるか実証する。 

  ③ 【メインテナンスサービス企業選定（廃プラ油化装置）】廃プラスチック油化装置のメインテナンスサービス拠点設立にかかる課題を抽出し、その解決法を見出すことができるか実証する。 

  ④ 【市場開拓（廃プラ油化装置）】現地調査等を通じて、廃プラスチック油化装置の市場開拓にかかる課題を抽出し、その解決方法を見出すことにより、最適な市場開拓戦略を立案・実行できるか実証 

   する。 

  ⑤ 【市場開拓（合成樹脂・合成ゴムの新材料）】現地調査等を通じて、合成樹脂・合成ゴムの新材料の市場開拓（調達・販売等）にかかる課題を明らかにし、その解決法を見出すことにより、最適な市場 

   開拓戦略を立案・実行できるか実証する。 

  ⑥ 【市場開拓（合成樹脂・合成ゴムのリサイクル品）】現地調査等を通じて、合成樹脂・合成ゴムのリサイクル品の市場開拓（調達・販売等）にかかる課題を明らかにし、その解決法を見出すことにより、 

   最適な市場開拓戦略を立案・実行できるか実証する。 

第2四半期 
（7月） 

第2四半期（8.9月） 事業の流れ 

事 
 
 
業 
 
 
計 
 
 
画 

＜活動内容＞ 
・第1回現地調査出張（8月） 
【拠点設立】現地会計事務所2社面談 
【廃プラ油化】ビジネスパートナー・ 
メインテナンスサービス企業面談 
油化企業1社訪問 
【合成樹脂】南アプラスチック協会、 
ヨハネスブルグ・ケープタウンの 
プラスチック企業10社訪問 
 
 
 
 

報告書提出 

第3四半期（10.11.12月） 
第4四半期 

（1月） 
第4四半期 

（2月） 

＜活動内容＞ 
・第3・4回現地調査出張（1月） 
【拠点設立】 

PwC：拠点設立のステップ確認 

【廃プラ油化】油化企業1社訪問、 

メインテナンスサービス企業MOU締結 

【合成樹脂】ヨハネスブルグ・ダーバンの 

プラスチック企業16社訪問 
 

 

＜活動内容＞ 
【拠点設立】調査委託先選定 
【廃プラ油化】ビジネスパートナー・ 
メインテナンスサービス企業調査 
【合成樹脂】訪問先企業リストアップ、 
南アプラスチックマーケット分析 

 

報告書提出 
2月16日 

現 
 
 
 
地 

日 
 
本 

契約 
7月16日 

 

＜活動内容＞ 
【廃プラ油化】ビジネスパートナー・ 
メインテナンスサービス企業招聘 
（1月26日～2月6日） 
【合成樹脂】商取引可能企業絞込み 

＜活動内容＞ 
・第2回現地調査出張（11月） 
【拠点設立】 
PwC：調査報告書内容確認 
【廃プラ油化】ビジネスパートナー、 
メインテナンスサービス企業面談 
油化企業4社訪問 
【合成樹脂】ヨハネスブルグ・ダーバンの 
プラスチック企業15社訪問 

 

＜活動内容＞ 
【拠点設立】ケーススタディ 
【廃プラ油化】ビジネスパートナー・ 
メインテナンスサービス企業日本招聘準備 
【合成樹脂】第2回・4回訪問先企業リストアップ 

実 証 活 動 
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◆新材料マーケット 
 

【市場開拓（合成樹脂）】1/3 

南アフリカ年間新材料消費量（2002-2013年） 
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新材料年間使用量（2012年） 

★新材料使用量はオーストラリア同等、ヨーロッパの1/4程度と規模が大きい 

★南アフリカの樹脂マーケットは十分な可能性がある 

【市場開拓（合成樹脂）】2/3 

活動内容 
 

 

 

 

 

≪プレトリア≫ 

≪ヨハネスブルグ≫ 

20社訪問 

≪ダーバン≫ 

18社訪問 

              コンタクト数    面談した数 

第1回出張：197社 ⇒ 10社  

第2回出張：228社 ⇒ 15社 
                   (197+31)          (15+0) 

第4回出張：266社 ⇒ 16社 
                           （228+38）        (13+3) 

 

 

 

 

≪ケープタウン≫ 

3社訪問 
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【市場開拓（合成樹脂）】3/3 

◎リストアップ数と実際の訪問数 

 

 

 

 

  リストアップ会社数 訪問会社数 

Plastic SAリスト 197 23 

インターネット
検索 

68 14 

現地紹介 1 1 

合計 266 38 

  樹脂 ゴム 

新材料 4 3 

リサイクル品 24 1 

新材料＆ 
リサイクル品 

5 1 

合計 33 5 

◎訪問会社内訳 

★最終的に5社との具体的な商談に繋がる 
・ヨハネスブルグ・プレトリア：3社（合成樹脂） 

・ダーバン：2社（合成樹脂） 

◎ 主要都市である、ヨハネスブルグ・プ
レトリア、ダーバン、ケープタウンの3エリ
アをターゲット 
◎南アフリカプラスチック協会登録会社リ
スト、インターネット検索、現地紹介を利
用し、メール、電話等のローラー作戦で
266社にコンタクト。38社と実際に面談を
行う（約14%） 
 

現在の樹脂事業の売上高10億円の10%程
度をアフリカマーケットで 

Final waste plastics to landfill 

But! these are mostly PP/PE/PS films 
 which is suitable for converting into oil. 

To Segregation factory 

To Landfill 

Recyclable 
materials (DRY) 

Non-recyclable 
materials (WET)  

MRF 

"leftovers" 

Cans, Metals, Papers, PET bottles, 
HDPE....are sold to domestic recyclers.  

Chemical  
Recycling 

"segregated items" 

Great success in "Integrated Waste Management" 

Mechanical Recycling 

Landfill 

Power generator 

Boiler 

Heavy Truck, forklift 

Waste Plastics 
PE/PP/PS 

Waste plastics pyrolysis oil production System 

Cracked  oil 

*Long term use need to be confirmed 

 廃プラスチック油化システム（南アフリカ ケープタウン）1/5 
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【市場開拓（廃プラ油化装置）】 2/5 

 油化マーケット 

 

 

     

 

     

 

 

 

これまでに94社の南ア企業とコンタクト。油
化装置の関心が高く、どう販売に繋げるかが
課題 

現地にパイロットプラントを設置し、実際に見
せることが必要と判断 

・JICAのODA事業でパイロットプラントをケープ
タウンに設置 
・現地でセミナー・プラント見学会を開催。南
アだけでなく他のアフリカ諸国の地方自治体/
廃棄物関係企業/プラスチック企業を対象 
・有望な販売先の発掘 
・成約までのスピードアップを計る 

  コンタクト場所 企業社数 

2011年 

セミナー＆商談会 

＠ヨハネスブルグ 

/ケープタウン 

16社面談 

2012年 

セミナー＆商談会 

＠ヨハネスブルグ 

/ダーバン 

52社面談 

2014年 
CFPへ問合せ 

＠ホームページ 
20社 

2014・2015年 

現地調査出張 

＠ヨハネスブルグ 

/ケープタウン 

6社訪問 

南アビジネスパートナー（廃プラ油化装置）の日本招聘3/5 

 

 

     

 

     

 

 

 

日本ブランドの意識付け 
日本を直接見てもらうことで、 
日本と日本人の文化と信頼性を認識してもらう 

日本の先進的な廃棄物管理施設 
日本の先進的なゴミ処理システムと廃棄物処
理施設(焼却炉、リサイクル)を視察 
・設備費が数十億円~数百億円と高額 
・収入の殆どが処理費であり、リサイクル品の
販売収入は10%以下 

廃プラ油化システム 
・Waste to Energy技術で、コンパクトで比較的安価なプラント 
・廃プラ油化から発電まですることで、リサイクル油の価値が上がる 
  廃プラ（20円/Kg） ⇒ 電気4～5Kw/L（80～100円/L @20円/Kw） 

Win-Winの関係構築 
・A社 ：新規事業（リサイクル企業からエネルギー企業へ） 
・B社 ：新規分野（リサイクル機械製造から油化装置） 

 

南アの状況 
・資源国だが石油は輸入に頼っている 
・ガソリン、軽油の価格は日本と同等 
・電気代も日本と同等、停電も心配 
・廃棄物のリサイクル率はまだ低い 
            
      廃プラ油化のニーズ 

日本のプラントを見ることで、油化システム
の有意性、可能性を理解してもらう 
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南アフリカ マーケット 

現状：（National Waste Information Report, 2012)  
廃プラスチック排出量： 年間１３０万トン 
リサイクル率：      １３％ （２３万トン） 

年間排出量の７％を廃プラ油化にするだけで： 
廃プラスチック ９０，０００ton から  
リサイクル油    ９０，０００K Liter （ドラム缶45万本分）が製造
出来る    

油化装置（８ｔ/日） ４７基分 （約１１８億円）規模の大きなマー
ケット 

アフリカ戦略 

Step1： 南ア ケープタウンでJICAパイロットプラント実証 
     ２０１４年３月～２０１５年１２月 （１億円） 

Step2： 南ア ケープタウン、ヨハネスブルク、プレトリア、 
     ダーバン、ポートエリザベスで商業機販売 
     ２０１６－２０２０年 （１０基 ２５億円／５年） 

Step3: 南ア以外のアフリカ各国に水平展開 
     ２０１９年以降 （年間 ５－１０億円規模） 

ケープタウン ポートエリザベス 

ダーバン 

プレトリア 
ヨハネスブルク 南アフリカ共和国 

南アでビジネスモデルを確立後、ア
フリカ各国に水平展開 

廃プラ油化は、環境・エネルギーのソ
リューション技術 
❏廃プラの減容、ケミカルリサイクル 
❏リサイクル油は新たなエネルギー源 
  産油国でなくても、油を生産できる 

 油化事業アフリカ戦略 4/5 

◆ 日本・マレーシア・南アフリカの3拠点から世界に水平展開 

   ・日本（埼玉）：         東アジア・北中南米・欧州 

   ・マレーシア（ジョホール）：   東南アジア・インド・オセアニア 

   ・南アフリカ（ケープタウン）： アフリカ・中東 

◆ セミナー・現地見学会の開催 ⇒顧客の獲得 

        ・世界3拠点で開催、実機を見てもらうことで、成約までのスピード      

    アップを計る  

◆ 油化事業で5年後に“20億円の売上”を目指す 

 油化事業のグローバル戦略 5/5 

油化装置（食品会社） 
油化発電事業 

油化装置（リサイクル会社） 

油化装置 
（ケープタウン市） 
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廃プラ油化：ホームページへのアクセス（2014年5月～10月の統計） 

多 

少 

（Google Analyticsより） 

アクセスの分布図 
 リサイクルエナジーサイト 

144ケ国より 
CFPサイト 

95ケ国より 

上位20か国 割合 上位20か国 割合 

Japan 35.77% Japan 71.52% 

India 19.57% India 5.75% 

United States 6.40% China 2.95% 

China 2.73% Singapore 2.27% 

United Kingdom 2.14% United States 1.83% 

Malaysia 1.72% Taiwan 1.74% 

Brazil 1.67% Indonesia 1.22% 

Canada 1.50% Vietnam 1.03% 

Indonesia 1.42% Thailand 1.02% 

South Africa 1.37% South Korea 0.82% 

Thailand 1.18% South Africa 0.77% 

Philippines 1.16% Malaysia 0.71% 

Australia 1.08% United Kingdom 0.70% 

Spain 1.03% Hong Kong 0.44% 

Pakistan 0.99% Philippines 0.44% 

Vietnam 0.95% Italy 0.40% 

Turkey 0.85% Australia 0.36% 

Singapore 0.81% Pakistan 0.35% 

Taiwan 0.81% Canada 0.30% 

Hong Kong 0.65% Germany 0.29% 

アクセス割合 （参考数値：2014国連加盟国数 195ケ国） 

■サイトアクセス数：93名/日 
 
■実際の問い合わせ数：30～35件/月 
 

コンテンツを充実させることにより、多くの問い合わせの獲得につながっていま
す。 
 
 
 CFP Group ホームページ： http://www.cfp-eco.com 

 

 

 

支援制度 実施機関 内容 成果 

海外展示会・商談
会・視察ミッション 

JETRO H22-25年海外展示会、

商談会、視察ミッションへ
の参加 

南アフリカ、マレーシ
アの顧客発掘 

民間提案型普及・実
証事業 

JICA H25年南アフリカ・ケープ

タウンでの廃プラ油化シ
ステム普及・実証 

南アフリカでの実証
事業受託 

アフリカビジネス実証
事業 

JETRO H26年南アフリカでの拠
点設立調査 

南アフリカでの調査
事業受託 

環境浄化産業クラス
ター形成事業 

広島県 H24-26年南ア、マレーシ

アの個別商談に対し、出
張費の半額補助 

マレーシア案件の受
注（海外商業機初受
注） 

中小企業アジア環境
ビジネス展開支援事
業 

北九州市 H24年マレーシアにおけ

る廃プラ油化新技術の実
証（現地に試験機持込み
テスト）補助 

マレーシア案件の受
注（海外商業機初受
注） 

 廃プラ油化：海外展開支援事業の活用 
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2011年１０月 ヨハネスブルク、ケープタウン 

2012年11月 ヨハネスブルク、ダーバン 

環境省訪問 
COP１７出展 ダーバン 

左2番目 ムラバ元ダーバン市長 ダーバン商談会 ヨハネスﾌﾞﾙｸ商談会 

ヨハネスブルク商談会 

2011年11月 COP17 ダーバン 

2011, 2012年 JETRO環境エネルギーミッション参加 

・アフリカ開発会議（TICAD V）アフリカン・フェアー＠横浜 

・南アフリカ廃棄物処理企業視察(プレトリア、ダーバン、ケープタウン) 
 

タンザニア大統領にプレゼン 

プレトリア ダーバン ケープタウン 

2013年3月南アフリカ企業訪問、５月TICAD Vに出展 



Copyright© 2015 JETRO.ALL rights reserved. 禁無断掲載 10 

・ヨハネスブルグ、ケープタウン市で講演 

・ケープタウン市との打合せ、現地調査 

2013年11月在南ア日本大使館主催廃棄物セミナー 

ケープタウン市とMOA署名式 
２０１４年３月１２日 
 

2014年3月 JICA契約、ケープタウン市契約 
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2014年12月 JICA事業：広島県知事表敬訪問 

ケープタウン市＆JICA＆CFP 湯崎知事を表敬訪問（12月1日＠広島県庁） 

2015年1,2月 JETROアフリカビジネス実証事業：南ア企業
と油化装置のメンテナンス＆ビジネスパートナー協定 

B社と油化装置のメンテナンスサービス
MOU締結 （2015年1月8日@ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ） 

JETRO招聘事業（2015年1月28日＠CFP嵐山工場） 

   A社とビジネスパートナー協議（2015年2月3日＠福山） 

    ケープタウン市廃棄物分別工場 （MRF) 
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JETROアフリカビジネス実証事業を通して 
 南アフリカをどうとらえるか 

 
 

 

 
 

 

 本事業での成果 
 

 

 

 

 
 

 

 本事業の感想 

 

 

• 日本人が飛び回るにはタフな国 ⇒ 信頼できるローカルパートナーの必要性 

• アフリカの中でもヨーロッパの匂いのする国 ⇒ 比較的同じ価値観でビジネスが出来そう 

• 中国の進出が目につく ⇒ 日本の良さをどうビジネスにつなげるか 

• 頻繁に起こるスト、高失業率、労働者の質、治安、電力不足などで製造業は大変 ⇒ 油化は環境エネルギーのソ
リューション技術、雇用創出も含めどう現地に普及させるか 

• 実証項目１：拠点設立 ⇒ 拠点設立に関するステップの構築 

• 実証項目２＆４：ビジネスパートナー ⇒ A社との関係強化。A社のマテリアルリサイクルとCFPの廃プラ油化の
セットで南アとサブサハラ各国に事業拡大期待 

• 実証項目３：メンテナンスサービス拠点 ⇒ B社とMOU締結。メンテナンスサービス拠点の構築。 

• 実証項目５＆６：合成樹脂・合成ゴム市場開拓 ⇒ ２６６社にコンタクトし、５社と具体的な商談開始。アフリカへの
第一歩を踏み出せた。 

• 現地に拠点を持たない中小企業にとって、JETROのサポートは未知なアフリカ進出への大きな後押し 

• 特に、JETROヨハネス事務所の現地でのサポートなくして、不安の多い南アでの活動は出来なかった 

• JETRO南アフリカ環境エネルギーミッションへの参加が、弊社のアフリカ挑戦へのきっかけ 

• 南ア企業の日本招聘は信頼関係構築に大きな成果。まず日本を知ってもらうことの大切さとジャパンブランド（日本
品質）の意識付けがビジネスにつながる 

• 弊社のアフリカへの挑戦が、日本の中小企業のアフリカ進出の参考になれば 

中小企業のアフリカビジネスへの挑戦 まとめ 
❏ 海外展開支援事業の活用 

  ・JETRO：海外展示会、商談会、視察ミッションに参加して、まずはアフリカ企業を知ること 

  ・JICA：中小企業向け民間提案型普及実証事業（1億円）でアフリカでのビジネスに慣れる 

       ただし、カウンターパートは政府・自治体であること、これを見つけるのが大変 

  ・県市：広島県は海外商談等で出張費の半額補助（最大100万円/年） 

       北九州市は、海外での装置持込デモンストレーション費用の半額補助（300万） 

  ⇒ 海外経験不足、アフリカへの不安、営業コスト低減には、これらの事業活用がお勧め 

 

❏ 信頼関係をいかに築くか 

  ・他力本願では上手く行かなくなる、下手な英語でも直接話すことで信頼関係が生まれる    

  ・アフリカの人は、ほとんど日本のことを知らない。日本の良さ（誠実、几帳面、品質）を 

   知ってもらうことが、ビジネスにつながる（中国、韓国との違い） 

  ・信頼できるローカルパートナーを見つけると、そこからビジネス 

   が広がる。小さな現地企業と直接やるのは骨が折れる 

  ・色んなレベルの会社と人がいるので、見分けるのが大変 

  ⇒ この会社、この人とならやれると思えるかどうか！！何度も 

     アフリカに通っていると分かってくる 

  ⇒ アフリカビジネスは苦労も多いが、ビジネス本来の面白さがある 

❏ No Challenge, No Business！ 
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    株式会社CFP 
広島県福山市引野町5-11-4 
TEL: 084-971-5950 
E-mail: t-satou@cfp-eco.com 
http://www.cfp-eco.com 
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