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15年間で築き上げてきた活動基盤�

●PREXは、設立以来、民間団体としての柔軟性を生かしつつ、政府関係機関は勿論のこと、民間企業、

地方自治体、国際協力団体などとの連携、協力を図りつつ、開発途上国の社会、経済の発展に貢献す

ることを目的に、長年に亘り、産業振興分野の研修を実施し、ノウハウの蓄積と総合調整力の向上に努

めてきた。�

●PREXは、設立以来15年間に亘り、経営管理、輸出促進・マーケティング、中小企業振興、市場経済化促

進など産業振興関連テーマのマネージメント研修を企画、実施してきている。―（p11～13/表）�

●PREXで実施する研修への参加者は、各国の企業、行政機関、各種団体で働いている現役の幹部、マ

ネージャーである。日頃の業務を通じて種々の具体的課題を持って、日本の事例、技術・ノウハウ、制度・シ

ステムなどから、解決のためのヒントを得るために研修に参加している人が多い。従って、PREXの研修カ

リキュラムは、一方通行の講義だけでなく、関係企業・団体訪問も豊富に組み込んでいる。企業経営者、

専門家などとのフェイス・ツー・フェイスでの意見交換、現地・現物・現実をモットーとした実例、事例の紹介

などの工夫をしている。�

●PREXで実施する研修では、研修期間中の講義、訪問には必ずPREX職員が研修コーディネータとして

同行している。同行することを通じて、研修参加者の理解の程度、満足度、意欲、チームワーク、体調など

を的確に把握し、必要に応じて対応策を講じたり、研修効果を高める雰囲気作りを行うなど、研修現場で

の柔軟かつ適切な座ごしらえに努めている。�

　また、研修担当者は研修期間中、研修に関することだけではなく、日本での生活に関することを含めて、

誠心誠意お世話することに徹している。多くの研修参加者から、最終日には、日本人の親切さ、ホスピタリ

ティ、人に対する丁寧な接し方に対する感謝の声も聞こえてくる。�

●PREXでは近年、 独立行政法人 国際協力機構（JICA）、 財団法人 海外技術者研修協会（AOTS）、

社団法人 ロシア東欧貿易会、外務省のみならず、海外現地機関などに対する研修の企画提案を積極

的に行い、外部資金を活用した研修事業を拡充してきている。�

産業振興分野研修での経験・ノウハウの蓄積と総合調整力の向上�

PREXは、設立以来15年間、関西の産・官・学を中心とする関係各位の温かいご支援、ご協力と、�

これまで運営に関与いただいた多くの役員、事務局役職員の努力により、�

開発途上国人材育成機関、国際的人的交流促進機関としての基盤強化に努めてきた。�

その主なものとしては、産業振興関連分野研修での長年に亘る経験とノウハウの蓄積、�

総合調整力の向上、国際的人的ネットワークの構築、�

関西の産・官・学との幅広い接点と協力関係、�

大学関係者、コンサルタント、企業・団体・行政機関の現役幹部をはじめ、�

シニア専門家を加えた豊富な講師・アドバイザー陣、ODA関連機関をはじめ�

政府機関との密接な連携、協力関係などがある。�

■ テーマ別研修コース実施実績 《経営管理》�

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

関経連アセアン経営研修 訪日 170�
アジア、太平洋経営技術セミナー 訪日 67�
APECトップマネージメントセミナー 訪日 55�
マレーシア経営研修 海外 53�
インドネシア現地研修 海外 48�
フィリピン、タイ現地研修 海外 93�
ベトナム現地研修 海外 506�
AOTS、関経連アセアン海外研修 海外 705�
アジア企業経営コース 訪日 64�
ベトナム生産管理研修コース 訪日 18�

JICA日本センタービジネスコース�
受入研修＜ベトナム・ラオス＞ 

訪日 28�

マレーシア同窓会フォローアップセミナー 海外 50�
JICA日本センター講師受入研修＜ベトナム＞ 訪日 4�
パキスタン現地研修 海外 95�
ベトナム現地研修 海外 30�
フィリピン同窓会フォローアップセミナー 海外 73�
アジア（小計）  2,059 　訪日 406　海外 1,653�
中国経営者研修 訪日 89�
中国上海市経営管理研修 訪日 177�
中国企業経営指導者コース 訪日 75�
中国専門家派遣 海外 165�
関西経済同友会上海市幹部研修 訪日 7�
重慶市企業運営モデル研修 訪日 11�
上海人事労務セミナー 訪日 20�
重慶同窓会フォローアップセミナー 海外 44�
中国山東省受入研修 訪日 20�
中国・広西チワン族自治区現地研修 海外 153�
中国（小計）  761 　訪日 399　海外 362�
ロシア日本センター簿記会計講座 海外 487�
カザフスタン、キルギス現地研修 海外 139�
ロシア企業経営者養成財務・会計研修 訪日 73�

ウラジオストク、ハバロフスク、サハリン�
日本センター生産品質管理コース 

海外 105�

ロシア企業経営者養成�
生産品質管理コース 

訪日 24�

モンゴル中小企業経営研修 訪日 17�

JICA日本センター職員受入研修�
＜ウズベキスタン＞ 

訪日 6�

JICA日本センタービジネスコース�
受入研修＜ウズベキスタン、カザフスタン＞ 

訪日 19�

モンゴル同窓会フォローアップセミナー 海外 134�

JICA日本センタービジネスコース�
受入研修＜ウズベキスタン＞ 

訪日 3�

ロシア日本センター機械OJT研修 訪日 20�

JICA日本センター職員受入研修�
＜キルギス、カザフスタン＞ 

訪日 4�

中央アジア同窓会フォローアップセミナー 海外 92�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  1,123 　訪日 166　海外 957�
ガーナ機材リース管理研修 訪日 1�
ブラジル日系人研修 訪日 1�
ドミニカ共和国日系人研修 訪日 1�
アフリカ、中南米他（小計）  3 　訪日 3　　海外 0�
経営管理（合計）  3,946 　訪日 974　海外 2,972
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15年間で築き上げてきた活動基盤�

■ テーマ別研修コース実施実績 《中小企業振興》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

APEC中小企業民間指導者セミナー 訪日 49�
ベトナム経済運営管理コース 訪日 18�
ベトナム中小企業振興コース 訪日 48�
中小企業政策セミナー 訪日 34�
アジア（小計）  149 　訪日 149　海外 0�
中国専門家派遣 海外 626�
中国中小企業振興コース 訪日 67�
中国・広西省現地研修 海外 124�

中国・広西省チワン族自治区�
中小企業視察団受入研修 

訪日 7�

中国（小計）  824 　訪日 74　  海外 750�

チェコスロバキア、ユーゴスラビア�
中小企業振興コース 

訪日 18�

ボスニア・ヘルツェゴビナ中小企業振興セミナー 訪日 34�
中・東欧特設中小企業振興セミナー 訪日 47�
NIS成績優秀者招聘研修 訪日 28�
キルギス、ウクライナ日本センター中小企業講座 海外 77�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  204 　訪日 127　海外 77�
メキシコ中小企業振興政策セミナー 訪日 27�
中南米中小企業政策セミナー 訪日 12�
中南米（小計）  39 　訪日 39　  海外 0�
仏語圏アフリカ中小企業政策セミナー 訪日 39�
サウジアラビア個別一般研修 訪日 1�
アフリカ、中近東（小計）  40 　訪日 40　  海外 0�
中小企業振興（合計）  1,256 　訪日 429　海外 827

■ テーマ別研修コース実施実績 《輸出促進・マーケティング》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

日本市場商品流通システムセミナー 訪日 60�
ベトナム現地研修 海外 91�
マレーシア現地研修 海外 43�
インドネシア貿易セクター人材育成受入研修 訪日 23�
インドネシア貿易セクター人材育成現地研修 海外 974�
日本市場マーケティングセミナー 訪日 58�
ミャンマー日本市場参入セミナー 訪日 6�
タイ同窓会フォローアップセミナー 海外 129�
インドネシア輸出促進のためのマーケティングセミナー 訪日 29�
ベトナム現地研修 海外 31�
インドネシア現地研修 海外 20�
アジア（小計）  1,464 　訪日 176　海外 1,288�
兵庫県ーハバロフスクマネジメントセミナー 訪日 36�
京都府・舞鶴市ーナホトカ市マネジメントセミナー 訪日 22�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  58 　訪日 58　  海外 0�
ケニア輸出振興コース 訪日 21�
南アフリカ貿易促進セミナー 訪日 45�
メキシコ日系人研修 訪日 1�
アフリカ、中南米（小計）  67 　訪日 67　  海外 0�
輸出促進・マーケティング（合計）  1,589 　訪日 301　海外 1,288

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

■ テーマ別研修コース実施実績 《市場経済化促進》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

ベトナム経済運営管理コース 訪日 24�
アジア（小計）  24 　訪日 24　  海外 0�
中国専門家派遣 海外 229�
中国青島現地研修 海外 96�
中国（小計）  325 　訪日 0　　海外 325�
ポーランド経営管理コース 訪日 65�
ロシア流通セミナー 訪日 7�
ロシア極東地域市場経済セミナー 訪日 25�

中央アジア市場経済理解のための�
マーケティングセミナー 

訪日 81�

キルギス経済団体強化 訪日 12�
キルギス国別特設研修 訪日 3�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  193 　訪日 193　海外 0�
市場経済化促進（合計）  542 　訪日 217　海外 325

■ テーマ別研修コース実施実績 《その他の産業振興》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

マレーシア経営幹部セミナー 訪日 273�
モンゴル現地研修（観光） 海外 41�
アジア（小計）  314  　訪日 273　海外 41�
重慶市高級管理研修 訪日 20�
重慶市科学技術成果移転セミナー 訪日 17�
重慶市情報産業振興コース 訪日 2�
重慶市科学技術管理研修 訪日 29�
中国（小計）  68 　訪日 68　  海外 0�
ロシア日本センター観光OJT研修 訪日 20�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  20 　訪日 20　  海外 0�
その他の産業振興（合計）  402 　訪日 361　海外 41

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04
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15年間で築き上げてきた活動基盤�

■ テーマ別研修コース実施実績 《中小企業振興》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

APEC中小企業民間指導者セミナー 訪日 49�
ベトナム経済運営管理コース 訪日 18�
ベトナム中小企業振興コース 訪日 48�
中小企業政策セミナー 訪日 34�
アジア（小計）  149 　訪日 149　海外 0�
中国専門家派遣 海外 626�
中国中小企業振興コース 訪日 67�
中国・広西省現地研修 海外 124�

中国・広西省チワン族自治区�
中小企業視察団受入研修 

訪日 7�

中国（小計）  824 　訪日 74　  海外 750�

チェコスロバキア、ユーゴスラビア�
中小企業振興コース 

訪日 18�

ボスニア・ヘルツェゴビナ中小企業振興セミナー 訪日 34�
中・東欧特設中小企業振興セミナー 訪日 47�
NIS成績優秀者招聘研修 訪日 28�
キルギス、ウクライナ日本センター中小企業講座 海外 77�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  204 　訪日 127　海外 77�
メキシコ中小企業振興政策セミナー 訪日 27�
中南米中小企業政策セミナー 訪日 12�
中南米（小計）  39 　訪日 39　  海外 0�
仏語圏アフリカ中小企業政策セミナー 訪日 39�
サウジアラビア個別一般研修 訪日 1�
アフリカ、中近東（小計）  40 　訪日 40　  海外 0�
中小企業振興（合計）  1,256 　訪日 429　海外 827

■ テーマ別研修コース実施実績 《輸出促進・マーケティング》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

日本市場商品流通システムセミナー 訪日 60�
ベトナム現地研修 海外 91�
マレーシア現地研修 海外 43�
インドネシア貿易セクター人材育成受入研修 訪日 23�
インドネシア貿易セクター人材育成現地研修 海外 974�
日本市場マーケティングセミナー 訪日 58�
ミャンマー日本市場参入セミナー 訪日 6�
タイ同窓会フォローアップセミナー 海外 129�
インドネシア輸出促進のためのマーケティングセミナー 訪日 29�
ベトナム現地研修 海外 31�
インドネシア現地研修 海外 20�
アジア（小計）  1,464 　訪日 176　海外 1,288�
兵庫県ーハバロフスクマネジメントセミナー 訪日 36�
京都府・舞鶴市ーナホトカ市マネジメントセミナー 訪日 22�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  58 　訪日 58　  海外 0�
ケニア輸出振興コース 訪日 21�
南アフリカ貿易促進セミナー 訪日 45�
メキシコ日系人研修 訪日 1�
アフリカ、中南米（小計）  67 　訪日 67　  海外 0�
輸出促進・マーケティング（合計）  1,589 　訪日 301　海外 1,288

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

■ テーマ別研修コース実施実績 《市場経済化促進》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

ベトナム経済運営管理コース 訪日 24�
アジア（小計）  24 　訪日 24　  海外 0�
中国専門家派遣 海外 229�
中国青島現地研修 海外 96�
中国（小計）  325 　訪日 0　　海外 325�
ポーランド経営管理コース 訪日 65�
ロシア流通セミナー 訪日 7�
ロシア極東地域市場経済セミナー 訪日 25�

中央アジア市場経済理解のための�
マーケティングセミナー 

訪日 81�

キルギス経済団体強化 訪日 12�
キルギス国別特設研修 訪日 3�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  193 　訪日 193　海外 0�
市場経済化促進（合計）  542 　訪日 217　海外 325

■ テーマ別研修コース実施実績 《その他の産業振興》�

 ▼ 研修 ▼ 研修参加�
▼ 研修コース名 区分 者累計（名）�

マレーシア経営幹部セミナー 訪日 273�
モンゴル現地研修（観光） 海外 41�
アジア（小計）  314  　訪日 273　海外 41�
重慶市高級管理研修 訪日 20�
重慶市科学技術成果移転セミナー 訪日 17�
重慶市情報産業振興コース 訪日 2�
重慶市科学技術管理研修 訪日 29�
中国（小計）  68 　訪日 68　  海外 0�
ロシア日本センター観光OJT研修 訪日 20�
旧ソ連、東欧、中央アジア（小計）  20 　訪日 20　  海外 0�
その他の産業振興（合計）  402 　訪日 361　海外 41

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

▼ 研修実施年度�
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04


