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報道関係者の皆様へ

アフリカ IT ビジネスツアー 報告会
アフリカ人留学生によるインターンシップ成果発表会
同時開催のご案内
〜 県内 IT 企業 4 社トップがアフリカの大地で見た、アフリカ IT ビジネスの魅力とは 〜
株式会社 ict4e

IT とアフリカビジネスコンサルティングを行う株式会社 ict4e（福井県福井市。代表: 原 秀一） は、来る 2017 年 11
月 16 日(木) ワーキングスペース Rink(s)（福井県福井市）にて、アフリカ IT ビジネスツアー報告会およびアフリカ
人留学生によるインターンシップ成果発表会を開催いたします。
現地時間 2017 年 10 月 16 日(月)から 10 月 20 日(金)にかけて、日本国内の会社経営者を対象とした、アフリカ
のルワンダ現地 IT 企業を巡る、アフリカ IT ビジネスツアーを実施しました。当社代表が自らツアー企画・現地アテ
ンドを行い、県内外から集まった 7 名の会社経営者とともに、急成長を遂げるアフリカ IT ビジネスの活気を肌で感
じてきました。県内からは、株式会社ナチュラルスタイル（福井県福井市）代表取締役 松田 優一 氏、株式会社
jig.jp（福井県鯖江市）代表取締役社長 福野 泰介 氏、株式会社アフレル 小林 靖英 氏の 3 名が参加しました。
本イベントでは、当社代表 原がメインスピーカーを務め、さらにツアーに参加した株式会社ナチュラルスタイル
代表取締役の松田 優一 氏をゲストスピーカーに招いて、企業訪問結果や現地日本大使館での歓迎会の様子な
ど、ツアーで体験したアフリカ IT ビジネスの「今」を紹介します。
また、2017 年 9 月から 2 か月間、当社に在籍するアフリカ人留学生 Dickson Peter Ernest（ディクソン・ピーター・
エルネスト）さんによるインターンシップ成果発表会も同時開催。
ディクソンさんは、独立行政法人 国際協力機構（JICA）が主導する「アフリカの若者のための産業人材育成イニシ
アティブ（以下、ABE イニシアティブ）」の第 2 期生としてタンザニアから神戸情報大学院大学に在籍。2 年間の修士
課程を経て、卒業と同時に、当社のインターンシップに参加しました。
在籍中に立案した海外ビジネス展開を中心に、インターンシップを振り返りながら、今後の日本アフリカ間でのビ
ジネスの展望について発表します。
アフリカ IT ビジネスの魅力がつまった本イベントをぜひ取材・ご掲載お願いします。

写真１：当社代表 原 秀一とアフリカの子供たち

写真２：ic4e スタッフ集合写真（中央左側が原、中央右
側がディクソンさん）
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■補足
（プロフィール）
■株式会社ナチュラルスタイル 代表取締役 松田 優一 氏
福井高専電気工学科を卒業後、福井大学工学部、同大学院を経て、 IT ベンチャー企業へ就職。2006 年、29 歳
で『株式会社ナチュラル スタイル』を立ち上げ、 「まずやってみよう」を信条とし、世の 中にない数々のソフトウエア
を生み出す。 世界と比較して極端に遅れている日本の子供プログラミング教育の 環境を憂い、2014 年に PCN（プ
ログラミングクラブネットワーク） を設立。以降、初心者向けに開発されたこども用プログラミング専 用パソコン
「IchigoJam」を携え「すべてのこどもたちにプログラ ミングを」をテーマに世界各国を奔走中！
■株式会社 ict4e 代表取締役 原 秀一
2002 年 4 月から 2 年間 青年海外協力隊に所属し、タンザニア・ムトワラ州の職業訓練校にてコンピュータ技術
隊員としてコンピュータ教育の支援活動に従事。WEB システム会社での 9 年間の勤務を経て、2013 年に福井市で
株式会社 ict4e を起業。現在、企業の IT システム支援を行いながら、アフリカでの IT ビジネス展開を模索中。有志
数名で PCN を立ち上げ、プログラミングを子どもたちに広げる教育活動にも取り組む。第 2 回「40 億人のためのビ
ジネスアイデアコンテスト(アイ・シー・ネット株式会社主催)」最優秀賞に輝く。
■Dickson Peter Ernest（ディクソン・ピーター・エルネスト）さん
ABE イニシアティブ第 2 期生として、神戸情報大学院大学の修士課程に 2 年間在籍。Information System を専攻
し、2017 年 9 月に卒業。
（参考サイト）
・株式会社 ナチュラルスタイル 【 http://na-s.jp/ 】
・株式会社 ict4e 【 http://ict4e.jp/ 】
・PCN 【 http://pcn.club/ 】
・アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ
【 https://www.jica.go.jp/africahiroba/business/detail/03/index.html 】
■アフリカ IT ビジネスツアー報告会およびインターンシップ成果発表会 詳細
＜日時＞ 2017 年 11 月 16 日(木) 16:00 ～ 18:00
＜会場＞ コワーキングスペース Rink(s) （JR 福井駅 東口側。AOSSA から徒歩 3 分、miniminiFC 福井店さん横）
https://www.facebook.com/rinks.fukui/
910-0858 福井市手寄 1 丁目 11-23
＜当日スケジュール＞
16:00 開会
16:10 注目の東アフリカ , 原 秀一 （株式会社 ict4e 代表取締役）
16:30 福井県内企業インターンシップ報告 , Mr.Dickson （タンザニア人 留学生） : 英語
17:00 ルワンダ ICT 視察報告 , 松田 優一 （株式会社 ナチュラルスタイル 代表取締役）
17:30 質疑応答・交流タイム
18:00 閉会 （会場は 18:30 まで使えます）
＜参加費＞
無料 （ルワンダ紅茶、タンザニアコーヒー付き！）
＜定員＞ 15 名 （先着順）
＜お申込み＞
WEB 申込み： https://goo.gl/forms/AEAtmYkMLEgk9thR2
Mail 申込み： 本文にお名前・ご所属・メールアドレス・参加人数を記載し toiawase@ict4e.jp まで
■本件に関するお問い合わせ
担 当 : 株式会社 ict4e 中嶋 加苗 （ 0776-89-1538 / nakajimakana@ict4e.jp ）
〒910-0006 福井県福井市中央 1 -21- 36 サンロードビル 2F

