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Research & Development Solutions

Research & Development Solutions

Commitment in International Cooperation and Inclusion
We at REDES started our business in 2011 as a consulting service provider for Official Development
Assistance (ODA)’s projects. Since then, we have been working for contributing to solution of different
issues in Asia, Oceania, Africa, Central & South America, Middle East and Central Europe.
One of the goals of global cooperation is to realize a society where we can live together through
respecting the differences in nationality, race, gender, occupation or religion. We therefore value and
support civil societies and individuals who work for promoting inclusive societies.

Main Services
 Loan programs promotion adviser for governmental and international organizations
 ODA projects / programs formulation and consultation

Network people and knowledge to the future

 Support for SME on their Sustainable Development Goals (SDGs) projects

Membership Association and Supporting CSO
Project Management Institute (PMI)
Japan NGO Network on Disabilities (JANNET) (as supporting member）
Japan Association of Certified Social Workers (JACSW)
Center for the Advancement of Interpreting Skills (CAIS)
※ Both cooperate and individual memberships are shown

REDES INC.
Contact

Since 2011 (Incorporated in 2012)

TEL +81- 422-29-8278

FAX +81-422-29-8310

Email info@redes.jp
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人を結び
智慧を結び

Glance at our services

今を未来へ繋ぐ

活動紹介

国際協⼒と共⽣社会の推進をサポートします
ローンプログラム・アドバイザー

レデスは、途上国開発援助並びに社会調査のコンサルティング事務所として2011年に創業され

開発援助スキームの一つである有償資⾦協⼒への技術⽀援サービスです。ローンプロ

ました。以来、世界のさまざまな課題解決に寄与することを目指して、国内と大洋州、欧州、ア

グラムは主に5年から10年をかけて実施される大規模な社会経済・インフラ開発案件を

ジア、アフリカ、中南米、中東など世界各国を対象に活動しています。

特徴とします。アドバイザーのサービスでは、クラエイエントである被援助国の政府
が運営可能な事業スキームと適正貸付規模の検討・選定を⾏えるように⽀援するとと

国籍・⺠族・性別・職業・信仰・社化文化などのさまざまな違いを認め合い共に暮らす社会の
実現へ寄与することも弊社の目標の一つです。この趣旨からインクルーシブな共生社会の推進に
尽⼒する⽅々や市⺠団体を応援しています。

道路開発事業に従事するモザンビークの
国家道路庁(ANE)の皆さんと
(JICA 円借款実施促進業務）

もに、迅速な貸付実⾏や調達の助⾔を提供します。

能⼒強化セミナー

主なご提供サービス

米国PMIのPMBOK®による研修講師を務め、クライエント政府関係者が担う投資事業の

 政府機関・国際援助機関によるローンプログラムの実施促進アドバイザー
 政府開発援助（ODA）によるプロジェクト企画調査と調査コンサルティング
 中⼩・零細企業の海外ビジネス展開の企画⽀援と貿易実務サポート

マネジメントや調達業務の能⼒強化を図ります。(独)国際協⼒機構(JICA)による政府開
発援助(ODA)調達ガイドラインおよび国際コンサルティング･エンジニア連盟(FIDIC)
調達マニュアル双⽅についての知識を共有し、技術実践のための助⾔を提供します。

能⼒強化セミナーに参加したモザンビーク中央銀⾏
の⽅々と (JICA 円借款実施促進業務）

企画調査、案件形成コンサルティング
有償資⾦協⼒、無償資⾦協⼒、技術協⼒プロジェクト、中⼩企業SDGsビジネスの⽀援経
験と知識をもつ人材を、(独)国際協⼒機構(JICA)やアジア開発銀⾏(ADB)などの国際機
関へ派遣し、プロジェクトの企画、事業基本計画策定等を⽀援します。

マダガスカルの人気者レミュー
（JICA地⽅教育⾏政評価調査）

パプアニューギニアの美しい火山の島ラパウル
（JICA経済インフラ・社会基盤調査）

所属協会・支援団体

チリ(アリカ市)大津波で座礁した戦艦の跡から
歴史的大震災の激しさを推察する
（JICA防災調査）

カンボジアでの中⼩企業開発商品紹介セミナー
（JICA中⼩企業SDGsビジネス展開⽀援）
地雷被災者からリハビリ成果を伺う
（JICA平和構築プログラム評価調査）

米国 プロジェクト・マネジメント・インスティチュート (PMI)
障害分野NGO連絡会 (JANNET) (賛助会員）
日本社会福祉士会 (JACSW)
通訳技能向上センター(CAIS)

※法人所属とスタッフ所属の両⽅を記載しています。

オゾン層破壊の影響が懸念される南
米チリとアルゼンチンの
紫外線信号機 (JICA気候変動調査)

情報整備、社会調査、効果分析

ベツレヘムで聖⺟⼦画(⺟乳の聖⺟)を拝観
(JICA観光開発調査)

ODAの⽀援⽅向性分析や⽅針検討のための基礎情報の収集、より良い案件づくりとマ

ラオス教育⾏政の⽅々と戦略策定ワークショップ
(ADB, ICT in Secondary Education)

ネージメント改善のための協⼒効果モニタリング等のサービスを提供します。

会社情報

プロジェクトマネージメントや効果分析・モニタリングでは、PMBOK®やPCMなど国
際的に認定された手法を活用します。

社

名 ︓

株式会社レデス

REDES Inc.

代

表 ︓

⼩島

経

緯 ︓

2011年１⽉創業、2012年8⽉法人設⽴

海外情報収集・データ整理

資 本 ⾦ ︓

9,000,000円

世界各国の政策・経済・法制度・

取引銀⾏︓

三菱UFJ銀⾏

アクセス︓

東京都三鷹市

連 絡 先 :

Tel:0422-29-8278 FAX:0422-29-8310

孝⾏

パレスチナ・ジェニンでの農業経営視察
(JICA農業調査)

貿易情報やデータの収集・整理・
(JR中央・総武線、東⻄線直通 三鷹駅より徒歩5分）
Email: info@redes.jp

翻訳のサービスを提供します。
壮大な姿を⾒せる南アのケープタウン
（JICA水資源・上水道調査）

