Pacific Islands Centre
国際機関 太平洋諸島センター

Establishment

設立

Pacific Islands Centre (PIC, South Pacific Economic Exchange
Support Centre) was established on October 1, 1996, based on
“Agreement Establishing The South Pacific Economic Exchange
Support Centre” signed between the Government of Japan and
the Pacific Islands Forum. PIC aims to promote trade, investment
and tourism between the Forum Island Countries (FICs) and Japan. Pacific Islands Forum (established in 1971) consists of 14
Forum countries, 2 areas (French Polynesia and New Caledonia),
Australia, and New Zealand.

太平洋諸島センター（正式名称：南太平洋経済交流支援センター）は、日

Objectives
To promote trade between FICs and Japan
To promote the inflow of investment
from Japan to the FICs
To vitalise tourist traffic from Japan to the FICs

本国政府及び太平洋地域の国際機関である南太平洋フォーラム（現太平洋
諸島フォーラム）が「南太平洋経済交流支援センターの設立に関する協定」
に署名し、1996 年 10 月 1 日設立された国際機関です。日本とフォーラム
加盟島嶼国との間の貿易・投資・観光の促進を通じて、同島嶼国の経済的
発展を支援することを目的としています。太平洋諸島フォーラム（1971 年
発足）には、 太平洋島嶼国 14カ国（Forum Island Countries, FICs）
プラス2 地域（仏領ポリネシア、ニューカレドニア）
、及びオーストラリア、
ニュージーランドが加盟しています。

目的
太 平 洋 島 嶼 国と日本との間の貿 易を促 進
日本から太 平 洋 島 嶼 国への投 資の促 進
日本から太平洋島嶼国への観光客数の増加

Activities of Pacific Islands Centre
太平洋諸島センターの事業

Trade

PIC flexibly plan and conduct activities, responding to inquiries. PIC also joins Pacific Trade and Investment Network
whose offices are in Australia and New Zealand, enabling the
provision of more precise and reliable business information.

Investment

貿易
Promotion of
trade between
FICs and Japan
PIC collects and provides information on trade between the
Pacific islands and Japan.
PIC also offers businesses in
the Pacific Islands opportunities to introduce products to
Japanese markets, while assisting Japanese importers to
promote products in Japan.
PIC’s ‘Business Mission’, a
program in which Japanese
companies and organizations
visit the Pacific Islands, offers
participants opportunities to
reinforce existing businesses
or/and discover new business
chances through company
visits and networking sessions.

投資

太平洋島嶼国と
日本間の貿易の促進

To promote the
inflow of investment
from Japan to the FICs

太平洋島嶼国と日本間の貿易

PIC collects and provides information on business opportunities, aiming for the creation of employment and development of local industry in
the Pacific Island Countries
through interactions with the
Japanese private sector. PIC
also holds investment promotion seminars in collaboration
with investment- related Ministries and Institutions both in
Japan and the Pacific Islands.
PIC’s ‘Business Mission’, a
program in which Japanese
companies and organizations
visit the Pacific Islands, offers
participants opportunities to
reinforce existing businesses
or/and discover new business
chances through company
visits and networking sessions.

に関連した情報収集・発信を
実施しています。イベントの開
催などを通し日本への輸出を
希望する島嶼国企業へ商品ア
ピールの機会を提案すると同
時に、島嶼国から輸入を行う
日本企業の国内での商品 PR
を支援します。日本企業や関
連団体とともに島嶼国へ渡航
するプログラムである「経済
ミッション」では、企業訪問や
マッチング等を開催し既存ビ
ジネス強化及び新規ビジネス
開拓の機会を提供しています。

日本から
太平洋島嶼国への
投資促進
日本の民間部門との交流を通
じた地元の雇用機会創出と産
業の成長を目指し、太平洋島
嶼国のビジネスチャンスに関連
した情 報 収 集・発 信を行い、
また、国内外の投資関連省庁
などと協 力し投 資 促 進 セミ
ナー等も開催しています。 日
本企業や関連団体とともに島
嶼国へ渡航するプログラムで
ある「経済ミッション」では、
企業訪問やマッチング等を開
催し既存ビジネス強化及び新
規ビジネス開拓の機会を提供
しています。

PICではお問い合わせに応じ様々な事業をフレキシブル
に企画・実施します。またオーストラリアやニュージーラ
ンド な ど に 拠 点 を も つ Pacific Trade and Invest
（PT&I）ネットワークに参加し、正確で信頼性の高いビ
ジネス情報をご提供しています。

Tourism

観光
To vitalise
tourist traffic from
Japan to the FICs
PIC strives to collect and provide information regarding
tourism in the Pacific Islands.
Guidebooks covering overviews of 14 countries are used
on various occasions by the
Embassies of the Pacific Island
Countries in Japan and tourism agencies. PIC also holds
continuous discussions with
national tourism organizations
in each country and International Organizations such as
Pacific Tourism Organisation
(PTO) to introduce the appeals
of the beautiful Pacific Islands.

日本から
太平洋島嶼国への
観光誘致
PICは、太平洋島各国の観光
情報収集・発信に努めていま

Pacific Islanders Club Meeting
Pacific Islanders Club provides people working in the Pacific Islands with opportunities to expand networks regardless of the
business field or title for strengthening cooperative relationships
between Pacific Island Countries and Japan. PIC functions as a
Secretariat for this Club, and annually holds the ‘Pacific Islanders Club Meeting’. The meeting invites experts to talk on various
themes in the Pacific Islands. Anyone interested in economic
exchange and friendship between the Pacific Islands and Japan
is welcomed to join.

PIC アイランダーズクラブ
懇談会
パシフィック

Pacific Islanders Clubとは、日本と太平洋島嶼国との仕事に
携わる人々が所属組織や肩書きに関係なく、太平洋島嶼国との
協力関係の強化を目的として結成された団体です。太平洋諸島
センター はPacific Islanders Club の 事 務 局 を 担って おり、
「Pacific Islanders Club 懇談会」を毎年開催しています。懇談
会では有識者を招き、太平洋島嶼国に関する様々なテーマについ
て最新のお話を伺います。太平洋島嶼国との経済交流、友好・
親善に関心のある方ならどなたでもご参加いただけます。

す。14カ国のガイドブックは、
各国の概要等がまとめられて
おり、駐日各国大使館や旅行
会 社 のイベントなど 幅 広 い
シーンで利用されています。ま
た、各国の政府観光局、南太
平洋観光機構（PTO）をはじ
めとした国際機関と協力しつ
つ、太平洋の島々の魅力を発

Pacific Islands Leaders Meeting
Since the first Pacific Islands Leaders Meeting (PALM) was held
in 1997 to strengthen relationships between Japan and the Pacific Islands, top-level meetings are held in Japan once in every
three years to seek solutions to address various issues the Pacific Islands are facing.

信するための交流、協議を実
施しています。

太平洋・島サミット
太平洋・島サミットは、日本が太平洋島嶼国との関係を強化する
目的で 1997 年に初めて開催されました。以後、太平洋島嶼国
の直面する様々な課題についての解決策を探るため、首脳レベル
での議論が 3 年毎に日本で開催されています。

Republic of Palau

Federated States of
Micronesia

Republic of Nauru

パラオ共和国

ミクロネシア連邦

ナウル共和国

Land area, the number of islands : 460km2, about 340
Population : 17,907 Capital : Melekeok
Major Language(s) : Palauan, English
Currency : US dollar

Land area, the number of islands : 700km2, about 607
Population : 112,640 Capital : Palikir (Pohnpei)
Major Language(s) : English and 8 local languages
Currency : US dollar

Land area, the number of islands : 20km2, 1
Population : 12,704 Capital : Yaren
Major Language(s) : Nauruan, English
Currency : Australian dollar

面積、島数：460km2、約 340 島
人口：17,907 人 首都：マルキョク
主な言語：パラオ語、英語 通貨：米ドル

面積、島数：700km2、約 607 島
人口：112,640 人 首都：パリキール（ポンペイ州）
主な言語：英語、8 つの現地語 通貨：米ドル

面積、島数：20km2、全 1 島
人口：12,704 人 首都：ヤレン
主な言語：ナウル語、英語 通貨：豪ドル

マーシャル諸島共和国
Republic of the
Marshall Islands

The
Forum Island
Countries

パラオ共和国
Republic of
Palau

太平洋諸島フォーラム加盟島嶼国

ミクロネシア連邦

Federated States of Micronesia

パプアニューギニア独立国
Independent State of
Papua New Guinea

ナウル共和国

Republic of Nauru

ソロモン諸島

Solomon Islands

Independent State of
Papua New Guinea

パプアニューギニア
独立国
Land area, the number of islands : 452,860km2, about 600
Population : 8,606,316 Capital : Port Moresby
Major Language(s) : English, Pidgin English,
Motu languages etc. Currency : Kina, Toea

バヌアツ共和国

Republic of Vanuatu

面積、
島数：452,860km2、約 600 島
人口：8,606,316 人 首都：ポートモレスビー
主な言語：英語、ピジン英語、モツ語等
通貨：キナ、トヤ

ニューカレドニア
New Caledonia

Solomon Islands

Republic of Vanuatu

Republic of Fiji

ソロモン諸島

バヌアツ共和国

フィジー共和国

Land area, the number of islands : 27,990km2,
about 6 (and more than 900 small islands) Population : 652,858
Capital : Honiara Major Language(s) : English, Pidgin language
Currency : Solomon Islands dollar

Land area, the number of islands : 12,190km2, 83
Population : 292,680 Capital : Port Vila
Major Language(s) : Bislama, English, French
Currency : Vanuatu vatu

Land area, the number of islands : 18,270km2, about 330
Population : 883,483 Capital : Suva
Major Language(s) : English, Fijian, Hindi
Currency : Fiji dollar

面積、
島数：27,990km2、約 6 島（小島が 900 以上）
人口：652,858 人 首都：ホニアラ
主な言語：英語、ピジン語 通貨：ソロモンドル

面積、島数：12,190km2、全 83 島
人口：292,680 人 首都：ポートビラ
主な言語：ビスラマ語、英語、仏語 通貨：バツ

面積、島数：18,270km2、約 330 島
人口：883,483 人 首都：スバ
主な言語：英語、
フィジー語、
ヒンディー語 通貨：フィジードル

Republic of the
Marshall Islands

ミクロネシア

Republic of Kiribati

マーシャル諸島
共和国

キリバス共和国

Land area, the number of islands : 180km2, about 29
Population : 58,413 Capital : Majuro
Major Language(s) : Marshallese, English
Currency : US dollar

Land area, the number of islands : 810km2, about 33
Population : 115,847 Capital : Tarawa
Major Language(s) : Kiribati, English
Currency : Australian dollar

面積、
島数：180km2、約 29 島
人口：58,413 人 首都：マジュロ
主な言語：マーシャル語、英語 通貨：米ドル

面積、島数：810km2、約 33 島
人口：115,847 人 首都：タラワ
主な言語：キリバス語、英語 通貨：豪ドル

Micronesia

メラネシア

Melanesia

ポリネシア

Polynesia

＊ PICの活動対象先14カ国を掲載
PIC is covering 14 countries as activity area

日付変更線

Cook Islands

クック諸島
Land area, the number of islands : 240km2, 15
Population : 18,101 Capital : Avarua
Major Language(s) : Cook Islands Maori, English
Currency : New Zealand dollar

キリバス共和国

Republic of Kiribati

面積、島数：240km2、全 15 島 人口：18,101 人
首都：アバルア 主な言語：クック諸島マオリ語、英語
通貨：ニュージーランドドル

ツバル
Tuvalu

サモア独立国

フランス領
ポリネシア

Independent
State of Samoa

French Polynesia

クック諸島

Cook Islands

トンガ王国
フィジー共和国
Republic of Fiji

Kingdom of
Tonga

タヒチ

ニウエ

Tahiti

Niue

Niue

ニウエ
Land area, the number of islands : 259km2, 1
Population : 1,734 Capital : Alofi
Major Language(s) : Niuean, English
Currency : New Zealand dollar

面積、島数：259km2、全 1 島 人口：1,734 人
首都：アロフィ 主な言語：ニウエ語、英語
通貨：ニュージーランドドル

Tuvalu

Independent State of Samoa

Kingdom of Tonga

ツバル

サモア独立国

トンガ王国

Land area, the number of islands : 30km2, 9
Population : 11,508 Capital : Funafuti
Major Language(s) : English, Tuvaluan
Currency : Australian dollar

Land area, the number of islands : 2,830km2, 10
Population : 196,130 Capital :Apia
Major Language(s) : Samoan, English
Currency : Samoan Tala

Land area, the number of islands : 720km2, 169
Population : 103,197 Capital : Nuku’alofa
Major Language(s) : Tongan, English
Currency : Pa’anga

面積、
島数：30km2、全 9 島
人口：11,508 人 首都：フナフチ
主な言語：英語、ツバル語 通貨：豪ドル

面積、島数：2,830km2、全 10 島
人口：196,130 人 首都：アピア
主な言語：サモア語、英語 通貨：サモア・タラ

面積、島数：720km2、全 169 島
人口：103,197 人 首都：ヌクアロファ
主な言語：トンガ語、英語 通貨：パ・アンガ

Pacific Islands Centre

(South Pacific Economic Exchange Support Centre)

Address

Shikonkan 1F 3-22-14 Kanda-Ogawamachi,
Chiyodaku, Tokyo, 101-0052, Japan

Tel

03-5259-8419

Fax

03-5259-8429

Email

info@pic.or.jp

Hours

9:00~17:00 (Office closes during weekends and Holidays)

URL

https://www.pic.or.jp

Access

From Ochaomizu Station (JR, Marunouchi Line)
5-min walk from the Ochanomizu Bashi Exit
From Jinbocho Station (Toei Shinjuku Line, Toei Mita Line, Hanzomon Line)
5-min walk from the A5 Exit
From Shin-Ochanomizu Station (Chiyoda Line)
5-min walk from the B3b Exit
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（南太平洋経済交流支援センター）

交通

JR・丸ノ内線 御茶ノ水駅
御茶ノ水橋口より徒歩 5 分

Shin-Ochanomizu Sta.
Ochaomizu
Elementary School

Toei Shinjuku Line,
Toei Mita Line,
Hanzomon Line
Jinbocho Sta.

Nichidai Hosupital

Meiji
University

PIC
B3b Exit

A5 Exit
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千代田線 新御茶ノ水駅（都営新宿線 小川町駅）
B3b 出口より徒歩 5 分

Hilltop Hotel

zo

都営新宿線・都営三田線・半蔵門線 神保町駅
A5 出口より徒歩 5 分

e

https://www.pic.or.jp
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9:00 〜 17:00（土・日、祝日、年末年始は休業）
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電話

Ochanomizu Bashi Exit

Mit

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町 3-22-14
明治大学 紫紺館 1 階

i
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住所

Marunouchi Line
Ochaomizu Sta.

