
カンボジア日本人材開発センター（CJCC）日本留学・大学間交流サービス 

 

 メニュー 日程 料金 (USD) 詳細 

1 
カスタマイズサービス 

（ウェブサイトサービ

ス） 

随時 

・オプション 1 

600 ドル 

 

・オプション 2 

400 ドル 

 

・オプション 3 

200 ドル 

・CJCC が管理するウェブサイト「Study in Japan for Cambodia」

（https://www.studyinjapan-cambodia.com/）や SNS 上での大学紹介 PR 等をカスタ

マイズで対応いたします。 

 

・以下の３種類の支援メニューがあります。 

 オプション１ オプション２ オプション３ 

ウェブサイト 

「Study in Japan 

for Cambodia」上で

の PR 

各大学個別に専用ページを持つことが

でき、1年間そのページを使った大学

PR が可能です。 

− 

Facebook・ 

Telegram への PR 投

稿 

10 回/1 年 5 回/1 年 5 回/半年 

CJCC 施設内 

パンフレット設置 

 

1 年間 

 

− 

料金 600 ドル 400 ドル 200 ドル 

※より詳細な情報は、P.3 以降の「カスタマイズサービス」の資料をご覧ください。 

2 

カスタマイズサービス 

（個別留学フェア・説

明会サービス） 

 

随時 応相談 

・対面（学校訪問やセミナー開催）、またはオンラインイベント（ウェビナー）をカ

スタマイズで実施支援いたします。 

 

・以下の３種類の支援メニューがあります。料金はメニューによって応相談いたしま

す。 

 イベント前支援 
訪問先学校の選定、連絡 

ポスター作成や告知等 

イベント中支援 
イベント中の司会進行等 

イベント後支援 
イベント報告書作成等 

パッケージ１ ◯   

パッケージ２ ◯ ◯  

パッケージ３ ◯ ◯ ◯ 

※より詳細な情報は、P.3 以降の「カスタマイズサービス」の資料をご覧ください。 



3 スタディーツアー受入

サービス 
随時 

サービス内容に

応じて見積もり 
スタディーツアーでのプログラム実施のための会場準備、交流活動のためのカンボジ

ア人参加者の募集、各種業務手配等のサポートをいたします。 

4 日本留学派遣前研修サ

ービス 
随時 応相談 

日本に留学するカンボジア人学生に対して、日本語と日本の生活習慣に関する研修を

実施いたします。 

5 ホール・セミナールー

ムのレンタルサービス 
随時 有料 

・午前、午後、夕方(夜)をそれぞれ 1単位として料金を設定しています。セミナール

ームの収容人数は 20〜120 人、ホールは最大 450 人収容可能です。料金は部屋の大き

さによって異なるため、詳細はお問い合わせください。（新型コロナウイルスの流行

状況に伴う政府の方針によって収容人数が変更になる場合があります。） 

・オンライン会議システムを使ったハイブリッドでのイベント開催も可能です。 

 



 

 www.cjcc.edu.kh 
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カンボジア日本人材開発センター 

教育・文化交流事業 
カスタマイズサービス 

教育・文化交流事業は、カンボジア日本人材開発センター(以下 CJCC)の日本語、文化部門の

チームです。このチームは、文化や教育の活動を通してカンボジアと日本双方の関係の促進・強化

を目標に設立されました。この資料は、主にカスタマイズサービス全体で教育活動を促進するため

の方法や手順についての説明となっております。サービスの利用をご希望される場合はご遠慮なく

ご相談ください。 

I.  PR ツール 

PR ツールは、インターネット上と対面の 2 種類があります。インターネット上のツールとし

ては、CJCC-Culture の Facebook、テレグラムチャンネル・グループ、そしてウェブサイトを使用

しております。一方で、対面のツールとしては、CJCC にある留学フェアコーナーやウェブサイト

ブース、図書館があります。これらのツールは、顧客や日本の大学、機関を宣伝する教育・文化交

流事業の最も重要な要素です。それぞれの詳細は以下をご覧ください。 

1.“Study in Japan for Cambodia”のウェブサイト 

  “Study in Japan for Cambodia”のウェブサイトはオンラインコンサルタントの機能を持つ情報

プラットフォームです。このウェブサイトで会員登録を行い会員になると、電子会報を受け取るこ

とが出来るだけではなくウェブサイトの管理者と直接連絡を取り日本への留学について質問するこ

とが出来ます。 

   ・ウェブサイトに訪れた人：6,545名（増加中） 

   ・ウェブサイトメンバー：427名（増加中） 

   ・URL: https://www.studyinjapan-cambodia.com/  

 

 

 

http://www.cjcc.edu.kh/
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2. CJCC-Culture Facebook ページ 

 この Facebook ページでは教育・文化交流事業のすべての活動を紹介しています。カンボジア

と日本の文化イベント、教育情報、日本の提携大学・機関などをご覧になれます。 

   ・フォロワー：8,185（増加中）    

・いいね：6,700（増加中） 

    ・URL: https://www.facebook.com/CJCCCulture 

3. テレグラムチャンネル・グループ 

 テレグラムはカンボジアで広く利用されているチャットアプリです。このツールには、チャ

ンネルとグループの 2 種類があり、どちらも教育に関係する情報の共有をしています。テレグラム

チャンネルでは登録者は投稿を見てコメントすることができ、テレグラムグループではメンバーが

管理者と直接連絡を取ることが出来ます。 

   ・テレグラムチャンネル：Study in Japan Cambodia：登録者数 1,049名（増加中） 

    https://t.me/studyinjapanforcambodia 

   ・テレグラムグループ：Study in Japan Information Club：メンバー数 1,132名（増加中） 

    https://t.me/onlinestudyinjapanfair2020 

4. 留学フェアコーナー・ウェブサイトブース 

CJCCの日本留学情報コーナー及び CJCCのウェブサイトブースは対面の PRツールです。日

本の提携大学・機関の広報資料を掲示・宣伝しており、CJCC に訪れた人は掲示されている資料を

無料で手にすることが出来ます。 
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II. 教育・文化交流事業のカスタマイズサービス 

カスタマイズサービスには、教育・文化事業が顧客や日本の提携大学・機関に提供する 2 つの

主要な宣伝サービスが含まれます。それらは、ウェブサイトサービスとハイブリット教育カスタマ

イズサービスです。 

1. ウェブサイトサービス 

ウェブサイトサービスは、教育・文化交流事業が顧客と提携大学・機関に提供する 3 つの代替

サービスを含むオンラインプロモーションとなります。オプションサービスとその詳細につきまし

ては下記をご覧ください。 

オプション 1 オプション 2 オプション 3 

• 大学・機関個々のページの

12か月間保有権（大学・

機関の代表者が管理してく

ださい。） 

• 最新ニュース、今後のイベ

ント、電子会報のそれぞれ

のページでの宣伝(2回)  

• CJCC-Culture Facebookと

テレグラムチャンネルにて

投稿(10回)  

• CJCCでの PR資料の掲示 

• 大学・機関個々のページ

を 12か月間保有権（大

学・機関の代表者が管理

してください。） 

• 最新ニュース、今後のイ

ベント、電子会報、それ

ぞれのページでの宣伝(1

回) 

• CJCC-Culture Facebookと

テレグラムチャンネルにて

投稿(5回)  

• CJCCでの PR資料の掲示 

• 最新ニュース、今後のイベ

ント、電子会報、それぞれ

のページでの宣伝(1回)  

• CJCC-Culture Facebookと

テレグラムチャンネルにて

投稿(5回)  

• CJCCでの PR資料の掲示 

• これは 6か月間のサービス

です。（サービス契約にサ

インしてから 6か月間で

す。） 

価格：600米ドル 価格：400米ドル 価格：200米ドル 

備考：オプション 1と 2は、サービス契約にサインしてから 12か月間のサービスです。（準備期間

も含みます。） 
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2. ハイブリット教育カスタマイズサービス 

ハイブリット教育カスタマイズサービスは様々なオプションが含まれます。オンラインウェビ

ナーと CJCC でのセミナー、及びオフラインサービスとしてカンボジアの学校訪問です。日本の大

学・機関は、宣伝方法としてどちらか一方を使用する事も両方使用する事もできます。このサービ

スには 3つのパッケージがあります。 

パッケージ 1 パッケージ 2 パッケージ 3 

イベント前の円滑化と準備 

 

• 対象となる学校、聴衆への

連絡 

• ポスターデザイン 

• CJCCの SNSでの PR 

イベント前、イベント中の円

滑化と準備 

• 対象となる学校、聴衆への

連絡 

• ポスターデザイン 

• CJCCの SNSでの PR 

• イベント中の司会進行

（CJCCの ZOOM使用） 

• イベント前のリマインド

（メール、電話、テレグラ

ムを使用） 

イベント前、イベント中、イ

ベント後の円滑化と準備 

• 対象となる学校、聴衆へ

の連絡 

• ポスターデザイン 

• CJCCの SNSでの PR 

• イベント中の司会進行 

• イベント前のリマインド

（メール、電話、テレグ

ラムを使用） 

• イベント後のアンケー

ト、レポートの作成 

 

 

備考：上記のサービスとは別に、毎年、日本の教育や大学を紹介する“Study-in-Japan Fair”と呼ば

れる教育イベントがあります。“Study-in-Japan Fair”のサービス内容は状況によって毎年変更され

ます。“Study-in-Japan Fair”の詳細については以下の URLをご覧ください。 

https://www.studyinjapan-cambodia.com/study-in-japan-fair 
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III. お問い合わせ先 

1.ウェブサイトサービス 

  Ms. Yem Polin:  yem.polin@cjcc.edu.kh & culture@cjcc.edu.kh 

2. ハイブリット教育カスタマイズサービス 

  Ms. Soung Sivon: soung.sivon@cjcc.edu.kh & culture@cjcc.edu.kh 

3. その他のサービス 

  culture@cjcc.edu.kh（教育・文化交流事業のメールアドレスです） 

http://www.cjcc.edu.kh/
mailto:yem.polin@cjcc.edu.kh
mailto:culture@cjcc.edu.kh
mailto:soung.sivon@cjcc.edu.kh
mailto:culture@cjcc.edu.kh

