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泊さんは、卒業後は三井住友銀行に就職し、日本橋営業第部署で法人営業

を担当されました。丸 3年の法人営業後、貴重な出会いがあり、2011年にカ

ンボジアで新しい会社を起業されました。「衣食住遊職のリアルビジネスを

通して日本とアジアの架け橋となる」というミッションを掲げ、「TriAsia 
Group」を創業し、飲食業やサッカー事業、建設業などの計 10にものぼる

事業を通してミッションの実現を目指しています。現在は日カン工務店とい

う建設事業の営業担当をしているそうです。 

泊傑（とまりすぐる）さん 2009.APM 

IN Cambodia 

 

オフィスビルなどの企画建設、最近では高速道路の拡張・改修工事などの

土木工事も請負い、国家プロジェクト級の案件にも携わっているそうです。

今後も日カン工務店として案件の拡大を図るとともに、積極的に新規事業に

取り組みカンボジア国民から愛される企業を目指しているということです！ 
 

Mr.Tomari is started to work at M itsubishi Sumitomo Bank after he graduated from 
APU.Three years later, he started to build his own business;”TriAsia Group” In Cambodia. 
The concept of his business is “to build a good relation between Japan and other Asia 
countries”. At the moment, he is in charge of whichi Japanese Construction Company in 
Cambodia which provides Japanese quality construction service. The goal is no make his 

own business become more popular among the people in Cambodia. 

Connecting alumni with FLAG RELAY/ 
校友をひとつにつなぐ旗リレー!! 

As a part of Alumni Association’s 10th Anniversary projects, a flag has been 
traveling around the world for The Flag Relay, in which a 8mx1.2m flag has 
traveled 12 countries covering 20 chapters. The Flag has been filled up by so 
many messages already written by our alumni all over the world and 
connecting them together. You may find the messages written by the alumni 
you know and feel Natsukashii. The Flag will come back to APU in 
November for the 10th Anniversary Finale/Annual Meeting which will be 
held together with Tenkusai (Nov.1-2) after traveling to a few more chapters.  
The photos were taken at Hanoi Chapter on July 13. 
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福田さんは 2012年までインドネシアの Bina Komunika Asiatama社で記者として

働いたのち、ＡＰＵ卒業生の Vera Wedyaningsihさん、Felix Ardiantoさんと若者に

日本語を教える学校 IkuZo!の設立に携わりました。当初は記者の仕事もしていま

したが、現在では新聞社を退社しジャカルタでフルで IkuZo!の業務を行ってい

らっしゃるそうです。 
大学で学んだことは福田さんの人格の基礎の一部となっており APU の“とりあえ

ずやってみよう”という精神が現在の福田さんを動かす一つの要因となっていま

す。福田さんが「日本では、やらない理由をつけてまわる人が多いように感じま

す。挑戦しないところに発展はありえません。」という言葉は私を含め何か一歩を

踏み出す勇気がでない多くの APU 生にとって背中を押してくれる言葉ではないで

しょうか。 

現在にいたるまでを振り返る中で楽しいと思うことを選んできた、という福田さ

ん。「日本で働いている人の方がよほどすごいです。私は楽しいと思うことを選ん

でいるだけで、選択肢があって悩んだら、楽しそうな方を選ぶ。それでその感情に

よる選択を前提にして、どう生きていくかを理性で考える。」このような言葉を社

会にでた後に堂々といえる人こそ在校生が憧れる人物像なのではないでしょうか。 

福田健太郎さん 2004. APS IN Indonesia 

We appreciate your information 
The "Gazette" is issued by the APU Alumni Association. 
The Editorial Committee consists of office staff and members of Loop.A.S. 
(Student leg of Alumni Association).  We kindly ask your cooperation sharing 
with us information concerning alumni, which you have.  
Contact: APU Alumni Secretariat (Admissions Office: Alumni Affairs) 
 
 

起業家ネットワーク/Entrepreneurs Network 
 
校友会では起業を目指す校友たちの集まりである「起業家ネットワーク」を支援してい

ます。東京・早稲田で校友の前田さんが経営する「あんとれボックス」に月１回程度集

まり、起業に関する情報交換や勉強会を行っています。先日も第 15 回の集まりを開催

し、約 10 名が集まったそうです。校友会では起業家だけではなく、例えば

NPO/NGO、行政関連、教育関連、業種別などで、目指すものを同じくする校友たちの

ネットワークづくりを支援して行きます。 
Alumni Association is supporting the Entrepreneurs Network 
in which alumni who have entrepreneur mind.  The members 
get together once a month at “Entre Box” in Waseda, Tokyo, 
which is run by an alumni, Mr.Maeda. 
Association supports alumni’s effort to develop networking in 
not only entrepreneurs but also other communities as 

NPO/NGO, public officials, education sectors and industries. 

 

~What’s up~ 
 

July 
26 Beach Volley 
Ball in Fukuoka 

August 
2-3 Chapter 
Leaders Meeting in 
Seoul 
16  10th Anniversary 
Event at Shanghai 
Chapter 


