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中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）東北本部は、海外への販路開拓を目指す東北６県

の食品関連分野の中小企業者と、海外バイヤーとのマッチングを支援する「東北食品輸出オンライン商談

会」を 9月 16日（水曜）～18日（金曜）の期間で開催します。 

 

■新型コロナウイルス感染拡大下におけるオンライン商談への期待 

新型コロナウイルスの感染拡大により各国の見本市・商談会が中止・延期となるなかで、新たなマッチ

ングの場として、オンライン商談会への期待が高まっています。 

これまでコスト負担の大きい海外現地での見本市・商談会等に参加できなかった日本企業にとっても、

オンライン商談会は自社・自宅にいながら、移動コストをかけずに海外バイヤーとの商談を行えるメリット

があり、新たに海外へのビジネスを拡げる大きなチャンスともなります。 

また、海外バイヤーも、健康志向の上昇や中食・自炊等の増加など、現地のニーズ変化に応える新た

な商材を求めており、日本企業に対する期待も高まっています。 

本商談会では、そうした日本の食品・飲料等を求める東アジア・東南アジア諸国に販路を有するバイヤ

ーとの商談機会を提供することで、東北地域の食品等の輸出促進を目指します。 

 

■商談準備から商談時のサポート、フォローアップまで一貫した支援を提供 

オンラインでの商談は、コストを節約しながら海外へのビジネスチャンスを広げる有効な方法になります

が、対面でのコミュニケーションができない分、しっかりとした準備、プレゼン（効果的な商品の訴求）が重

要になります。 

本商談会では、海外ビジネスおよび食品輸出の支援経験豊富な中小機構の専門家が商談会前の準

備からサポートし、商談の同席、商談後のフォローアップまで一貫した支援を提供する他、商談時には英

語での通訳スタッフ等も配置いたします。 

海外バイヤーとの商談経験のない企業も安心して商談に臨めるサポート体制となっています。 

 

■開催・募集概要 

1. 開 催 日：2020年 9月 16日（水曜）～18日（金曜）※14日、15日を開催予備日とします。 

        各日 11時 00分～18時 30分頃（日本時間） 

2. 対 象 者：東北 6県に事業所を有する食品関連の商品を取り扱う中小企業・小規模事業者 

        ※ウェブ会議システムにてビデオ会議が利用可能な環境を有する者。 

3. バイヤー：東アジア、東南アジアに販路を有する商社等 13社程度（詳細は別紙参照） 

 コロナ禍をチャンスに転換し、海外への販路開拓にチャレンジしませんか！ 

「東北食品輸出オンライン商談会」 

参加者募集のご案内 



4. 商談方法：参加者各自の PCより Microsoft Teams等のウェブ会議システムに接続し商談を実施。 

5. 商談時間：１商談あたり 40分程度（予定） 

6. 参 加 費：無料（通信費、サンプル提供に係る費用は参加企業のご負担となります） 

7. 応募締切：2020年 7月 30日（木曜）12時 00分 

8. 応募方法：以下、ウェブページから参加申込書をダウンロードのうえ必要事項をご記入し、事務局あて

にメールで送信して下さい。 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/favgos000000ouhu.html 

9. 主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部 

後援：ジェトロ仙台 貿易情報センター、仙台市、東北経済産業局、宮城県 

協力：株式会社七十七銀行、東北・食文化輸出推進事業協同組合、みやぎ・せんだい連携会議 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として、全国の中小企業・小規模事業者

への支援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。生産性向上や事業承継など様々な課題を抱

える中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業引継ぎ、その他経営面での助言、情報提

供、震災復興支援、共済制度及びファンドを通じた資金提供など多様な支援を実施しています。 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 東北本部 

企業支援部企業支援課（担当者：古来） 

住所：宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 6階 

電話：022-716-1751（ダイヤルイン） 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/favgos000000ouhu.html


自社・自宅から海外バイヤーと商談可能

〇募集対象企業

東北6県にて食品・飲料等の
生産・加工を行っている

中小企業者

応募締切：7月30日（木）12時

東北食品輸出オンライン商談会

参加企業募集

TOHOKU Food & Beverage Online Business Matching

〇開催日程・時間

2020年9月16日～18日

各日11時～18時予定

〇参加費

無料

※通信費やサンプル送付に係る経
費は参加企業の負担となります）

ウェブ会議システムを利用することで、移動コストをかけず、
日本にいながら海外販路開拓へチャレンジできます。

海外ビジネスに精通した専門家による支援！

商談の準備や海外バイヤーとの商談のノウハウ、輸出手続きなど、
海外販路開拓成功に向けて専門家が無料で支援します。
また必要に応じ商談にも同席し、効果的な商談をサポートします。

通訳可能なスタッフが皆さまの商談をサポート

商談時には、英語通訳可能なスタッフ等を無料で配置します。

この度、中小機構東北本部では、日本の食品・飲料等に関心を持つ海外バイ

ヤーと東北地方の中小企業者とのオンライン商談会を開催いたします。

新型コロナウイルスの影響から海外渡航が困難な中で海外販路を開拓・拡大す

るチャンスとなりますので、皆さまからのご応募をお待ちしております。

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部 後援：東北経済産業局、宮城県、仙台市、ジェトロ仙台

協力：株式会社七十七銀行、東北・食文化輸出推進事業協同組合、みやぎ・せんだい連携会議



バイヤー名
業
態

拠点 商圏国・地域 関心のある商品
日本語
対応

Rosen International
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポールはじめ東南アジア
食品・飲料全般

（健康志向の高いもの）

kokonoE Pte. Ltd.
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポール、中国、香港
食品・飲料・酒全般

（農産物・畜産物含む）
〇

Mamami Shoppe
輸入
商社

マレー
シア

マレーシア、シンガポール
カンボジア

オーガニック商品、粉末ドリ
ンク、冷凍甘味など

Grand Brands (M) Sdn. 
Bhd.

輸入
商社

マレー
シア

マレーシア
（免税地区等含む）

洋酒・果実酒・薬用酒
ワイン・ウイスキー

JTA Trading Co., Ltd
輸入
商社

タイ タイはじめ東南アジア
冷凍品を除く、
食品・飲料全般

DAISHIN TRADING
CO.,LTD.

輸入
商社

カンボ
ジア

カンボジア
調味料・畜産物・海産物

菓子・特産物など
〇

TAI DONG GO 
TREASURE LIMITED

輸入
商社

香港 香港
全ての種類の

スナック・飲料品

皐月有限公司
輸入
商社

香港 香港・マカオ
常温調味料、海藻昆布などの

乾物類
〇

日商寬榮國際行銷股份有
限公司台灣分公司

輸入
商社

台湾 台湾、香港 乾物、飲料、生鮮、加工食品 〇

稲村餐飲顧問有限公司
輸入
商社

台湾 台湾 日本酒、調味料、加工食品 〇

オーシャン貿易株式会社
輸出
商社

日本 ベトナム 海産物・鮮魚類 〇

株式会社 竹商
輸出
商社

日本
台湾、香港、マレーシア、シンガ
ポール、インドネシア、アメリカ

海産物・加工食品・酒類 〇

株式会社大井山本商店
輸出
商社

日本
タイ、フィリピン、香港、シンガ

ポール、中東
食品・飲料全般 〇

〇参加候補バイヤー 一覧

お問合せ先：東北食品輸出オンライン商談会事務局
（中小機構東北本部内）
電話：022-716-1751

メール：tohoku-kokusai@smrj.go.jp

詳細はこちら
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/

中小機構東北 イベント 検索

※バイヤーの追加、情報更新等がある場合は、7月17日までに公募ウェブページにてお知らせする予定です。

〇スケジュール（予定）

7月30日（木）：参加申込〆切

8月上旬 ：バイヤー審査

8月中旬 ：採択通知（商談会予定案内）

9月16日～18日：商談会当日（14日、15日を開催予備日とします）

※開催前にウェブ会議システムの
接続テストを行います。

※スケジュールは、予告なく
変更となる場合があります。

07.08版

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/


東北食品輸出オンライン商談会

参加候補バイヤープロフィールシート

TOHOKU Food & Beverage Online Business Matching

2020年7月8日時点
初版

N
o,

バイヤー名 業態 拠点 商圏国・地域 関心のある商品
日本語
対応

１ Rosen International
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポールはじめ東
南アジア

食品・飲料全般
（健康志向の高いもの）

２ kokonoE Pte. Ltd.
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポール、中国、
香港

食品・飲料・酒全般
（農産物・畜産物含む）

〇

３ Mamami Shoppe
輸入
商社

マレー
シア

マレーシア、シンガ
ポール

カンボジア

オーガニック商品、粉末ドリン
ク、冷凍甘味など

４
Grand Brands (M) 

Sdn. Bhd.
輸入
商社

マレー
シア

マレーシア
（免税地区等含む）

洋酒・果実酒・薬用酒
ワイン・ウイスキー

5 JTA Trading Co., Ltd
輸入
商社

タイ タイはじめ東南アジア
冷凍品を除く、
食品・飲料全般

6
DAISHIN TRADING

CO.,LTD.
輸入
商社

カンボ
ジア

カンボジア
調味料・畜産物・海産物

菓子・特産物など
〇

7
TAI DONG GO 

TREASURE LIMITED
輸入
商社

香港 香港
スナック、缶詰、乾麺

飲料など

8 皐月有限公司
輸入
商社

香港 香港・マカオ
常温調味料、海藻昆布などの乾

物類
〇

9
日商寬榮國際行銷股份
有限公司台灣分公司

輸入
商社

台湾 台湾、香港 乾物、飲料、生鮮、加工食品 〇

1
0

稲村餐飲顧問有限公司
輸入
商社

台湾 台湾 日本酒、調味料、加工食品 〇

1
1

オーシャン貿易
株式会社

輸出
商社

日本 ベトナムなど 海産物・鮮魚類 〇

1
2

株式会社 竹商
輸出
商社

日本
台湾、香港、マレーシ
ア、シンガポール、イ
ンドネシア、アメリカ

海産物・加工食品・酒類 〇

1
3

株式会社大井山本商店
輸出
商社

日本
タイ、フィリピン、香
港、シンガポール、

中東
食品・飲料全般 〇

※バイヤーの追加、情報の更新を行った場合には、公募ウェブページにてお知らせします。
※情報の更新等は7月17日までに行う予定です。

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/favgos000000ouhu.html

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/favgos000000ouhu.html


バイヤープロフィール

社名 Rosen International (S) PTE LTD

webページ https://www.roseninternational.com/

業態 輸入・卸売業・小売業

商圏国・地域 東南アジア, 中国, 韓国, 日本

主要取扱品目 食料品及び飲料品全般（温度帯不問）

主要販売先（業態） ケータリング、小売業、レストラン、空港ラウンジなど

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要 健康的なライフスタイル商品の輸入・卸売など

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ

食品・飲料全般（菓子の原料なども）
健康志向の高い商品、オーガニック商品
少量での取引が可能な商品
消費期限の長い商品

取扱不可品目・カテゴリ 肉類

メーカーに期待すること
求める商品について

日本企業と直接のビジネスを望んでおります。
新型コロナウィルスの感染拡大により、シンガポールの需要も大きく変わ
ろうとしています（デリバリー需要の増加）。
我々としても、新たな需要に応えるべく、幅広く日本の良い商品との出会
いを期待しています。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOBまたはCIF

商談時に必要な資料・情報
原材料、消費期限、最低ロット、参考価格の情報
サンプルは可能な限り事前にお送りいただきたい
（商談前に顧客の反応を伺えます）

取引時に必要な資料・認証 特になし

その他の条件 特になし

対応言語 英語のみ

No,1

https://www.roseninternational.com/


バイヤープロフィール

社名 kokonoE Pte. Ltd.

webページ http://sohou.co.jp/food.html

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 シンガポール、中国、香港

主要取扱品目 酒類、水・飲料、米、卵、牛肉、フルーツ、鮮魚、加工食品、その他

主要販売先（業態）
DON DON DONKI、伊勢丹、髙島屋、明治屋、Cold Storage, 業務店（レ
ストラン）など

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

日本産たまごやミネラルウォーター、酒類、農産・水産加工品などを輸入
販売、量販店やミシュラン店舗等に納めております。特に日本産たまご販
売は、シンガポールでシェア率約8割を誇ります。また自社店舗kokonoE
Kitchenで日本産たまごを使用したデリカテッセンを運営しております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 農産物、畜産物、加工食品、酒類、飲料、その他

取扱不可品目・カテゴリ 特になし

メーカーに期待すること
求める商品について

競合は世界市場であることを視野にクオリティや価格を検討していただけ
ればと思います。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB

商談時に必要な資料・情報 商品パンフレット、可能であれば事前に少量のサンプルを希望

取引時に必要な資料・認証 特になし

その他の条件 特になし

対応言語 日本語

No,2 日本語対応〇

http://sohou.co.jp/food.html


バイヤープロフィール

社名 Mamami Shoppe

webページ https://mamami4u.com/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 マレーシア・シンガポール・カンボジア

主要取扱品目 健康志向の高い加工食品・飲料・調味料など

主要販売先（業態） スーパー等の小売店、カフェなど

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

日本茶の輸入から、日本商品の取り扱いをはじめました。
数多くのマレーシア国内の小売店との取引があります。
詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。
https://mamami4u.com/

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
オーガニック食品・飲料、粉末ドリンク、甘酒、アイスクリーム等の冷凍
甘味、健康に良い加工食品（サプリメントを除く）、菓子原材料

取扱不可品目・カテゴリ アルコール類、お肉、海産物

メーカーに期待すること
求める商品について

日本にしかない、日本で作られている商品に関心があります。
マレーシアに向けて販路を拡大したい方々との商談を楽しみにしています。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 CIF（日本→クラン港）

商談時に必要な資料・情報 特になし（サンプル商談後でも可）

取引時に必要な資料・認証 工場認証

その他の条件 特になし

対応言語 英語のみ

No,3

https://mamami4u.com/
https://mamami4u.com/


バイヤープロフィール

社名 Grand Brands (M) Sdn. Bhd.

webページ https://hai-o.com.my/

業態 輸入・卸売業、小売業

商圏国・地域 マレーシア全土（観光地・免税地区含む）

主要取扱品目 アルコール飲料, ワイン及び酒類, 薬用酒, リキュール

主要販売先（業態） 免税品 、一般小売店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

当社はHai-O社 (クアラルンプール証券取引所上場, 貿易部門, コード
7668)の独占子会社です。当社は1992年より、そのグループの中でワイン
や酒類の販売を担っております。
マレーシア国内の免税品・課税品市場に向けた酒類の輸入・卸売・流通業
を中心として、マレーシア全土に販路を持っています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 洋酒、果実酒、 薬用酒、ワイン、シングルモルトウィスキー

取扱不可品目・カテゴリ

メーカーに期待すること
求める商品について

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB（東京港または横浜港）

商談時に必要な資料・情報
会社情報, 商品カタログ (ビジュアル, 梱包サイズ, 容量, アルコール度数), 
価格見積書, 受賞歴(もしあれば)

取引時に必要な資料・認証
会社名,会社登記 , 住所, 担当者連絡先, 担当者, 銀行名及び口座番号, 銀行
住所, スウィフトコード, 総代理店/輸入業者採用通知

その他の条件

対応言語 英語

No,4

https://hai-o.com.my/


バイヤープロフィール

社名 JTA Trading Co., Ltd

webページ
https://www.jta-trading.com/

http://www.yiem-jta.com/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 タイを中心としたASEAN各国

主要取扱品目 食品、飲料、酒、日用品、サプリメント

主要販売先（業態）
モールグループ、セントラルグループ、マックスバリュ、 サハ ローソン
など

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要
食品・日用品と幅広い日本製品の輸入、卸売の他、タイにおけるマーケ
ティング等を行っています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
賞味期限の長い商品
冷凍品以外の日本の食品・飲料全般（加工食品、水産物、調味料、飲料、
お酒、菓子など）

取扱不可品目・カテゴリ 冷凍品

メーカーに期待すること
求める商品について

他にない新しさのある商品の提案をお待ちしています。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB

商談時に必要な資料・情報

取引時に必要な資料・認証

その他の条件

対応言語 英語

No,5

https://www.jta-trading.com/
http://www.yiem-jta.com/


バイヤープロフィール

社名 DAISHIN TRADING(CAMBODIA) CO.,LTD.

webページ https://daishintc.com/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 カンボジア

主要取扱品目 調味料・飲料・菓子・米・肉・海産物

主要販売先（業態）
レストラン・ホテル・バー・カフェ・スーパーマーケット・ミニマート
二次卸

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 なし

企業概要

私たちはカンボジアにおける日本食品・飲料メーカー様の正規販売代理店
です。カンボジアの飲食店やスーパーマーケット、コンビニなどの小売店
やカフェ、ホテルへ安全で健康的かつ信頼できる日本製品をご提供させて
頂きます。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 肉・魚・健康的な商品・特産物

取扱不可品目・カテゴリ 特になし

メーカーに期待すること
求める商品について

カンボジアでの販売について、共に開拓いただけるメーカー様と共に成長、
カンボジア市場を作っていきたく存じます。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社なし）、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB

商談時に必要な資料・情報 特になし

取引時に必要な資料・認証 徳になし

その他の条件 特になし

対応言語 日本語または英語

No,6 日本語対応〇

https://daishintc.com/?lang=ja


バイヤープロフィール

社名 TAI DONG GO TREASURE LIMITED

webページ なし

業態 輸入商社・卸売業

商圏国・地域 香港

主要取扱品目 日本製スナック菓子

主要販売先（業態） スーパー・コンビニ等の小売店、現地販売代理店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要
弊社は主にアジア・アメリカ・EUのスナックと飲料品を香港市場へ供給し
ております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
すべての種類のスナック・飲料品、家庭で扱える菓子の原材料、
缶詰、乾麺、冷凍寿司、マグロ、天然の塩

取扱不可品目・カテゴリ

メーカーに期待すること
求める商品について

香港は世界中の商品が集まることから、価格面での競争も激しいですが、
新しい商品を常に探しています。
少量の輸出や小分けなどの対応ができる方との商談をお待ちしています。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易または間接貿易（指定商社のみ）

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 CIF

商談時に必要な資料・情報
商品情報・リスト
（商品のビジュアルのよくわかる写真などがほしいです）

取引時に必要な資料・認証 商品の安全性を証明する証明書

その他の条件

対応言語 英語のみ

No,7



バイヤープロフィール

社名 皐月有限公司(Satsuki Business Solution Co.,LTD）

webページ

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 香港・マカオ

主要取扱品目 調味料、飲料、乾物(Grocery全般）、冷凍総菜

主要販売先（業態） 小売店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要
2012年香港にて設立、主に日系（元日系含む）小売店向けの輸入卸業を営
んでおります。そのほかグループ会社にて取引先小売店のフードコートに
て飲食店も5店舗運営しております

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 常温調味料、海藻昆布などの乾物類

取扱不可品目・カテゴリ 生鮮類

メーカーに期待すること
求める商品について

天然素材のみ使用した商品や、添加物不使用の調味料類などを探してます。
将来的に香港にてプロモーション販売参加可能な企業様は大歓迎です

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）

希望する決済手段 国内清算（国内取引と同様）

希望する価格提示方法 FOB(名古屋港）

商談時に必要な資料・情報 見積もり、商品規格書（原材料、栄養表示）

取引時に必要な資料・認証

その他の条件

対応言語 日本語

No,8 日本語対応〇



バイヤープロフィール

社名 日商寬榮國際行銷股份有限公司台灣分公司

webページ

業態 輸入・卸売業、輸出

商圏国・地域 台湾・香港

主要取扱品目 乾物、飲料、生鮮、加工品

主要販売先（業態）
シティスーパー、ジェイソン、メイフル、大楽、大立百貨店、サン流通集
団など小売店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 乾物、飲料、生鮮、加工品

取扱不可品目・カテゴリ 薬、酒

メーカーに期待すること
求める商品について

一緒になって商品を提案していただけるサプライヤーの方

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB

商談時に必要な資料・情報 特になし

取引時に必要な資料・認証 特になし

その他の条件 特になし

対応言語 日本語、中国語

No,9 日本語対応〇



バイヤープロフィール

社名 稲村餐飲顧問有限公司 KENSFOOD CONSULTANT CO.,LTD

webページ

業態 輸入・卸売業、飲食コンサルタント

商圏国・地域 台湾

主要取扱品目

主要販売先（業態） 居酒屋、トンカツ屋、ラーメン屋、ファストフード等

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 なし

企業概要
台湾で和食店の料理担当を13年しておりました。昨年台湾で飲食コンサル
タントを立ち上げ主な顧客は吉野家、太陽のトマト麺、ラーメン屋、トン
カツ屋、居酒屋などがあります。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 日本酒、調味料、加工食品

取扱不可品目・カテゴリ

メーカーに期待すること
求める商品について

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB、CIF（日本の各港→基隆港）

商談時に必要な資料・情報 価格表

取引時に必要な資料・認証

その他の条件

対応言語 日本語、中国語

No,10 日本語対応〇



バイヤープロフィール

社名 オーシャン貿易株式会社

webページ http://www.oceantrading.co.jp/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 ベトナム、シンガポール、マレーシア、ノルウェー、アメリカ、チリなど

主要取扱品目 生サーモン（輸入卸）、日本鮮魚類（輸出）

主要販売先（業態） 各国インポーター・量販など（輸出）

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

弊社はメインビジネスとして、日本国内の量販様や市場などにノルウェー
産生サーモンやマグロ類などの卸をしておりますが、ここ１０年ほどで、
より輸出ビジネスにも力を入れております。 アメリカ・ヨーロッパ・シ
ンガポール・ベトナム・マレーシアにパートナーがおり、そのパートナー
経由で現地の日本食レストラン様などに鮮魚などを輸出しております。
今回は特に、ベトナム向け輸出に関してお話できればと思います。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
各業者様、それぞれ特徴のある商品をお持ちかと思いますが、そちらを検
討できれば幸いです。

取扱不可品目・カテゴリ ベトナム向けの魚類は、基本的にベトナム向け輸出認証のあるもののみ。

メーカーに期待すること
求める商品について

今回はベトナムに販路開拓を希望される方との商談を期待しています。

〇商談条件など

希望する商流条件 指定商社のみ

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法

商談時に必要な資料・情報 会社案内、商品案内、輸出状況、見積もり

取引時に必要な資料・認証

その他の条件

対応言語 日本語、英語

No,11 日本語対応〇

http://www.oceantrading.co.jp/


バイヤープロフィール

社名 株式会社 竹商

webページ http://takesho.biz/index.html

業態 輸出商社

商圏国・地域 台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インドネシア、アメリカ

主要取扱品目 海産物全般、加工食品全般

主要販売先（業態） 業務用海産物取扱卸、問屋、スーパー他

日本企業との取引経験 あり

企業概要

当社は設立当初より乾燥海産物を中心とした日本産食品の輸出業務を行っ
ており、日本産食品を扱う確かな経験を持っております。海外の強固な販
売パートナーとルートを持ち、小売筋と業務筋の両面からあらゆる日本産
食品の販路拡大に寄与しております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 海産物、加工食品、酒類

取扱不可品目・カテゴリ

メーカーに期待すること
求める商品について

業務用海産物全般(冷凍、乾物を問わず)や他社にはない特色をお持ちの加工
食品等のご提案をお願いします。

〇商談条件など

希望する商流条件 国内取引

希望する決済手段 国内取引と同様

希望する価格提示方法 国内渡し価格

商談時に必要な資料・情報 商品カタログ、プライスリスト、商品サンプル

取引時に必要な資料・認証 正式見積書、新規口座開設書、製品規格書

その他の条件

対応言語 日本語、英語、中国語

日本語対応〇No,12

http://takesho.biz/index.html


バイヤープロフィール

社名 大井山本商店

webページ https://ooiyamamoto.com/

業態 輸出・卸売業、レストラン業、製造業

商圏国・地域 タイ、フィリピン、香港、シンガポール、中東

主要取扱品目 食品全般

主要販売先（業態） タイ現地法人、フィリピン合弁会社、海外輸入サプライヤー

日本企業との取引経験 あり

企業概要

もとは、クジラ問屋を生業として400年前に設立し、現在は日本産品の輸出、
販売、卸業務を行っております。
タイのブランチでは、タイ国内にて飲食店約1000店舗、その他百貨店、量
販店等含めて500社に日本産品の卸販売展開。 水産物、食肉、加工品など
幅広い商材を取り扱っています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 日本の食品・飲料全般

取扱不可品目・カテゴリ

メーカーに期待すること
求める商品について

業務用海産物全般(冷凍、乾物を問わず)や他社にはない特色をお持ちの加工
食品等のご提案をお願いします。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易、間接貿易（指定商社以外でも可）

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 CIF

商談時に必要な資料・情報

取引時に必要な資料・認証

その他の条件

対応言語 日本語

日本語対応〇No,13

https://ooiyamamoto.com/

