
英語での資料を求めているバイヤーと商談を希望する場合、「企業情報・商品情報シート」に英文入力が必須です。

※La Provençale S.A.R.L.（ルクセンブルク）はキャンセルになりました。

ジェトロ食品輸出商談会 in 京都 開催日　2020年3月17日（火）

No 国・地域名 企業名 業種 取扱関心品目1 取扱関心品目2 取扱関心品目3 取扱関心品目4 取扱関心品目5 特に商談を希望する事業者 認証・書類、他 資料

1 インドネシア・ジャカルタ
PT MASUYA GRAHA
TRIKENCANA

●商社・卸売業

菓子（スナック、ビスケッ
ト、クラッカーなど）（業
務用・小売用併用、常
温、10カ月）

ドレッシング, ふりかけ
（ごはんのふりかけ、サ
ラダのトッピングなど）
（業務用・小売用併用、
常温、10カ月）

即席麺(ラーメン、うど
ん、そば等）（業務用・小
売用併用、常温、10カ
月）

水産加工品全般（調理
もしくは調味されたもの）
（業務用・小売用併用、
常温、冷蔵、冷凍、１０
カ月）

ノンアルコール飲料
（業務用・小売用併
用、常温、10カ月）

●その他(ハラル取得商品)
・取引決定後
HACCP、ISO ２２０００、GMP、ハラ
ルなど

―

2 ベトナム・ハノイ
VinCommerce General Commercial
Service Joint Stock Company

●商社・卸売業

水産物（生鮮・加工（マ
グロ、ブリ、カレイ等）
（業務用・小売用併用、
冷凍、１８～２４カ月）

青果物（生鮮・加工／ナ
シ、リンゴ等）（業務用・
小売用併用、常温、品
目による）

ノンアルコール飲料、茶
（業務用・小売用併用、
常温、１２～２４カ月）

酒類（日本酒、焼酎、梅
酒等）（業務用・小売用
併用、常温、１２～２４カ
月）

その他（調味料、日本
の売れ筋商品、特産
品等）（業務用・小売
用併用、常温、８カ月
以上）

●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業
者
●コンテナ単位での供給が可能な事業者
●OEM対応可能な事業者（原料・ラベル等）
●英語対応可能な事業者
●その他（ベトナムへの輸出経験、流通ルート
のある企業との取引を優先的に希望）

・取引決定後
ＨＡＣＣＰ、ＧＦＳＩ、各種検査証明
書、原産地証明書、有機認証、ベ
トナム輸出についての施設登録済
み（水産物・同加工品）

要英語資料

3 ベトナム・ホーチミン LOTUS GROUP

●商社・卸売業
●小売業
●製造業
●フードサービス
●その他（農業、輸入
業、コンサルタント業）

健康食品（血圧、特保
等）（小売用、常温、１２
カ月）

加工食品（酒を含む全
般、レトルト・缶詰、茶、
調理済み商品、乾物、
子供用食品、菓子、ポ
ケット菓子、珍味等）（業
務用・小売用併用、常
温、１２カ月）

美容食品（サプリ、コン
ブ茶、ダイエット等）（小
売用、常温、１２カ月）

ベビーフード（離乳食や
だし等）（小売用、常温、
１２カ月）

ＨｏＲｅＣａ用食品（畜
肉・水産等、良いもの
があればなんでも）
（業務用、常温・冷凍
１年、冷蔵３週間）

●OEM対応可能な事業者（原料・ラベル等）
●英語対応可能な事業者
●その他(マーケットに合わせて商品を調整
（容量、パッケージ変更等）して市場創造する
意欲のある会社)

・商談時
ベトナム輸出についての施設登録
済み（畜肉、水産物・同加工品）
・取引決定後
原産地証明書、原材料等商品詳
細

―

4 スイス・ベルン A Châu Trading AG
●商社・卸売業
●小売業

ソース（業務用・小売用
併用、常温、１２カ月）

納豆（業務用・小売用併
用、冷凍、１２カ月）

菓子（小売用、常温、１
２カ月）

麺（業務用・小売用併
用、常温、１２カ月）

飲料（小売用、常温、
１２カ月）

●過去に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●OEM対応可能な事業者（原料・ラベル等）
●英語対応可能な事業者
●その他(混載コンテナに搭載できる商品を扱
う企業)

・取引決定後
原産地証明書

要英語資料

5 フランス・パリ Corée & Japon Foods Sarl

●商社・卸売業
●小売り業
●フードサービス　(外
食)

コメ（精米）（業務用・小
売用併用、常温、１２カ
月）

抹茶（業務用・小売用併
用、常温、１２カ月）

調味料（醤油、味噌、み
りん、つゆ、ユズ商品）
（業務用・小売用併用、
常温、１２カ月）

日本酒（小売用、常温）
和菓子（どら焼き、大
福）（小売用、常温、
冷蔵、９カ月）

●自国または周辺国に輸出実績のある事業
者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●OEM対応可能な事業者（原料・ラベル等）

・取引決定後
原産地証明書、残留農薬検査証
明書

・EUによる輸入規制対象
-EU食品輸入規制により輸入不可
能な食品
-動物性原材料を５０%以上含有す
る食品で、EU-HACCP認定工場で
加工されていないもの等

―

6
ルクセンブルク・ルードラ
ンジュ

La Provençale S.A.R.L.
●商社・卸売業
●小売業

高品質の調味料（醤油、
味噌、様々なソース、ユ
ズ果汁等）（業務用・小
売用併用、常温、6カ月）

日本酒、酒（業務用・小
売用併用、常温、12カ
月）

漬物等（業務用及び小
売用、常温、6カ月）

茶（抹茶、玄米茶）（業務
用・小売用併用、常温、
6カ月）

水産加工品（ウナギ
スライス、エビ、甘エ
ビ、タコスライス等）
（業務用・小売用併
用、冷凍、12カ月）

●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業
者
●小ロットでの取引が可能な事業者

・商談時
HACCP

・EUによる輸入規制対象
-EU食品輸入規制により輸入不可
能な食品
-動物性原材料を５０%以上含有す
る食品で、EU-HACCP認定工場で
加工されていないもの等

要英語資料

7 カタール・ドーハ Musashi International Co. WLL ●商社・卸売業

水産加工品全般（ハマ
チ、サバ、サンマ、ホタ
テ、その他寿司用食材）
（業務用・小売用併用、
冷蔵、冷凍、12カ月）

冷凍野菜、冷凍果実、
漬物類その他農産加工
品（業務用・小売用併
用、常温、冷蔵、冷凍、
12カ月）

小売用加工食品（米菓、
スナック、チョコレート
類、調味料）（小売用、
常温、冷蔵、冷凍、12カ
月）

業務用半調理食品（カ
キフライ、コロッケ）（業
務用・小売用併用、冷
凍、12カ月）

飲料、茶（清涼飲料、
抹茶、粉茶）（業務用・
小売用併用、常温、
12カ月）

●小ロットでの取引が可能な事業者
●OEM対応可能な事業者（原料・ラベル等）
●ニッチな商品を持っている事業者

― ―

8 ケニア・ナイロビ KAI GLOBAL LTD

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス（外
食）

日本酒（業務用、常温、
１２ヵ月）

ウイスキー（業務用、常
温、１２ヵ月）

抹茶（業務用、常温、１
２ヵ月）

水産物（マグロトロ、ウ
ニ、イクラ、トビコ、アワ
ビなど、高級食材／冷
凍可能なものは冷凍、
それ以外は冷蔵で）（業
務用、冷蔵1週間、冷凍
1年）

―
●過去に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●ニッチな商品を持っている事業者

・商談時
商品カタログなど
・取引決定後
成分分析表

―
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9
南アフリカ共和国・ヨハネ
スブルク

WEMACO Holdings (Pty) Ltd

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス（外
食）

調味料（醤油、テリヤキ
ソース、そばつゆ、マヨ
ネーズ、味噌）（業務用・
小売用併用、常温、１２
カ月）

加工食品（麺等）（業務
用・小売用併用、常温、
１２カ月）

菓子（業務用・小売用併
用、常温、１２カ月）

冷凍食品（麺、餃子等）
（業務用・小売用併用、
冷凍、１２カ月）

健康食品（栄養ドリン
ク等）（業務用・小売
用併用、常温、１２カ
月）

●過去に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●コンテナ単位での供給が可能な事業者
●OEM対応可能な事業者（原料・ラベル等）
●英語対応可能な事業者

・商談時
適正製造規範（GMP）遵守、商品
サンプル
・取引決定後
HACCP

要英語資料
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