12月食品輸出オンライン商談会（食品全般）海外バイヤーリスト
No

国・地域名

1 米国・ニューヨーク

2 米国・ロサンゼルス

企業名

CENTRAL BOEKI (USA) LTD

HORIMOTO LLC

業種

商社・卸売業

商社・卸売業

販路

業務用・小売用
両方

業務用・小売用
両方

取扱関心品目1

取扱関心品目2

取扱関心品目3

健康食品（冷凍食品全般）：業務 調味料類（品質重視）：業務用及 菓子類（和菓子も含めた菓子類全
用及び小売用、常温・冷蔵・冷

び小売用、常温・冷蔵・冷凍、1

般）：業務用及び小売用、常温・

凍、6か月以上～1年未満

年以上

冷蔵・冷凍、6か月以上～1年未満

米、雑穀、麺類、パン（NA）：

調味料類（NA）：業務用及び小

フルーツ、同加工品（NA）：業

3 米国・ロサンゼルス

Inc.

商社・卸売業

業務用・小売用
両方

Wismettac Asian Foods

商社・卸売業

両方

い

験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

US-HACCP

Organic JAS、USDA
Organic

が可能な事業者、6.OEM対応可能な事業者

3.輸出経験・実績がない事業者、4.小ロット

Organic JAS、USDA
Organic、Non-GMO
Project

ンフリー、ベジタリアン、ヴィー ンフリー、ベジタリアン、ヴィー
ガン、プラントベース、発酵食品 ガン、プラントベース、発酵食品
等）：業務用及び小売用、常温・ 等）：業務用及び小売用、常温・

菓子類（NA）：小売用、常温、1
年以上

冷蔵・冷凍、1年以上

せん。個々の製品、企業で面白い せん。個々の製品、企業で面白い せん。個々の製品、企業で面白い
と思えば、商談したいと思いま

と思えば、商談したいと思いま

と思えば、商談したいと思いま

す。）：業務用及び小売用、常

す。）：業務用及び小売用、常

す。）：業務用及び小売用、常

温・冷蔵・冷凍、1年以上

温・冷蔵・冷凍、1年以上

温・冷蔵・冷凍、1年以上

フードサービス 業務用のみ取扱 キーなど簡単にサーブできるデ
（外食）

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経

凍、6か月以上～1年未満

菓子類（和菓子系、大福、クッ
5 米国・サンフランシスコ Onigilly

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また

務用及び小売用、常温・冷蔵・冷 での取引が可能な事業者、6.OEM対応可能な US-HACCP

以上～1年未満

その他（特定のジャンルはありま その他（特定のジャンルはありま その他（特定のジャンルはありま
4 米国・ロサンゼルス

商品取得認証

冷凍、6か月以上～1年未満

冷蔵・冷凍、1年以上

業務用・小売用

生産者取得認証

業務用及び小売用、常温・冷蔵・ 売用、常温・冷蔵・冷凍、6か月

健康食品（オーガニック、グルテ 調味料類（オーガニック、グルテ
Natural Hearth & Beauty Quest

特に商談を希望する事業者

ザート）：業務用、常温・冷蔵・
冷凍、6か月以上～1年未満

事業者

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また

ISO9001、ISO14001、

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経

ISO22000、FSSC22000、

験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

GLOBAL G.A.P/ ASIA-GAP、

が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能

US-HACCP、EU-HACCP、

な事業者、6.OEM対応可能な事業者

SQF、BRCGS

取り扱い不可

米国で許可されていない原
料を使っている場合、肉
類、食品添加物、着色料等

和牛、鮮魚の取り扱いはし
ておりません。

Organic JAS、USDA
Organic、EU Organic、
Non-GMO Project、

NA

GFCO、GFCP、Halal

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能

当地禁止原材料、添加物を

FSSC22000、US-HACCP

特になし

US-HACCP

特になし

なし

特になし

特になし

なし

含む食品

な事業者、6.OEM対応可能な事業者、7.英語
対応可能な事業者

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また

水産品、同加工品（シャケフレー
クの無添加のもの）：業務用、冷 ー
凍、1年以上

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者、6.OEM対応可能な事業者

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
6 ペルー・リマ

VIR 25 SAC

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

両方

酒類（日本酒、ビール、ウィス

健康食品（人気のある、話題性の 茶（抹茶、緑茶、その他のお

キー）：業務用及び小売用、常

ある健康食品）：業務用及び小売 茶）：業務用及び小売用、常温、 験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

温、1年以上

用、常温、1年以上

1年以上

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
が可能な事業者、6.OEM対応可能な事業者、
7.英語対応可能な事業者

7 ペルー・リマ

SUPER NIKKEI SAC

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

両方

商社・卸売業、
8 英国・ロンドン

Japan Centre Group Ltd

小売業、フード 業務用・小売用
サービス（外

両方

食）

菓子類（あめ、クッキー、煎餅、
その他菓子全般）：業務用及び小
売用、常温、1年以上

そば、インスタントスープ類）： スープの素、その他とんかつソー 4.小ロットでの取引が可能な事業者、6.OEM ISO9001、ISO14001、US-

USDA Organic、Non-GMO

業務用及び小売用、常温、1年以

スなどのソース類）：業務用及び 対応可能な事業者

Project、Halal

上

小売用、常温、1年以上

菓子類（沖縄特産の菓子（洋・和 その他飲料（炭酸飲料、お茶
も含む））：業務用及び小売用、 等）：業務用及び小売用、常温、
常温・冷凍、1年以上

当地の輸入に必要となる衛

米、雑穀、麺類、パン（うどん、 その他加工食品（醤油、ラーメン

1年以上

HACCP、EU-HACCP

であることから、期間限定
商品ではなく、継続的に購
入可能な商品を希望。

●ＥＵ－ＨＡＣＣＰのない

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
酒類（泡盛等）：小売用、常温、 は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
1年以上

生証明書等の手続きが煩雑

験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

動物性食品●魚介系原料５
特になし

特になし

０％以上を含む加工品●賞
味期限６カ月以内の加工食

が可能な事業者、6.OEM対応可能な事業者

品
日本酒(取り扱い商品が過多

9 英国・ロンドン

JFC (UK) Ltd

商社・卸売業

業務用・小売用 菓子類（菓子全般）：小売用、常
両方

温、6か月以上～1年未満

その他加工食品（インスタント食 米、雑穀、麺類、パン（乾麺）：
品）：小売用、常温、6か月以上

小売用、常温、6か月以上～1年未

～1年未満

満

の為), ＥＵ－ＨＡＣＣＰの
1.過去に輸出実績のある事業者、4.小ロット
での取引が可能な事業者

特になし

特になし

ない動物性食品（英国食品
規制の為）,魚介系原料５
０％以上を含む加工品（英
国食品規制の為）

12月食品輸出オンライン商談会（食品全般）海外バイヤーリスト
No

国・地域名

企業名

業種

販路

取扱関心品目1

取扱関心品目2

取扱関心品目3

特に商談を希望する事業者

生産者取得認証

商品取得認証

取り扱い不可

健康食品（１．納豆、漬け物、梅
干しなどご飯のお供になる商材
*動物性原材料を含んでないもの
10 英国・エンフィールド

Tazaki Foods

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

両方

が希望 ２．豆腐関連

*フレー

バー豆腐（枝豆豆腐など）/豆乳
飲料、豆腐干など

UK内の既存

米、雑穀、麺類、パン（OEM
菓子類（和菓子）：業務用及び小
売用、常温・冷凍、1年以上

豆腐市場の商品と差別化できるも

パッケージ開発が可能な商材、特
に精米やカップラーメンなど）：
業務用及び小売用、常温・冷凍、
1年以上

1.過去に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能

EU-HACCP

MSC/ASC

なし

な事業者、6.OEM対応可能な事業者

のが希望）：小売用、常温・冷
凍、1年以上

11 フランス・パリ

12 フランス・パリ

HOGHAN (Bows & Arrows)

FOODEX SAS

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

商社・卸売業

商社・卸売業、
13 フランス・アンスニ

SASU PALMIFRANCE

小売業、食品加
工業者

両方

業務用・小売用
両方

酒類（沖縄のお酒（泡盛、ジン、
テキーラ、ラム））：業務用及び
小売用、常温、1年以上

酒類（スパークリング日本酒
(Ready to drink, < 300ml)）：業
務用及び小売用、常温、1年以上

業務用・小売用 調味料類（調味料全般）：業務用
両方

及び小売用、常温、1年以上

商社・卸売業、
14 スイス・ジュネーブ

Uchitomi SA

小売業、フード 業務用・小売用 調味料類（麵用調味料）：小売
サービス（外

両方

用、常温・冷凍、6か月未満

食）

その他加工食品（沖縄ならではの
15 スペイン・マドリード

Cominport

商社・卸売業

業務用・小売用 商品でEU規格をみたしているも
両方

の）：業務用、常温・冷蔵・冷
凍、1年以上

16 ポーランド・ワルシャワ Hikoemon Sp. z o.o.

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

両方

調味料類（家庭料理に使用する調
味料類）：小売用、常温、1年以
上

菓子類（製菓）：業務用及び小売
用、常温、1年以上

その他加工食品（スナック、味
噌、カレー、無添加梅干し、各種
デザート）：業務用及び小売用、
常温、1年以上

その他加工食品（沖縄の特産
1年以上

デザート）：業務用及び小売用、 での取引が可能な事業者、5.コンテナ単位で
冷凍、1年以上

ス、料理調製品）：業務用及び小 リー、デザート業界、製菓）：業

米、雑穀、麺類、パン（麵類全
般）：小売用、常温・冷蔵・冷
凍、6か月未満

その他飲料（沖縄のメーカーの飲
料など）：業務用、常温・冷蔵・
冷凍、1年以上

務用及び小売用、常温、1年以上

茶（お茶全般）：小売用、常温・
冷蔵・冷凍、6か月未満

調味料類（沖縄ならではの調味料
などでEU規格を満たしているも
の）：業務用、常温・冷蔵・冷
凍、1年以上

調味料類（お寿司に使う業務用調 菓子類（和菓子全般）：小売用、
味料）：業務用、常温、1年以上

Organic JAS、EU Organic

能な事業者

その他加工食品（冷凍惣菜・冷凍 1.過去に輸出実績のある事業者、4.小ロット

その他加工食品（ソース、ジュー 菓子類（ペストリー、ベーカ
売用、常温、1年以上

4.小ロットでの取引が可能な事業者、5.コン

品）：業務用及び小売用、常温、 テナ単位で供給可能な事業者、6.OEM対応可 EU-HACCP

常温、6か月以上～1年未満

Organic JAS、EU Organic

EU-HACCP

Organic JAS、EU Organic、
Halal

な事業者、6.OEM対応可能な事業者

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ

証のない 混合食品または
シーフード製品

1.過去に輸出実績のある事業者、3.輸出経
が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能

品

ヨーロッパ向けのHACCP認
EU-HACCP

供給可能な事業者、6.OEM対応可能な事業者

験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

生鮮品、賞味期限が短い商

EU-HACCP

トでの取引が可能な事業者

Organic JAS、Non-GMO
Project

EU HACCPの承認を受けて
いない場合、動物性成分を
含む製品は輸入できません

なし

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ
トでの取引が可能な事業者、5.コンテナ単位
で供給可能な事業者、6.OEM対応可能な事業

ISO9001、ISO14001、
ISO22000、EU-HACCP

EU Organic、GFCO、GFCP

EUの規制に適合していない
商品

者

3.輸出経験・実績がない事業者、4.小ロット
での取引が可能な事業者、5.コンテナ単位で
供給可能な事業者

特になし

特になし

なし

12月食品輸出オンライン商談会（食品全般）海外バイヤーリスト
No

国・地域名

企業名

業種

販路

取扱関心品目1

取扱関心品目2

取扱関心品目3

特に商談を希望する事業者

生産者取得認証

商品取得認証

取り扱い不可

1.過去に輸出実績のある事業者、3.輸出経

17 ジョージア・トビリシ

株式会社フードスタッフ

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

両方

野菜、同加工品（加工品全般）： フルーツ、同加工品（加工品全

水産品、同加工品（水産加工品全

業務用及び小売用、常温・冷凍、 般・フルーツ）：業務用及び小売 般）：業務用及び小売用、常温・
1年以上

用、常温・冷凍、1年以上

冷凍、1年以上

験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

ISO22000、FSSC22000、

Organic JAS、USDA

GLOBAL G.A.P/ ASIA-GAP、

Organic、EU Organic、

US-HACCP、EU-HACCP

Non-GMO Project、Halal

特になし

特になし

なし

での取引が可能な事業者、6.OEM対応可能な 特になし

特になし

なし

が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能
な事業者、6.OEM対応可能な事業者、7.英語
対応可能な事業者、8.その他（レスポンスの

なし

早い事業者）

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
18 中国・大連

大連忠立本商貿有限公司

商社・卸売業、 小売用のみ取扱 菓子類（ビスケット）：小売用、 菓子類（キャンディー）：小売

調味料類（調味料）：小売用、常

小売業

温、6か月以上～1年未満

い

常温、6か月以上～1年未満

用、常温、6か月以上～1年未満

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能
な事業者、6.OEM対応可能な事業者

19 中国・大連

20 中国・大連

21 中国・大連

大連弘安商貿有限公司

星遠(大連)商貿有限公司

大連欣欣青果国際貿易有限公司

商社・卸売業

小売用のみ取扱 調味料類（鍋スープ、わさび）： 米、雑穀、麺類、パン（乾麺）： 菓子類（和菓子）：小売用、常
い

商社・卸売業、 業務用・小売用
小売業

商社・卸売業

両方

小売用、常温、1年以上

小売用、常温、1年以上

温、1年以上

菓子類（特徴のある商品であれば 調味料類（醤油、ドレッシング、 米、雑穀、麺類、パン（ラーメ
何でも可）：小売用、常温、6か

塩など）：小売用、常温、6か月

ン、そば、素麺など）：小売用、

月以上～1年未満

以上～1年未満

常温、6か月以上～1年未満

1.過去に輸出実績のある事業者、4.小ロット
事業者

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

その他飲料（栄養飲料水）：小売 3.輸出経験・実績がない事業者、4.小ロット

両方

用、常温、1年以上

年以上

特になし

が可能な事業者、6.OEM対応可能な事業者

業務用・小売用 酒類（日本酒）：業務用及び小売 酒類（焼酎）：小売用、常温、1
用、常温、1年以上

水産品、冷蔵冷凍商品。当
特になし

での取引が可能な事業者

社では、これらの商品の取
り扱う物流を整備していな
いため。

特になし

特になし

特になし

特になし

肉類、果物類、野菜。輸入
規制がかかっているため。

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
22 中国・大連

大連滴水貿易有限公司

商社・卸売業

業務用・小売用 酒類（清酒）：業務用、常温、1

酒類（果実酒）：小売用、常温、 酒類（焼酎）：業務用、常温、1

両方

1年以上

年以上

年以上

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

無し

が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能
な事業者、6.OEM対応可能な事業者
日本酒、野菜・果実・畜産

23 中華人民共和国・上海

上海逍龍信息貿易有限公司

商社・卸売業

業務用・小売用 菓子類（菓子全般）：小売用、常
両方

温、6か月以上～1年未満

その他加工食品（キャンディ全

調味料類（調味料全般）：業務用

般、チョコ全般）：小売用、常

及び小売用、常温、6か月以上～1

温、6か月以上～1年未満

年未満

6.OEM対応可能な事業者、8.その他（小ロッ
トでの取引が可能な事業者）

その他（原産地証明書、中国向
け輸出食品の製造等企業登録
（逍龍社に委託登録可能））

その他（原産地証明書、中

物

国向け輸出食品の製造等企
業登録済み（逍龍社に委託

理由：主な取扱品目ではな

登録可能））

いため、中国で輸出が不可
のため

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
24 中国・広州

Fosun-Taotall Technology Co.,

商社・卸売業、 小売用のみ取扱

Limited

小売業

い

その他加工食品（チョコレー

その他加工食品（ビスケット）： その他飲料（ソフトドリンク全

は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ

ト）：小売用、常温・冷蔵・冷

小売用、常温・冷蔵・冷凍、1年

般）：小売用、常温・冷蔵・冷

トでの取引が可能な事業者、5.コンテナ単位

凍、1年以上

以上

凍、1年以上

で供給可能な事業者、6.OEM対応可能な事業

特になし

特になし

なし

特になし

特になし

なし

者、7.英語対応可能な事業者

菓子類（オンライン販売が伸びて 水産品、同加工品（日本食レスト
25

フィリピン・メトロマニ
ラ

3C DREAM INC

商社・卸売業

業務用・小売用 ることから、菓子類にチャンスが ランの拡大により）：業務用及び
両方

あります）：小売用、常温、6か

小売用、常温・冷蔵・冷凍、6か

月以上～1年未満

月未満

肉、同加工品（日本食レストラン
の拡大により）：業務用及び小売
用、常温・冷凍、1年以上

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者

12月食品輸出オンライン商談会（食品全般）海外バイヤーリスト
No

国・地域名

企業名

業種

販路

取扱関心品目1

取扱関心品目2

取扱関心品目3

特に商談を希望する事業者

生産者取得認証

商品取得認証

取り扱い不可

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また

26 カンボジア・プノンペン

BAYON HERITAGE HOLDING

商社・卸売業、 業務用のみ取扱

GROUP CO.,LTD

食品加工業者

い

肉、同加工品（和牛）：業務用及
び小売用、冷凍、6か月以上～1年
未満

酒類（Whiskey and Sake）：業
務用及び小売用、常温、1年以上

水産品、同加工品（Frozen fish
or processed fish products）：業
務用及び小売用、常温、1年以上

は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者、5.コンテナ単位で供給可能

特になし

特になし

なし

特になし

特になし

なし

特になし

特になし

基本的に無し

特になし

Mirin, Alcohol Beverage

な事業者、6.OEM対応可能な事業者、7.英語
対応可能な事業者

27 カンボジア・プノンペン LSH (CAMBODIA) PTE LTD.

商社・卸売業

業務用・小売用
両方

肉、同加工品（Ishigaki Japanese
Beef,Black pork meat etc.）：業
務用、冷凍、1年以上
水産品、同加工品（"他国(特に東
南アジア)で販売実績のある商品

28 カンボジア・プノンペン LOKA FOOD&BEVERAGE

商社・卸売業

業務用・小売用 自社で生産、加工している冷凍、
両方

冷蔵水産加工品"）：業務用及び
小売用、常温・冷蔵・冷凍、6か
月未満

水産品、同加工品（frozen
fish&seafoods for Japanese
restaurants）：業務用、冷凍、1
年以上

酒類（Okinawa Brand Sake &
liqueur）：業務用、常温、1年以
上

肉、同加工品（"他国(特に東南ア 野菜、同加工品（"他国(特に東南
ジア)で販売実績のある商品 自社 アジア)で販売実績のある商品 自
で飼育、加工している商品"）：

社で生産、加工している商品

業務用及び小売用、常温・冷蔵・ "）：業務用及び小売用、常温・
冷凍、6か月未満

冷蔵・冷凍、6か月未満

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引
が可能な事業者

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ
トでの取引が可能な事業者、7.英語対応可能
な事業者

ISO9001、ISO14001、
商社・卸売業、
29 タイ・バンコク

Foods Classic Co.,Ltd.

水産品、同加工品（Frozen

小売業、フード 業務用・小売用 fish(Gindara, Red fish,
サービス（外

両方

食）

水産品、同加工品（Seafood
frozen Ebi,Octopus,Sureme）：

Hamachi)）：業務用、冷凍、1年 業務用及び小売用、冷凍、1年以
以上

上

その他加工食品（Tobiko, Barako,
Mentaiko etc.）：業務用及び小
売用、冷凍、1年以上

3.輸出経験・実績がない事業者、4.小ロット

ISO22000、FSSC22000、US-

での取引が可能な事業者、5.コンテナ単位で

HACCP、EU-HACCP、

供給可能な事業者、6.OEM対応可能な事業

BRCGS、その他（business

者、7.英語対応可能な事業者

license。ISOほか記載した認証
のいずれか取得していること）

その他（スナック、アイスクリー その他飲料（メロンソーダ、サイ
30 マレーシア・クチン

Box World Sdn. Bhd.

商社・卸売業

小売用のみ取扱 ム、スパークリングジュース、冷 ダー、発酵乳飲料、ラムネな
い

凍食品、牛乳、麵類）：小売用、 ど）：小売用、常温・冷蔵、1年
常温・冷蔵・冷凍、1年以上

31

32

シンガポール・シンガ
ポール

シンガポール・シンガ
ポール

33 インド・ニューデリー

ANGLISS SINGAPORE PTE LTD 商社・卸売業

I.M Creations

VIBRANCE FOODS PVT. LTD.

商社・卸売業

商社・卸売業

業務用・小売用
両方

業務用・小売用
両方

商社・卸売業、
34

アラブ首長国連邦・ドバ
イ

Middle East Fuji LLC

小売業、フード 業務用・小売用
サービス（外

両方

食）

商社・卸売業、
35

アラブ首長国連邦・ドバ
イ

Summit Trading Company.LLC

小売業、フード 業務用・小売用
サービス（外
食）

両方

ビール、スパークリングアルコー トでの取引が可能な事業者、5.コンテナ単位

GLOBAL G.A.P/ ASIA-GAP、

ル）：小売用、常温、1年以上

で供給可能な事業者、6.OEM対応可能な事業 US-HACCP、EU-HACCP、
者、7.英語対応可能な事業者

常温・冷蔵・冷凍、1年以上

調味料類（ソース、調味料な
ど）：業務用及び小売用、常温、
6か月以上～1年未満

米、雑穀、麺類、パン（麺類）：
業務用及び小売用、常温、6か月
以上～1年未満

肉、同加工品（和牛、豚加工

8.その他（特になし）

長いほど良い

Organic、EU Organic、
Non-GMO Project、
GFCO、GFCP、
Halal

特になし（ただしシンガポール 特になし（ただしシンガ

用、常温・冷蔵・冷凍、長ければ テナ単位で供給可能な事業者、6.OEM対応可 法規に則り輸入許可を得られる ポール法規に則り輸入許可

凍、長ければ長いほど良い

長いほど良い

（魚類、カツオ加工製品、昆布な
ど））：業務用及び小売用、常
温・冷凍、1年以上

菓子類（和菓子）：業務用及び小
売用、常温、6か月以上～1年未満

その他（加工品全般で新商品を発
常温・冷凍、6か月以上～1年未満

その他加工食品（ヴィーガン製品
全般。麺類、菓子全般。植物ミー
トや植物ベースツナなども関心あ
り。）：業務用及び小売用、常
温、6か月以上～1年未満

能な事業者

もの）

インドの輸入規制（FSSAI

は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ
で供給可能な事業者、6.OEM対応可能な事業

―

を得られるもの）

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
トでの取引が可能な事業者、5.コンテナ単位

―

を得られるもの）

品）：小売用、常温・冷蔵・冷

水産品、同加工品（水産加工品

特になし

MSC/ASC、MEL/AEL、

法規に則り輸入許可を得られる ポール法規に則り輸入許可
もの）

その他加工食品（インスタント食 その他（健康志向の商品）：小売 4.小ロットでの取引が可能な事業者、5.コン

品）：業務用及び小売用、常温・ 掘中の為）：業務用及び小売用、
冷凍、1年以上

SQF、BRCGS

Organic JAS、USDA

特になし（ただしシンガポール 特になし（ただしシンガ

務用及び小売用、常温・冷蔵・冷 び小売用、冷蔵・冷凍、長ければ ー
凍、長ければ長いほど良い

ISO9001、ISO14001、
ISO22000、FSSC22000、

水産品、同加工品（海産物）：業 肉、同加工品（和牛）：業務用及

業務用・小売用 菓子類（スナック類）：小売用、
両方

以上

1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
酒類（酒、梅酒、泡盛、ホッピー は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ

のルール）に適合しない製
特になし

特になし

品。また、牛肉と牛肉由来
油脂などの成分は使用不

者、8.その他（英語パッケージ対応やインド

可。

の食品規制対応が可能な業者）

水産品、同加工品（N/A）：業務 1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
用及び小売用、常温、6か月以上

は周辺国に輸出実績のある事業者、4.小ロッ

～1年未満

トでの取引が可能な事業者

ISO22000

Halal

特になし

特になし

米、雑穀、麺類、パン（米、麺類 1.過去に輸出実績のある事業者、2.自国また
（ラーメン関連商材））：業務用 は周辺国に輸出実績のある事業者、3.輸出経
及び小売用、常温・冷凍、1年以

験・実績がない事業者、4.小ロットでの取引

上

が可能な事業者、7.英語対応可能な事業者

なし

畜肉由来原料（乳、卵を除
く）、アルコール由来成分
（清酒、みりん、酒精な
ど）

