食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2018
海外バイヤーリスト

No

国名

1 米国

2 米国

3 米国

企業名

業種

開催日：2018年3月8日（木）、9日（金）

取扱関心品目
●ユズ製品：業務用
※ゆべし、フリーズドライ、乾燥スライス等のユニークなもの
●和牛：業務用
※ステーキ用以外の部位も含む
※対米国輸出食肉取扱施設で処理されているもの
●海藻：業務用
※海ブドウ、真昆布、利尻昆布等色々なもの
●醤油：業務用
※地醤油やこだわり醤油等
●ラーメンのベース：業務用
※スープの素

WA Imports, Inc.

●商社・卸売業

CJ PACIFIC USA / ONE
ORGANIC

●スナック：業務用・小売用併用
※地域限定品、チップス、クラッカー等、ヘルシーでオーガニックで
あればなお良し
●キャンディー：小売用
※ソフトキャンディー、ハードキャンディー、面白いフレーバー、グミ
キャンディー、食玩キャンディー
●クッキー：小売用
●商社・卸売業
※地域限定品
●小売業
●茶：小売用
●フードサービス（外食）
※オーガニックであればなお良し
●その他 （Ｅコマース）
●オーガニック抹茶：小売用
※粉末、もしくは缶入り飲料
●ラムネ、カルピス等：小売用
●調理加工済食品：業務用
※スープ付ラーメン、うどん等
●水産物：業務用・小売用併用
※ウナギ、アワビ等（持続可能な漁法／養殖であればなお良し）

JPN Mart Inc., (店名SEIWA
MARKET) ※食品全般担当

地方コース

FOODEXのみ

FOODEXのみ

●小売業

●調味料：業務用・小売用併用
※醤油、醤油系ダシ、鍋つゆ（鍋の素）、麺つゆ、ポン酢、ドレッシン
グ（ユズ、タマネギ、ワサビ）等
●加工食品：業務用・小売用併用
※缶詰（サバ味噌、サバ水煮、サンマ味噌、サンマ蒲焼等）、インス
タント食品（畜肉エキスなしのカレー、炊き込みご飯の素、ご飯と混
ぜる寿司の素等）
北海道
●飲料：小売用
※２Ｌと５００ＭＬのペットボトルの茶系（緑茶、ウーロン茶、紅茶、ミ
ルクティー等、ミルクコーヒー、果汁系（オレンジ、レモン、リンゴ）、５
００ＭＬ炭酸系、スポーツ飲料
●菓子：業務用・小売用併用
※大袋（２５０ｇ以上）の煎餅

北海道

4 米国

JPN Mart Inc., (店名SEIWA
MARKET) ※生鮮担当

●小売業

●和牛：業務用・小売用併用
※対米国輸出食肉取扱施設で処理されているもの
●水産物：業務用・小売用併用
※塩干品（アジ、サンマ、ホッケ、イワシ、イカ）
※冷凍鮮魚品（ハマチ、ハマチカマ、マグロ、マグロ中落ち）
※刺身（スルメイカ、ホタテ、イカゲソ、サーモン）
※アサリ、シジミ、海藻類、モズク
※魚卵（タラコ、明太子、塩イクラ、醤油イクラ、数の子、数の子昆
布）
※練製品（チクワ、さつま揚げの大判タイプ）
※魚系のフライ（アジ、サンマ、白身の魚、イワシ等）
●青果物：小売用
※特に山芋・ゴボウ

5 米国

U.S. Trading Company

●商社・卸売業

●スナック、クッキー、キャンディー等：業務用・小売用併用
●飲料：業務用・小売用併用
※コーヒー、茶、ジュース、ラムネ等

愛知

SHIBATA SUPERMERCADOS

●小売業

●キャンディー類：小売用
●スナック類：小売用
●麺類：小売用
●調味料：小売用
※醤油、ソース等
●茶：小売用
※ペットボトル、ティーバッグ、茶葉、抹茶製品等を含む

四国（愛媛）

Japan Centre Group Ltd.

●動物原料が外国産の菓子：小売用
※特にチョコレート菓子
●商社・卸売業
●動物原料を含まないインスタントラーメン：小売用
●小売業
※カップ・袋
●フードサービス（外食）
●健康志向商品：小売用
●その他 （総合食品・日
※グルテンフリー、ベジタリアン、オーガニック
本酒・寿司／惣菜・書
●調味料全般：小売用
籍・雑貨、ラーメンチェー
※動物原料を含まない
ン）
●食品全般：小売用
※飲料、コメ、農産加工品等

6 ブラジル

7 英国
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四国（愛媛）

食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2018
海外バイヤーリスト

No

国名

8 英国

9 オランダ

10 フランス

11 ポーランド

12 中国

13 中国

14 中国

15 中国

16 中国

17 中国

企業名

業種

開催日：2018年3月8日（木）、9日（金）

取扱関心品目
●調味料：業務用・小売用併用
※酢、みりん
●味噌：業務用・小売用併用
●ソース類：業務用・小売用併用
●日本酒：業務用・小売用併用
●麺類：業務用・小売用併用

SushiSushi Ltd

●商社・卸売業
●小売業

Heuschen & Schrouff Oriental
Foods Trading B.V.

●調味料：業務用・小売用併用
※醤油、味噌、酢等
●つゆ・タレ、各種ソース・ドレッシング：業務用・小売用併用
●商社・卸売業
※柑橘系等
●小売業
●インスタント食品、乾麺類、乾物・粉類：業務用・小売用併用
●製造業
※味噌汁、カップヌードル、蕎麦、うどん、ノリ、パン粉等
●フードサービス（外食） ●乾麺類：業務用・小売用併用
●その他（Ｅコマース） ※蕎麦、うどん等
●日本酒等各種酒：業務用・小売用併用
●その他：業務用・小売用併用
※日本では一般的であるが、欧州に輸出されていない商品等

地方コース

四国（愛媛）

愛知

●冷凍菓子：業務用・小売用併用
●茶：業務用・小売用併用
●調味料：業務用・小売用併用
●菓子：業務用・小売用併用
※スナック、ビスケット、キャンディー等
●日本酒：業務用・小売用併用

四国（愛媛）

●商社・卸売業
●小売業

●寿司用製品、水産物：業務用
●スナック：業務用・小売用併用
※煎餅、あられ等
●日本茶：業務用・小売用併用
●菓子、飴、ゼリー：業務用・小売用併用
●漬物、野菜：業務用

愛知

●商社・卸売業
●その他 （Ｅコマース）

●菓子類：小売用
※ビスケット、チョコレート、スナック、ゼリー、飴、和菓子等
●麺類：小売用
※うどん、そば、そうめん、カップラーメン等
●飲料：小売用
※アルコール以外全般
●調味料：小売用
※醤油、酢、タレ、味噌
●加工食品：小売用
※レトルトカレー等

四国（愛媛）

大連忠立本商貿有限公司

●商社・卸売業

●菓子類：小売用
※ビスケット、ケーキ、スナック、キャンディー、クッキー、たまごボー
ロ等
●飲料：小売用
※乳酸菌、ジュース、炭酸飲料、ノンアルコール飲料
●調味料：小売用
愛知
※醤油、ワサビ、酢等の肉類エキス無の調味料
●酒類：小売用
※梅酒、リキュール類
●冷凍食品：小売用
※ケーキ、アイスクリーム、揚げ物

北京鮮文世紀貿易有限公司

●商社・卸売業
●小売業

●水産物・同加工品：業務用・小売用併用
●調味料：業務用・小売用併用
※ゴマ油等
●コメ：業務用・小売用併用

北海道

●その他 （Ｅコマース）

●日本の果実酒：小売用
●飲料水：小売用
●スナック：小売用
●麺類：小売用

北海道

●商社・卸売業
●小売業

●菓子類：小売用
●ソフトドリンク：小売用
●調味料：小売用
●飴：小売用
●麺類：小売用

FOODEXのみ

●商社・卸売業

●日本酒：業務用・小売用併用
●焼酎：業務用・小売用併用
●珍味：業務用・小売用併用
※タコワサビ等
●調味料：業務用・小売用併用
※醤油、味噌、トンカツソース等
●水産加工品：業務用・小売用併用
※カニカマ、蒲鉾等

北海道

LX France/Centre de Distribution
●商社・卸売業
France

Kuchnie Świata S.A.

大連翰哲国際貿易有限公司

北京希珥瑞思科技有限公司

上海聯友理佳貿易有限公司

蘇州嵐山貿易有限公司
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食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2018
海外バイヤーリスト

No

国名

18 中国

19 中国

20 香港

21 フィリピン

22 ベトナム

23 タイ

24 タイ

25 マレーシア

26 シンガポール

企業名

業種

開催日：2018年3月8日（木）、9日（金）

取扱関心品目

地方コース

●商社・卸売業

●菓子類：業務用・小売用併用
※スナック等
●調味料：業務用・小売用併用
※ワサビ、醤油等
●加工食品：業務用・小売用併用
※納豆等
●ソフトドリンク：業務用・小売用併用
※缶コーヒー等

北海道

深圳嘉選優品供応鏈有限公司

●商社・卸売業
●その他 （Ｅコマース）

●健康食品：小売用
※乳酸菌、穀物棒、黒糖、栄養剤等
●菓子類：小売用
※チョコレート、キャンディー、ビスケット等
●ペットボトル飲料：小売用

愛知

Sin Shun (Asia) Limited

●冷凍水産品：業務用
●牡蠣：業務用
●商社・卸売業
●水産物加工品・練り製品：業務用
●フードサービス（外食）
※さつま揚げ等
●ダシ、スープベース：業務用

THE LANDMARK
CORPORATION/ MADISON
SQUARE MARKETING

●チョコレート：業務用・小売用併用
●ビスケット、ウエハース：業務用・小売用併用
LANDMARK：●小売業
●麺類：業務用・小売用併用
（百貨店）
●調味料：業務用・小売用併用
MADISON：●商社・卸売
北海道
※ソース、みりん、味噌、米酢、料理酒、ゴマダレ、ポン酢、ワサビ、
業（輸入および棚を借り
マヨネーズ等
て自社製品を販売）
●飲料：業務用・小売用併用
※ノンアルコール、清涼飲料等

Redsun International Trading
Investment Corporation

●生鮮水産物：業務用
※サバ、サンマ、サケ（フィレ、赤身、ハラミ）、メカジキ（ハラミ）、カン
パチ、タコ、タイ、甘エビ、赤貝、イワシ
●フードサービス（外食） ●水産加工品：業務用
愛知
※干物、イワシ酢漬け・ニシンワサビ、ウナギの蒲焼等
●調味料：業務用
※醤油、酢（寿司用）、生ワサビ、ワサビ、料理酒、みりん

澳瑞虹国際貿易(上海)有限公司

愛知

●商社・卸売業

●水産物・同加工品：業務用・小売用併用
●調味料：業務用・小売用併用
※ドレッシング、カレー等
●スイーツ：業務用・小売用併用
※和菓子、洋菓子等
●パウチ野菜：業務用・小売用併用

四国（愛媛）

神戸屋食品工業株式会社

●商社・卸売業

●水産物：業務用・小売用併用
※一次産品、生冷凍品、加工用原料
●賞を受賞した食品、飲料類：業務用・小売用併用
●調味料：業務用・小売用併用
※居酒屋、料亭で使用可能な商品
●加工食品：業務用・小売用併用
※居酒屋で使用できるもの
●加工食品：業務用・小売用併用
※スーパーで販売可能な商品、麺類やレトルト商品

FOODEXのみ

DAISHO FOOD (M) SDN BHD

●健康・美容食品：小売用
※オーガニック、コラーゲン等
●菓子類：業務用・小売用併用
※チョコレート、アイス、クッキー等
●商社・卸売業
●果物・野菜：業務用・小売用併用
●小売業
※地域の果物、大根等
●フードサービス（外食）
●リキュール・飲料：業務用・小売用併用
※果物を使ったリキュール、果実ジュース等
●インスタント麺類：小売用
※特にラーメン

Foods Classic Co.,Ltd.

INDOGUNA SINGAPORE PTE
LTD

27 シンガポール Kay Lee Ltd

北海道

●商社・卸売業

●日本産和牛：業務用・小売用併用
※対シンガポール輸出食肉取扱施設で処理されているもの
●冷凍水産物・同加工品：業務用・小売用併用
※特に高級魚
●ハラール商品：業務用・小売用併用
●その他食品全般：業務用・小売用併用

北海道

●商社・卸売業

●冷凍水産物・同加工品：業務用・小売用併用
●果物：業務用・小売用併用
※ミカン、モモ、イチゴ、メロン
●加工食品：業務用・小売用併用
※菓子等
●牛肉・豚肉：業務用・小売用併用
※対シンガポール輸出食肉取扱施設で処理されているもの

北海道
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食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2018
海外バイヤーリスト

No

国名

28 インドネシア

29 インドネシア

企業名

32 エジプト

33 ケニア

取扱関心品目
●ソース：業務用・小売用併用
※焼肉ソース、トンカツソース等
●水産加工品：業務用・小売用併用
※サバ缶、マグロ缶等の缶詰製品
●菓子：業務用・小売用併用
※ポテトチップス、和菓子等
●乳製品：業務用・小売用併用
※バター、チーズ等

PT Fermanto Bev Foods

●商社・卸売業

PT MASUYA GRAHA
TRIKENCANA

●加工食品：業務用・小売用併用
※照り焼き・すき焼きソース系、本みりん、乾物、飲料（ソフトドリン
●商社・卸売業
ク）、冷凍食品各種
●小売業
●菓子：業務用・小売用併用
●製造業
※ポテトチップス系、子供向け菓子類
●フードサービス（外食） ●水産物・水産加工品全般：業務用・小売用併用
●アルコール類：業務用
※日本酒、焼酎、リキュール、ワイン等

地方コース

北海道

北海道

●商社・卸売業

●アルコール飲料：業務用・小売用併用
※日本酒、ビール、その他酒類
●調味料：業務用
●柑橘系商品：業務用・小売用併用
※柑橘系の食材、デザート、カクテルベースに使用可能な商品
●冷凍加工品：業務用
※解凍後そのままもしくは加熱調理が必要な惣菜類、魚卵、海藻
類、イカ等の水産加工品、納豆や湯葉のような冷凍大豆加工品
●オーガニック、グルテンフリー商品：業務用・小売用併用

四国（愛媛）

Koza Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.
Ş.

●商社・卸売業

●調味料：業務用・小売用併用
※味噌、酢、トンカツソース等
●餃子：業務用・小売用併用
●ノリ：業務用・小売用併用
※寿司用ノリ、味付けノリ等
●麺類：業務用・小売用併用
●漬物：業務用・小売用併用
※寿司用のガリ等

愛知

AM International

●寿司関連商品：業務用・小売用併用
●商社・卸売業
※寿司ネタ、酢、醤油等（コメは除く）
●フードサービス（外食） ●冷凍水産物：業務用・小売用併用
●水産加工品：業務用・小売用併用

30 オーストラリア Nippon Food Distributors Pty Ltd

31 トルコ

業種

開催日：2018年3月8日（木）、9日（金）

Westlands Trading Ltd.

●商社・卸売業

●調味料：業務用・小売用併用
※醤油、照り焼きソース等
●天ぷら粉：業務用・小売用併用
●麺類：業務用・小売用併用
●加工食品：業務用・小売用併用
※スーパーで売っているようなもの

※合計35社39名（No.2、10、21はそれぞれ2社で1ブースをかまえる。No.3、4は分野ごとに別々にブースをかまえる。）
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北海道

FOODEXのみ

