
食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2019
2019年3月7日(木）～8日（金）

別添①

No 国・地域名 企業名 業種 取扱関心品目 地方コース

1 米国 Hosoda Brothers Inc.
●商社・卸売業
●その他（オンラ
インショップ）

●菓子類：業務用、常温・冷蔵・冷凍
●酒類：業務用、常温
●冷蔵・冷凍商材：業務用・小売用併用、冷蔵・冷凍
●健康食品：小売用、常温
●その他食品一般：業務用・小売用併用、商品に適した保存方法

東海（愛知）

2 メキシコ Gapa Food Service ●商社・卸売業
●寿司関連商品：業務用・小売用併用、常温・冷凍
●ソース類を中心とした調味料：業務用・小売用併用、常温

東海（愛知）

3 ブラジル COMERCIAL MARUKAI LTDA.

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス
（外食）

●ビスケット、米菓：小売用、常温
●飴、ガム：小売用、常温
●麺類：小売用、常温
●調味料、ソース：業務用・小売用併用、常温
●和菓子、和のスイーツ：業務用・小売用併用、常温

東海（愛知）

4 ブラジル
Tradbras Importação e Exporta
ção Ltda.

●商社・卸売業

●米菓：業務用・小売用併用、常温
●クッキー、スナック：業務用・小売用併用、常温
●カレー：業務用・小売用併用、常温
●ワサビ：業務用・小売用併用、常温
●香辛料、調味料：業務用・小売用併用、常温

東海（愛知）

5 英国 Atariya Foods (UK) Limited

●商社・卸売業
●小売業
●製造業
●フードサービス
（外食）

●コメ：業務用・小売用併用、常温
●ＥＵ輸出可能な水産物・同加工品：業務用・小売用併用、冷凍
●常温の商品：業務用・小売用併用、常温
●業務用商品：業務用・小売用併用、冷凍
●果物、野菜：業務用・小売用併用、冷蔵

四国（高知）

6 英国 Ichiba UK Ltd

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス
（外食）
●その他（オンラ
インショップ）

●日本酒、焼酎、ビール、ワイン：業務用・小売用併用、常温・冷蔵
●日本茶：業務用・小売用併用、常温
●ビーガン向け⾷品：業務用・小売用併用、常温
●グルテンフリー⾷品全般：業務用・小売用併用、常温
●調味料：業務用・小売用併用、常温

四国（高知）

7 英国 Japan Food Express Ltd

8 ドイツ Japan Food Express GmbH

9 フランス UMAMI

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス
（外食）
●その他（オンラ
インショップ）

●柚子ジャム：業務用・小売用併用、常温
●米粉：業務用・小売用併用、常温
●有機食品全般：業務用・小売用併用、常温
●柚子エッセンス：業務用、常温
●古代米：業務用・小売用併用、常温

四国（高知）

10
スイス

Nippon Food Gmbh
●小売業
●フードサービス
（外食）

●高品質の菓子類：業務用・小売用併用、常温
●醤油：業務用・小売用併用、常温
●キハダマグロ：業務用・小売用併用、冷凍

四国（高知）

11 イタリア GOURMET LINE SRL
●商社・卸売業
●その他（オンラ
インショップ）

●調味料類：業務用・小売用併用、常温
●日本酒、焼酎、ビール：業務用・小売用併用、常温
●麺類：業務用・小売用併用、常温・冷凍
●海苔：業務用・小売用併用、常温
●調理済み食品：業務用・小売用併用、常温・冷蔵

東海（愛知）

東海（愛知）

●商社・卸売業
（英）
●商社・卸売業
（独）
●小売業（独）

●調味料：業務用・小売用併用
●コメ、米菓：業務用・小売用併用
●菓子類：業務用・小売用併用、常温
●酒類：業務用・小売用併用
●麺類：小売用
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12 スペイン Oriental Market
●商社・卸売業
●小売業

●菓子類全般：小売用、常温
●コメ：小売用、常温
●調味料：小売用、常温
●冷凍食品：小売用、冷凍
●麺類：小売用、常温

東海（愛知）

13 チェコ Tako Foods
●商社・卸売業
●製造業

●コメ：業務用・小売用併用、常温
●海藻類：業務用・小売用併用、常温
●調味料：業務用・小売用併用、常温
●スパイス：業務用・小売用併用、常温
●菓子類、飲料類：小売用、常温

東海（愛知）

14 ルーマニア SC CONSALI EXPERT SRL
●商社・卸売業
●その他（オンラ
インショップ）

●インスタントラーメン、カップラーメン、袋麺：業務用・小売用併用、常温
●抹茶、煎茶、紅茶、ウーロン茶、フルーツティ等の茶葉やティーパック：
業務用、常温
●調味料、醤油、トッピングソース類：業務用・小売用併用、常温
●日本酒：業務用・小売用併用、常温
●菓子類：小売用、常温

四国（高知）

15 ロシア SEIJI FISH
●商社・卸売業
●小売業

●水産物・同加工品：業務用・小売用併用、冷凍
●水産物・同加工品：業務用、冷蔵
●業務用乾物、ソース類：常温

四国（高知）

16 韓国 EKC Co.,Ltd ●商社・卸売業

●飲料類、ビール（業務用・小売用併用、常温・冷凍
●菓子類：業務用・小売用併用、常温・冷凍
●冷凍食品：業務用・小売用併用、冷凍
●パン製造関連食材、冷凍ケーキ等の完成品：業務用・小売用併用、常
温・冷凍

四国（高知）

17 中国 大連佳志商貿有限公司 ●商社・卸売業

●菓子類：業務用・小売用、常温
●ノンアルコール飲料：小売用、常温
●酒類：小売用、常温
●コーヒー：小売用、常温
●調味料：小売用、常温

東海（愛知）

18 中国 大連毅信国際貿易有限公司
●商社・卸売業
●小売業

●コーヒー：小売用、常温
●菓子類：小売用、常温
●ノンアルコール飲料：小売用、常温
●酒類：小売用、常温

東海（愛知）

19 中国
大連欣欣青果国際貿易有限公
司

●商社・卸売業

●酒類：業務用・小売用併用、常温
●ノンアルコール飲料：業務用・小売用併用、常温
●調味料：業務用・小売用併用、常温
●スナック菓子：業務用・小売用併用、常温

四国（高知）

20 タイ Daisho (Thailand) Co.,Ltd ●商社・卸売業

●水産物・同加工品： 業務用・小売用併用、 冷凍
●工場加工用原料：業務用、常温・冷凍
●ソース、ドレッシング類：業務用・小売用併用、常温
●菓子類、スナック類：小売用、常温
●ハラール関連商品、無添加関連商品：業務用・小売用併用、常温・冷
凍

東海（愛知）

21 タイ
The Foodsource Company
Limited

●商社・卸売業

●牛肉：業務用・小売用併用、冷凍
●水産物・同加工品：業務用、冷凍
●加工食品：業務用・小売用併用、常温・冷凍
●飲料：業務用、常温
●ベーカリー製品：業務用、 常温・冷凍

四国（高知）

22 タイ The Mall Group Co.,Ltd. ●小売業

●水産物：小売用、冷蔵・冷凍
●牛肉 ：小売用、冷蔵・冷凍
●牛乳：小売用、冷蔵　１４日）
●ソース類：小売用、常温

東海（愛知）
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23 ベトナム Annam Gourmet Market
●商社・卸売業
●小売業

●菓子類：小売用、常温
●ノンアルコール飲料：小売用、常温
●水産物：業務用・小売用併用、冷蔵・冷凍
●加工食品：小売用、常温
●調味料：業務用・小売用併用、常温

東海（愛知）

24 マレーシア Focal Marketing Sdn.Bhd ●商社・卸売業

●水産加工品：業務用、冷凍
●ハラールのデザート・ハラールのパン用の原材料：業務用・小売用併
用、常温・冷凍
●ふりかけ：業務用、常温
●寿司用商材：業務用、冷凍
●有機の茶：業務用、常温

四国（高知）

25
シンガポー
ル

Healthworkz Pte Ltd
●商社・卸売業
●小売業

●スナック類：小売用、常温
●インスタント食品、インスタント麺、レトルトご飯：小売用、常温
●飲料：小売用、常温
●チョコレート：小売用、常温
●ケーキ、パン：小売用、常温

東海（愛知）

26
シンガポー
ル

OPUS VERTICALS PTE LTD

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス
（外食）

●メカジキ、ハマチ等：業務用・小売用併用、冷凍
●ウニ、イクラ等の魚卵：業務用・小売用併用、冷蔵・冷凍
●牡蠣：業務用・小売用併用、冷凍
●ウナギ：業務用・小売用併用、冷凍
●水産加工品：業務用・小売用併用、冷凍

FOODEXのみ

27 インドネシア PT.INDOMARU LESTARI ●商社・卸売業

●漬物：業務用・小売用併用、冷蔵
●菓子類：業務用・小売用併用、商品に適した保存方法
●加工食品：業務用・小売用併用、常温
●茶：業務用・小売用併用、常温
●加工品：業務用・小売用併用、冷蔵

東海（愛知）

28 インドネシア
PT MASUYA GRAHA
TRIKENCANA

●商社・卸売業
●小売業
●製造業
●フードサービス
（外食）

●スナック類：業務用・小売用併用、常温・冷蔵
●ドレッシング、ふりかけ：業務用・小売用併用、常温・冷蔵
●水産加工品：業務用・小売用併用、商品に適した保存方法
●上記１～３位の中から東南アジア向けに人気のある商品：業務用・小
売用併用、常温・冷蔵

東海（愛知）

29 スリランカ C.W.Mackie PLC
●商社・卸売業
●製造業

●調味料：業務用・小売用併用、常温
●麺類：業務用・小売用併用、常温
●乾燥ワカメ：業務用・小売用併用、常温
●スナック菓子：業務用・小売用併用、常温
●デザート・スイーツ類：業務用・小売用併用、常温

四国（高知）
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