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Sushi Robots
France
（パリ）

◆企業概要

・寿司ロボット等の食品機械の販売代理店と
寿司学校（職業訓練学校）を経営している。

・欧州内の日本食関係者の需要に応じて、メ
ンテナンスにも対応できる食品機械ディスト
リビューターとして機能しながら、欧州全域
の寿司レストランのコンサルティングの提供、
寿司のシェフを育成する訓練プログラムを実
施している。

・現在は小規模の機械が中心のところ、今後
は大規模な機械の販売事業に業容を拡大する
予定。

・リビア、チュニジア、アルジェリア、モ
ロッコなどの北西アフリカ諸国＝マグレブ諸
国にも販売しているため、CEマーク取得のな
い製品にも関心が高い。

◆業態

商社・販売代理店

◆調達希望品目
 寿司ロボット
 餃子製造機
 製麺機（ラーメン、そば、うどん）
 調理器具（鮨、餃子用）

まな板、へら等
 食品加工機器等の部品（精米機等）

◆主要顧客
・＜日系＞欧州内の日本食レストラン
・＜仏系＞大手スーパー
・＜独系＞大手スーパー

www.sushi-robots.eu
設立：2004年
従業員数：12名

◆日本食品機械取扱実績
・寿司ロボットメーカー
・洗浄機メーカー 等

◆販売テリトリー
・欧州全域
・マグレブ諸国

http://www.sushi-robots.eu/
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Myanmar Promotional 

Services
Myanmar
（ヤンゴン）

◆企業概要

・2017 年より食品加工分野のビジネスを開
始。

・米国SPX USA、独 Fristam pump のポン
プ、スイス Frewitt の粉砕機等、大手欧州企
業の総代理店。

・食品加工・飲料、包装系の機械全般におい
て、地場企業からニーズがあれば、それに対
応できる製品を、取扱実績のある製品から選
んで、ソリューションを提案するというビジ
ネスモデル。国営工場やビール工場等国内に
幅広いネットワークを持つ。

◆業態

商社・販売代理店

◆主要顧客
＜ミャンマー系＞製薬会社、ビールメーカー
＜日系＞ 大手ビールメーカー

www.mps.com.mm
設立：2009年
従業員数：25名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆調達希望品目
 原料処理（野菜・果物の選別・洗浄など）
 食品製造および加工機
（食用油・大豆・ゾウコンニャク加工など）
 包装機・充填機（果物・野菜・食用油・大

豆及び大豆関連製品など、幅広く）
 飲料製造設備
 製麺機（乾麺）
 保管・搬送・移動
 食品安全・品質管理技術

◆販売テリトリー
・ミャンマー国内

◆海外食品機械の取扱実績
METCHESINI(伊)包装機
FETTE（独)タブレットプレス 等

http://www.mps.com.mm/
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PT. Charoen 

Pokhpan

Indonesia

Indonesia
（ジャカルタ）

◆企業概要

 高品質の家禽飼料の製造、養鶏、加工食品
の生産におけるインドネシアでのリーダー
格の企業。

 主要なビジネス領域（食品分野のみ）：

・ブロイラーの繁殖

・食肉処理場と家禽/非家禽肉の梱包

・家禽および肉製品の製造および保存

・果物と野菜のフロスティング

・混合小麦粉と小麦粉生地加工

・スパイスと調味料等

◆業態

エンドユーザー（鶏を中心とした総合食品
メーカー）

◆調達希望品目
 軽量機器関連
定量パック製品のための計量機器
（製品例：チキンナゲット）

https://cp.co.id/en/
設立：1972年
従業員数：7,043名

◆日本食品機械取扱実績
有
（計量機器メーカー、鶏肉加工機メーカー）

◆販売テリトリー
・インドネシア国内

◆海外食品機械の取扱実績
無

https://cp.co.id/en/
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PT. Comextra

MajoraIndonesia
（ジャカルタ）

◆企業概要

・同社は1988年にジャカルタにて設立され
た、カシューナッツ関連製品を中心に、ココ
ア豆や家畜肥料等の農産品を扱う会社。取引、
加工、出荷、商品調達、農家グループへの資
金調達の橋渡し等、業務が多岐に渡る。

・配送とロジスティクス管理が同社の主要な
関心領域。顧客指定のオンタイムでのデリバ
リーと厳格な品質管理を低コストで実現する
ためのアイテムの調達を今回の商談会で期待
している。

◆業態

エンドユーザー（カシューナッツ関連製品
を中心とした食品メーカー）

◆調達希望品目
・包装、梱包関連機器

https://www.comextra.com/
設立：1988年
従業員数：NA

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・インドネシア国内/国外
（自社のECサイトあり、インドネシア語/英
語対応）

◆海外食品機械の取扱実績
無

URL:https://www.comextra.com/shop

https://www.comextra.com/
https://www.comextra.com/shop
https://www.comextra.com/shop
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Deccanfield Agro 

Industries
India

（ベンガルール）

◆企業概要

・インド・ベンガルールを本拠にする、多種
類の野菜と果物の加工・販売企業。主に、地
場大手の小売店にカット野菜製品、果物製品
を供給するほか、中東諸国への輸出も行って
いる。

・今後、冷凍倉庫インフラの向上とともに、
トマト加工工場の設置を予定しているため、
日本製の高品質な加工機械の購入を検討して
いる。このほか、精油精製工場の設立も予定
しており、同工場に設置する抽出機の購入も
検討している。

◆業種

エンドユーザー（果物加工及び販売業）
◆調達希望品目
 野菜（トマト、アボカド）と果物（パパイ

ヤ、ジャックフルーツ、ザクロ、マンゴー、
バナナ、パインアップル等）の加工機【皮
むき、スライス、ダイスカット、乾燥工程、
粉体化、剪断】

 包装機・包装資材
 包装対象：生野菜や果物、スライスとダイ

スカットされた果物と野菜、粉体やトマト
ケチャップ

 包装手法：真空、レトルトパックやボトル
パック等）

 精油の抽出機
• 対象原料：生姜、ターメリック、コショウ、

カルダモン等のスパイス。コーヒー、バジ
ルなどのハーブ

 冷蔵・冷凍設備
 その他の関心領域
 食品安全・品質管理技術
 保管・搬送・物流設備

◆主要顧客
・現地小売店
・大手スーパー

https://www.deccanfield.com/
設立：2016年
従業員数：100名

◆日本/海外食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・インド国内
・中東一部



Delicia Foods 

India Pvt. Ltd
India

（ベンガルール）

◆企業概要

・2004年に北インド・ウッタラカンド州に
設立され、野菜および果物の加工・販売を
行っている。主な客先は、Walmart、メトロ
等の大手小売業者。

・今後、加工設備の高度化を予定しており、
日本製のハイスペックの野菜や果物加工関連
機械の購入を予定している。同社は、インド
国内でのネットワークも広いため、代理店と
して、日本製の食品加工機の輸入販売にも関
心がある。

◆業種

エンドユーザー（果物加工及び販売業）

◆調達希望品目
 野菜（トマト、チリ、豆、スイートコー

ン）と果物（ライチー、リンゴ、モモ、西
洋ナシ、パインアップル等）の加工機【皮
むき、スライス、ダイスカット、粉砕・微
細化】

 その他の関心領域
 充填・包装機械(副資材含む)
 食品安全・品質管理技術
 冷蔵・冷凍設備

◆主要顧客
・現地小売店
・＜仏系＞大手スーパー
・＜米系＞大手スーパー

http://www.deliciadelights.com/
設立：2004年
従業員数：50名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・インド国内

◆海外食品機械の取扱実績
無
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Deejay Coconut 

farm Pvt. Ltd
India

（ベンガルール）

◆企業概要

・1969年にベンガルールで設立された、イ
ンド最大手のココナッツの苗木を販売する企
業である。同社は、高品質のココナッツ苗木
の他、ココナツ・オイル、ココナッツシュ
ガー、ココナツウオーターなど、多種類のコ
コナツ製品の生産・販売を行っている。また、
売り上げの約20％はアフリカ、南アジア、ア
セアン地域向けとなっている。

・同社は、ゴア州でココナツ製品の新工場を
設立する予定で、導入設備（剥離機、水抽出
機など）の購入に関心がある。これまで、生
産設備や加工機械などすべてインド国内から
調達していたが、将来の需要拡大に応じるた
め、今後、日本を含む海外からの高性能およ
び生産力の高い上位機の購入希望がある。

◆業種

エンドユーザー（ココナツ由来製品の製造販売）

◆調達希望品目
 ココナツ加工関連機械

（皮むき機、液体の抽出機など）
 その他の関心領域
 食品安全・品質管理技術
 環境技術（汚水処理）
 冷蔵・冷凍設備
 包装資材

◆主要顧客
・インド、ナイジェリア、ケニア、マレーシ
ア、タイ政府関係者
・インドの大手食品メーカー

https://deejayfarm.com/
設立：1969年
従業員数：500名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・インド全域
・東南アジア一部
・アフリカ一部

◆海外食品機械の取扱実績
無

https://deejayfarm.com/
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DPK Engineers

Pvt. Ltd
India

（ベンガルール）

◆企業概要

・1985年にベンガルールに設立された機械
設備の大手代理店。インド以外の、南アジア
諸国に輸出も行っている。

・同社は事業の多角化を検討しており、日本
製食品機械の共同生産や輸入販売、マーケ
ティング、工場据付、アフターサービス等の
事業参画に高い関心を持っている。

・新型コロナウイルス問題に伴い、必需品で
ある食品の需要がインド国内で急速に拡大し
ており、食品加工メーカーから生産インフ
ラーの向上への投資も増えつつある。この機
会をとらえて、日本製の多様な食品加工機械
の輸入販売を検討している。

◆業種

商社・販売代理店

◆調達希望品目
 食品加工機械
 充填・包装機械(副資材含む)
 冷蔵・冷凍設備
 保管・搬送・物流設備

◆主要顧客
・＜米系＞大手建設機械メーカー
・＜日系＞大手自動車メーカー
・インドの建設機械メーカー、エンジニアリ
ング会社

http://www.dpkgroup.in/index.php
設立：1985年
従業員数：250名

◆日本食品機械取扱実績
無
※日本の工作機械の取扱実績あり：大手自動
車メーカー、大手農業機械メーカー等

◆販売テリトリー
・インド国内をはじめとする南アジア
・アフリカ一部

◆海外食品機械の取扱実績
無
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Neo Foods
India

（ベンガルール）

◆企業概要

・同社は2005年にベンガルールにて創業し
た、インド最大規模のピクルスメーカー。
ピクルスと同様に果物も商材としており、海
外から輸入した原材料を同社の工場で加工・
再包装し、インド国内の主要小売り店向け及
び欧米向けに販売している。

・今後、生産工場の能力拡大を検討しており、
日本製の新たな機構を組み込んだ加工機械等
の調達に関心がある。

◆業種

エンドユーザー（ピクルスと果物の加工・販
売）

◆調達希望品目
 野菜（ガーキン、ハラペ―ニョ、トウモロコ

シ、オリーブ、ズッキーニ、オニオン、トマ
ト、ニンジン）と果物（パインアップル、モ
モ 等）の加工機【スライス、ダイスカット、
剪断、タンピングマシン】

 保管・搬送・物流設備
パレタイザー機、デパレタイザー機

 その他の関心領域
 充填・包装機械(副資材含む)
 食品安全・品質管理技術

◆主要顧客
・＜米系＞ファーストフードチェーン
・国内のフードコート、スーパー、ホテル等

http://www.neofoods.co.in
設立：2005年
従業員数：500名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・インド国内
・欧州一部
・米州一部
・豪、露等

◆海外食品機械の取扱実績
無



11

Standart-agro
Russia
（サハリン）

◆企業概要

同社はサハリン州にて農業機械・機器・技術
の供給を行うとともに、自身でジャガイモ、
ニンジン、ビーツ、カボチャなどの小規模栽
培にも取り組んでいる。飼料も製造しており、
将来的にはサハリンから距離の近い日本へ飼
料供給を行う計画を持っている。

◆業種

商社・販売代理店

◆調達希望品目
 ポテトチップスの生産設備
 充填・包装機械(副資材含む)
特にレトルト包装と、飼料用（干し草、ヘイ
レージ、サイレージ）の装置・包装材を希望

◆主要顧客
・サハリン州内の農業関係企業・組織

http://www.agro65.ru/
設立：2011年
従業員数：７名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・ロシア・サハリン州

◆海外食品機械の取扱実績
有
（農機：中国製トラクター）

http://www.agro65.ru/
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Green Mix LLC
Russia
（ノブゴロド）

◆企業概要

同社は生鮮野菜・果物のサプライヤーであり、
大手小売企業や飲食店、ファーストフードな
どに販路を持っており、ロシア国内のみなら
ずCIS諸国に供給している。

今年から生鮮野菜の栽培プロジェクトを開始
しており、パッケージサラダなどの供給を予
定している。

◆業種

エンドユーザー（野菜生産企業）

◆調達希望品目
生鮮野菜・果物に関連する以下内容
 加工機【スライス、ダイスカット、剪断】
の加工・保存・輸送にかかる技術
 洗浄装置
 消毒装置
 乾燥機
 充填・包装機械(副資材含む)
 保管・搬送・物流設備

◆主要顧客
・ロシアの主要な大手小売企業（食品スー
パー）、飲食店、ファーストフード等

http://greenmix-nn.ru/
設立：2012年
従業員数：56名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・ロシア・CIS諸国

◆海外食品機械の取扱実績
有
生産・加工に関して中国製装置を導入

http://greenmix-nn.ru/
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KETAWORLD,LTD.
Russia

（極東・沿海州()）

◆企業概要

同社は極東の大手漁業会社と協力して、漁
獲・加工・配送と一連のサービスを提供して
おり、アジアへの玄関口であるロシア極東・
ウラジオストク市の地理的特徴を利用して、
近い将来に、欧米・アジア太平洋地域等の海
外市場への参入を狙っている。

生鮮魚・冷凍魚の供給だけでなく、自社で缶
詰などの加工を行っており、日本の魚製品の

製造技術や包装装置に関心を持っている。

◆業種

エンドユーザー（魚介類・水産物の供給・加
工製造）

◆調達希望品目
 魚介類・水産物加工品の製造設備
 包装機械(副資材含む)

◆主要顧客
・流通業者、製造工場、
小売（大型ショッピングセンター）など

www.Ketaworld.center
設立：NA
従業員数：NA

◆日本食品機械取扱実績
無

◆販売テリトリー
・ロシア国内

◆海外食品機械の取扱実績
NA

http://www.ketaworld.center/
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StaNDart
Russia

（サハリン州)）

◆企業概要

日本から近く、漁業が盛んであるサハリン州
において水産加工機器の販売・修理・メンテ
ナンスを行う他、漁業・水産加工業における
自動化や船舶機器・エンジンなどの取り扱い
など、水産機器の総合的な取り扱いを行って
いる。
サービスセンターも有しており、経験豊富な
エンジニアが修理・メンテナンスサービスを
提供している。

◆業種

商社・販売代理店（水産業にかかる加工機器
の販売・メンテナンス、自動化、船舶機器・
エンジンの取り扱い等）

◆調達希望品目
 水産品加工機械（特にイカとイワシ)
 冷蔵・冷凍設備
 包装機械(副資材含む)
 缶詰製造設備
 食品安全・品質管理技術
 その他の関心領域
・漁業における革新的技術、養殖加工の新技術
・漁船の自動化等

◆主要顧客
・カムチャッカ地方の主な企業
・ハバロフスク、サハリン地域の企業

www. http://standartsakh.ru
設立：2005年
従業員数：12名

◆日本食品機械取扱実績
有

◆販売テリトリー
・同上

◆海外食品機械の取扱実績
無
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Rivers Co. Ltd.
Russia

（エカテリンブルク)）

◆企業概要

中国、台湾、韓国、イタリア、アメリカ企業
の機械製品を扱う正規代理店として、幅広い
機械を取り扱っている。
油圧式プレスや成型機械、金属加工機械など
を多く取り扱っているが、包装機械や食品加
工機械等も取り揃えている。

◆業種

商社・販売代理店（機械装置及び工業製品）

◆調達希望品目
 種子および野菜の加工機械
 食品加工機械全般
• 食品乾燥機
• 色彩選別機
• 油圧プレス機（ジューサー）
• ホモジナイザー
• 冷風乾燥機
• 製麺機
• 寿司ロボット
• 食品プラント用センサ・バルブ・モーター等

◆主要顧客・販売テリトリー
・ロシア国内が主要な販売先となるが、ロシ
アの他にベラルーシ、カザフスタン、モルド
バ、ウズベキスタン、キルギスにも販売を
行っている。

https://g2r.su/
設立：2008年
従業員数：23名

◆日本食品機械取扱実績
無

◆海外食品機械の取扱実績
有
中国製、台湾製、韓国製、イタリア製、アメ
リカ製を取り扱う。

https://g2r.su/
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RUSAGRO PLC
Russia

（エカテリンブルク)）

◆企業概要

ロンドン証券取引所とモスクワ証券取引所に
上場しているロシアの大手食糧企業であり、
グループ全体で643,000ヘクタールにも及
ぶ土地で砂糖、豚肉、農作物、油脂の生産を
おこなっており、同社の製品は世界50か国以
上で販売されている。

◆業種

エンドユーザー（食料品製造業）

◆調達希望品目
 油脂食品（マヨネーズ、ソース、マスタード
等）の製造機器（付属装置含）、均質化装置、

低温殺菌装置
 CIPシステム、PIGシステム、乾燥及び液体
投与の自動システム

 充填・包装機械(副資材含む)
特に個別包装を希望
 排水処理、排ガス処理装置

◆主要顧客・販売テリトリー
・ロシア国内、世界50か国以上に販売

https://www.rusagrogroup.ru/ru/o-kompanii/
設立：1995年
従業員数：20,000名

◆日本食品機械取扱実績
NA

◆海外食品機械の取扱実績
NA

https://www.rusagrogroup.ru/ru/o-kompanii/
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UGMK-Agro
Russia

（エカテリンブルク)）

◆企業概要

ロシアのスヴェルドロフスク地域の乳製品業界で
最大規模の企業の１つ。
日に約80トン（年間3万トン）の牛乳を生産し、30

種類以上の乳製品を作り出している。また、乳製
品（チーズを含む）の他、温室内での野菜生産を
行っている。

◆業種

エンドユーザー（乳製品製造企業）

◆調達希望品目
 牛乳からのラクトフェリン抽出技術

◆主要顧客・販売テリトリー
ロシア全土

http://www.zdorovomoloko.ru/
設立：1992年
従業員数：250名

◆日本食品機械取扱実績
NA

◆海外食品機械の取扱実績
NA

http://www.zdorovomoloko.ru/
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