ジェトロ食品輸出オンライン商談会（水産品・同加工品）バイヤー一覧

No

国・地域名

企業名

業種

2020/9/14

取扱関心品目

取扱関心品目

取扱関心品目

取扱関心品目

取扱関心品目

優先度1

優先度2

優先度3

優先度4

優先度5

冷凍マグロ赤身、中トロ、大ト
ウニ（業務用及び小売
ロ（業務用及び小売用、冷凍、
用、冷蔵、数日）
１２カ月）

空輸でも活きた状態
ブランド名のつく魚
イクラ（業務用及び小売
でアジアに搬送可能
関サバ関アジなど（業務
用、冷凍、１２カ月）
な水産物（業務用、冷
用、冷蔵、数日）
蔵、数日）

1 カンボジア・プノンペン

DAISHIN TRADING (CAMBODIA) Co.,Ltd

●商社・卸売業
●フードサービス（外食）

2 カンボジア・プノンペン

LOKA Food & Beverage

●商社・卸売業

生の水産物（業務用・小売用
併用、冷蔵、3日）

上海俊勰貿易有限公司

●商社・卸売業

以下魚種以外の水産物（マグ
ロ、真ダイ、ハマチ、アジ、キン
冷凍食品（冷凍魚フラ
キ、キンメダイ、アマダイ、サメ 内臓を除き真空パックし イ、冷凍カニクリームコ
カレイ、スマ、イサキ、クルマエ た水産物（小売用、冷 ロッケ、冷凍エビフライ ―
ビ、カワハギ肝付、木箱ウニ、 蔵、３日）
など）（小売用、冷凍、１
塩水ウニ、ホタテ、白子、白エ
年）
ビ）（業務用、冷蔵、2日）

広州碩岸隆進出口貿易有限公司

冷凍水産物（業務用、冷 冷凍水産加工品（業務
凍、12カ月）
用、冷凍、12カ月）

―

―

原産地証明があると望ましい

―

●原産地証明/衛生証明書の取得必須
●中国向けに輸出する水産物の取扱施設
は、厚生労働省を通じて国家質量監督検
験検疫総局への登録が必要
●規制上輸入禁止：１０都県の農林水産物
●ブリ、カンパチは取引希望無

●商社・卸売業
●小売業

トロ（業務用及び小売用 シマアジ（業務用・小売
マグロ（業務用・小売用併用、
ブリ（業務用・小売用併
併用、冷凍、１２～１５ 用併用、冷蔵、１２～１５
―
冷蔵、１２～１５日）
用、冷蔵、１２～１５日）
日）
日）

●中国向けに輸出する水産物の取扱施設
は、厚生労働省を通じて国家質量監督検
験検疫総局への登録が必要
●規制上輸入禁止：１０都県の農林水産物

DOUGH AND GROCER CORPORATION

●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス（外食）

冷凍鮮魚、冷凍食品
全般
水産物（１アワビ ２．カキ ３．
（１．アワビ ２．カキ
缶詰、高級珍味などの
ホタテ ４．キンキ ５．ブリ、ハ
３．ホタテ ４．キンキ
水産物加工品（小売用、 ―
マチ）（業務用・小売用併用、
５．ブリ、ハマチ）（業務 常温、1年）
冷蔵、３日）
用・小売用併用、冷凍、
1年）

HACCPがあると望ましい

6 ベトナム・ホーチミン

Akuruhi Group

●商社・卸業
●小売業（コンビニ）
●フードサービス（外食、レストラン）

マグロ、シメサバ、サケ、ハマ アナゴ（業務用・小売用 エビ、甘エビ（業務用・小 ホタテ（業務用・小売用
チ、カツオ（業務用・小売用併 併用、冷蔵、冷凍、１２ 売用併用、冷蔵、冷凍、 併用、冷蔵、冷凍、１２ ―
用、冷蔵、冷凍、１２カ月）
カ月）
１２カ月）
カ月）

●水産物・同加工品および畜産物・同加工
品は最終加工施設、輸出食肉取扱い施設
として登録された施設での製造が必要
●HACCP、各種証明の取得が望ましい

7 ベトナム・ホーチミン

Nghi Son Aquatic Product Import Export Co.,Ltd

●商社・卸売業
●製造業

カンパチ、ヒラマサ、ブリ（業務 ハマチ（業務用、冷蔵、 カツオ（業務用、冷蔵、
用、冷蔵、冷凍、１２カ月）
冷凍、１２カ月）
冷凍、１２カ月）

ボラ（業務用、冷蔵、冷 マグロ（業務用、冷
凍、１２カ月）
蔵、冷凍、１２カ月）

水産物・同加工品および畜産物・同加工品
は最終加工施設、輸出食肉取扱い施設と
して登録された施設での製造が必要

●フードサービス（外食、レストラン）

魚類（サケ、シメサバ、
ホタテ（業務用・小売用 ハマチ、ブリ、マグロな
ウニ（業務用・小売用併用、冷
併用、冷蔵、冷凍、１２ ど）（業務用・小売用併
蔵、３日）
カ月）
用、冷蔵、冷凍、12カ
月）

●水産物・同加工品および畜産物・同加工
ニシン（業務用・小売
カキ（業務用・小売用併
品は最終加工施設、輸出食肉取扱い施設
用併用、冷凍、12カ
用、冷蔵、１～３日）
として登録された施設での製造が必要
月）
●HACCP、各種証明の取得が望ましい

Oceania Seafoods Pty Ltd

●商社・卸売業

寿司関連商品（寿司ネ 水産加工品（揚げ物、か
水産物（甲殻類、白身、冷凍
タ、調味料、海苔等）（業 まぼこ）（業務用・小売
フィレ）（業務用・小売用併用、
―
務用・小売用併用、冷 用併用、冷蔵、冷凍、６
冷蔵、冷凍、６カ月）
凍、６カ月）
カ月）

―

HoReCa Asian Foods

●商社・卸売業

アワビ、北海道ズワイガニス
ティック（業務用、冷凍、冷蔵
、６カ月）

調味料、日本塩（業務 ●GFSI、各種検査証明書、原産地証明
用・小売用併用、常 書、有機認証等の取得が望ましい
温、12カ月）
●鰹節は取り扱い不可

3 中国・上海

4 中国・広州市

5 フィリピン・マニラ

8 ベトナム・ホーチミン

9 オーストラリア・メルボルン

10 ポーランド・ワルシャワ

Takahiro Food Corporation

―

備考

ハマチなど寿司・さしみ アンキモ、タラコ、スジ ホタテ、ウニ、燻製イク
用水産物（業務用、冷 コ、イカ、タコ（ 業務用、 ラ（業務用、冷蔵、冷
蔵、１カ月）
冷蔵、冷凍、６カ月）
凍、６カ月）

―

内臓のついた水産物は輸入禁止
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No

国・地域名

11 ロシア・サンクトペテルブルク

企業名

SEAWAY CO LTD

業種

●商社・卸売業

2020/9/14

取扱関心品目

取扱関心品目

取扱関心品目

取扱関心品目

取扱関心品目

優先度1

優先度2

優先度3

優先度4

優先度5

冷凍イワシ（ラウンド）（業務
用・小売用併用、冷凍、２４カ
月）

冷凍ブリ（ラウンド）（業
務用・小売用併用、冷
凍、２４カ月）

備考

水産物・同加工品および畜産物・同加工品
は最終加工施設、輸出食肉取扱い施設と
冷凍サバ（ラウンド）（業 冷凍サンマ（ラウンド） 冷凍マグロ（ブロック）
して登録された施設での製造が必要
務用・小売用併用、冷 （業務用・小売用併用、 （業務用・小売用併
同社インタビュー記事：
凍、２４カ月）
冷凍、２４カ月）
用、冷凍、２４カ月）

https://www.jetro.go.jp/biznews/2
019/06/07f7d4e0a32ec4fc.html

12 アラブ首長国連邦・ドバイ

JFC MIDDLE EAST

●商社・卸売業

水産物・同加工品（寿司ネタ用
ヒラマサ、シメサバ、ホタテガ
イ、ホッキガイ、寿司エビ、甘
エビ、ボタンエビ、ウニ、カニ
足・身、イカ、ゆでダコ）（業務
用、冷凍、１２カ月）

天ぷら用伸ばしエビ、ソ
イクラ、トビッコ、マサ
フライ用加工品（業務
フトシェルクラブ、ウナギ
ゴ、その他（業務用・小
用・小売用併用、冷凍、 のカバ焼き（業務用・小 ―
売用併用、冷凍、１２カ
１２カ月）
売用併用、冷凍、１２カ
月）
月）

●商品がＵＡＥ向け輸出に適している商品
（動物性たんぱく質が含めれていない、ア
ルコール添加をしていない、ＵＡＥが禁止す
る食品添加物を使用していない）
●ハラール認証

