
所在

都道府県
No. 会社名 商品カテゴリー

ベトナム

マーケット

Hanoi

参加有無

(9/13)

1 株式会社 北国生活社 健康食品 - ●

2 クール北海道 株式会社 魚／米／肉 - ●

3 ベル食品 株式会社 ソース - ●

4 株式会社 男山本店 アルコール NEW ●

5 末永海産 株式会社 魚 - ●

6 株式会社 八葉水産 魚 - ●

7 株式会社 ヤマナカ 魚 - ●

8 株式会社 飛鳥フーズ 魚 NEW ●

9 高橋畜産食肉 株式会社 肉 NEW ×

10 小松水産 株式会社 魚 - ●

11 株式会社 清水商店 魚 - ●

12 ひがの製菓 株式会社 お菓子 NEW ×

13 株式会社 MMJ ミルク NEW ●

14 株式会社 リベト商事 健康食品/油 - ●

15 株式会社 健康ビジネスインフォ 健康食品 - ●

16 有限会社 コタニ 魚 NEW ×

17 シーエムワン 株式会社 アルコール NEW ×

18 シェフティ・インターナショナル 株式会社 肉／健康食品／お菓子 - ●

19 株式会社 ふぃっしゅいんてりあ 魚 NEW ●

神奈川 20 株式会社 三崎恵水産 魚 - ×

新潟 21 第一食品 株式会社 アイス NEW ×

福井 22 株式会社 小浜酒造 アルコール NEW ×

長野 23 みなみ信州農業協同組合 ドライフルーツ NEW ×

24 株式会社 鵜舞屋 魚 NEW ×

25 千古之岩酒造 株式会社 アルコール - ×

26 株式会社 八季 健康食品 NEW ×

27 株式会社 ペスカリッチ 魚 - ●

三重 28 株式会社 交洋 魚 NEW ×

29 株式会社 いい毎日 健康食品 - ●

30 株式会社 エス・トラスト お菓子 - ●

31 株式会社 大水 魚 - ●

32 株式会社 CHOKA'S お菓子／麺／魚 NEW ●

33 株式会社 ファイン 健康食品 - ×

34 株式会社 三佐和 魚／肉 - ●

35 六甲バター 株式会社 チーズ - ●

島根 36 株式会社 千茶荘 お茶／アイス - ●

岡山 37 株式会社 サンラヴィアン お菓子 - ●

愛媛 38 芙蓉海運 株式会社 お菓子／アルコール／ソース NEW ×

39 株式会社 あさの 生姜 NEW ×

40 与力水産 株式会社 魚 - ●

41 坂田薬品 合同会社 健康食品 NEW ●

42 株式会社 白石 お菓子 - ●

大分 43 レイジンインターナショナルトレード 株式会社 健康食品 NEW ●

宮崎 44 C&G Miyazaki 合同会社 アイス - ×

鹿児島 45 有限会社 折田物産 お茶 - ●

和歌山 46 中野BC 株式会社 アルコール NEW ×

北海道 47 株式会社 ボンボン製菓 お菓子 - ●

※NEW・・・・・まだベトナムにパートナーが１社もいない

山形
www.aska-foods.com/en/

http://www.takahashi-chikusan.co.jp/en

HCMC商談会 参加企業一覧

会社ウェブサイト

北海道

http://www.northlife.co.jp/

www.cool-hokkaido.jp

www.bellfoods.co.jp/

宮城

www.kesennuma.co.jp

www.suenaga.co.jp

https://www.hachiyousuisan.jp

https://yamanaka-japan.com/

茨城

www.shirasu.com

www.shi-mi-zu.net/

http://www.higanoseika.co.jp

群馬
milkmarket-japan.com/

http://www.ribeto.co.jp

東京

https://www.health-biz.info/

www.kotani-food.co.jp

https://www.sakagura-press.com/

https://shefty.com/

http://fishinterior.co.jp/

http://www.misaki-megumi.co.jp/

https://www.daiichisyokuhin.com/products-en/

https://obama-sake.com/

http://www.ja-mia.iijan.or.jp

岐阜
www.umaiya.co.jp

http://www.chigonoiwa.info

http://fuyoh.co.jp/

https://hachiki.com

www.pescarich.com/

http://www.kohyoj.co.jp/en/index.html

大阪

https://www.iimainichi.com/

www.s-trust.jp/about-s-trust2

http://daisui.co.jp/

http://chokas.jp/

http://45.fine-kagaku.co.jp/en/

兵庫
http://www.misawa-seika.com

www.qbb.co.jp/

http://www.senchasou.com

www.sunlavieen.co.jp

愛知

高知
https://shouga.jp/english/

http://yorikisuisan.co.jp/

熊本
www.sakatayakuhin.com/

www.ns-shiraishi.com

http://www.reijin.jp/

https://c-g-miyazaki.com/

http://www.orita.co.jp

http://www.nakano-group.co.jp/en/

http://www.bonbonseika.co.jp/

DATE:    11 SEPTEMBER 2019 , 10:00-12:00 & 13:00-17:00 ( LAST ADMISSION AT 16:00 ) 
PLACE:  2FL, INTERCONTINENTAL SAIGON, DISTRICT  1, HCMC 

JETRO BUSINESS MATCHING OF  
JAPANESE AGRICULTURE, FISHERIES, AND FOOD 

IN VIETNAM 2019 
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No. 会社名
商品

No.
商品写真 商品名

1-1
美白サプリメント

ホワイトブルーム

1-2
関節ケアサプリメント

アクティブジョイント

1-3
スリミングサプリメント

キューティースリム

2-1 ボイルタラバガニ

2-2 北海道ななつぼし

2-3 北海道牛肉

3-1
ラーメンサラダ焙煎ごまだれ

215ｇ

3-2
テリヤキソース

250ｇ

3-3
カルビーのたれ

230g

4-1 蒼天伝　大吟醸

4-2 蒼天伝　特別純米酒

4-3 気仙沼男山　梅酒

5-1 殻付牡蠣冷凍

5-2 殻付ホタテ冷凍

北国生活社1

2 クール北海道

3 ベル食品

男山本店4

5 末永海産

本年、海外最大規模の日本酒コンクールであるInternational Wine Challengeにて、受賞率約

１％のトロフィーを受賞し、世界を代表するソムリエたちから高評価をいただきました。酒米の王様であ

る山田錦を35％まで磨いた贅沢なお酒でありながら、現地の販売価格は143,500vndとなっており、

ハイエンドのマーケットにおいては、比較的安価な設定です。

宮城県の酒造好適米である蔵の華を使用した純米酒で、昨年の宮城県清酒鑑評会において、県産

米純米酒の部でプロからの評価を意味する宮城県産業技術総合センター所長賞を獲得しました。味

わいは淡麗かつ酸があり、年間を通して気温が高いベトナムにおいてもすっきりと飲んでいただくことがで

きます。価格と品質のバランスが取れた日本酒です。

WHITE BLOOM は、紫菊花の抗糖化作用を用いた美白サプリメントです。

1日２～４粒を目安に水等でお召し上がりください。

ACTIVE JOINTは、特許技術で低分子化されたエイ由来のナノ型コンドロイチンを用いた関節痛対

策サプリメントです。1日２～４粒を目安に水等でお召し上がりください。

CUTIE SLIMは、ある種の納豆菌を発行させて得られたエキスを利用した、安全に少しずつ痩せるた

めのサプリメントです。1日３～５粒を目安に水等でお召し上がりください。

蟹の王様と言われる北海道で一番人気のカニです。大きなサイズだと4kg以上もあります。

甘みと粘りのバランスに優れており、冷めてもおいしいという特徴から、食卓はもちろんお寿司や丼などで

も広く活用され、北海道では最も食べられている品種です。

美味しくヘルシーな赤身牛肉です。和牛ではありません。

焙煎したすりごま・ごま油の香ばしいコクと風味に、しょうゆの旨味と粗挽き黒コショウを効かせた濃厚で

クリーミーなごまドレッシングです。すでにベトナム国内でスーパーやレストランに販売されている商品で、

好評を頂いている商品です。ベトナムでの当社の販売会社であるベルフーズベトナムが、お客様の手元

に直接配送します。ベトナムでは、通常、野菜はヌクマムなどにつけて食べていますが、野菜をごまドレッ

シングで食べることをベトナムに伝えた革命的な商品です。

本醸造醤油をベースに風味豊かな香味野菜とりんご果汁を合わせた甘さとコクのテリヤキソースに仕上

げました。仕上げにからめるだけで美味しいてりやきが出来上がります。すでにベトナム国内でスーパーや

レストランに販売されている商品で、好評を頂いている商品です。ベトナムでの当社の販売会社である

ベルフーズベトナムが、お客様の手元に直接配送します。ベトナムでは、通常、肉はヌクマムなどにつけて

焼いて食べていますが、肉をテリヤキソースで焼いて食べることをベトナムに伝えた革命的な商品です。

シンプルな味のカルビー漬け込み用のたれです。牛・豚・ラム・鶏と幅広くお使いいただけます。すでにベ

トナム国内でスーパーやレストランに販売されている商品で、好評を頂いている商品です。ベトナムでの

当社の販売会社であるベルフーズベトナムが、お客様の手元に直接配送します。ベトナムでは、通常、

肉はヌクマムなどにつけて食べていますが、肉をカルビーのたれに漬け込んで、焼いて食べることをベトナム

に伝えた革命的な商品です。

弊社の小売部門で売上本数No.1の商品。通常、梅酒は焼酎等を用いて製造することが多いです

が、弊社では精米歩合60%の純米酒に梅を漬け込んで作成しています。味わいは、競合他社の商

品と比べると甘みが控えめで酸味が強くなっており、それにより現地の食と好相性です。材料となる梅も

宮城県蔵王町のものを使用しており、トレーサビリティも満たします。

宮城の牡蠣は白身がふっくらとして、クリーミーで濃厚な甘さがあります。流水で3分ほどで解凍できるの

で、注文が入ってから回答できます。

宮城のホタテは貝柱が大きく、触感がモチモチしています。

出展商品一覧

商品説明



6-1
わかめサラダ胡麻ラー油大辛

無着色

6-2 しめ鯖

6-3 数の子明太子

7-1 殻付牡蠣冷凍

7-2 殻付ホタテ冷凍

8-1
山形県酒田港船内凍結

するめいか刺身

8-2 プレミアムいか塩辛レッド

8-3 イカのお刺身とうに

9 高橋畜産食肉 9-1 和牛

10-1 しらす

10-2 干物

10-3 いかかば

11-1 宮城県産蒸し蛸

11-2 窯ゆで真いか

12 ひがの製菓 12-1 煎餅ミックス

10 小松水産

6 八葉水産

ヤマナカ7

8 飛鳥フーズ

11 清水商店

数の子とアラスカDAP原料の弊社オリジナルのクラフト明太子を使用し、プチプチとした味と食感を楽し

める商品です。料理のトッピングとして、色や食感のアクセントになります。規格は、200gの三角袋タイ

プで、絞り出すように使えるため手間なく簡単です。使用したい量だけ取り出せます。どの流通にも対応

でき、冷凍管理で2年間と賞味期限が長いのが特徴です。

茨城で水揚げされた新鮮な原料を丁寧に加工しました。日本国内では、学校給食向けに販売するな

ど高品質で安心安全な商品の提供が可能となります。ISO22000も取得しているため、生産ラインに

も自信があります。

日本国内でも徐々に注目を集めている山形の黒毛和牛のブランド。東北山形の自然豊かで厳しい環

境から生産されるので、味は秀逸。グループ牧場で繁殖から一貫生産を行うため品質にばらつきがなく

供給が可能。さらに餌は70年の研究で培われた独自配合による給餌。ＪＧＡＰ及び農場ＨＡＣ

ＣＰの認証を受けた農場より出荷されるので高品質な商品をお届けできます。

日本では有名料亭でお通しで出されています。

・いか肉はもちろん肝も刺身専用レベルの鮮度の良いものを使用して造りました。

・化学調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、着色料などを添加していないため、

　肝が濃厚で自然な旨味がたっぷりです。

・日本食品標準成分表2015年版(七訂)記載の｢塩辛」と比較して、65％減塩です。

・釣り上げてすぐに船の上で凍らせた鮮度が良いするめいか原料を使用しております。

・凍結状態のまま必要量をフィルムごと外してお使いいただけます。

冷凍技術の向上により、解凍後の生食が可能になりました。弊社は原材料として北海道、青森、岩

手、宮城の帆立を取り扱っている為、年間を通し安定した供給体制が構築されています。

宮城県産の生食用牡蠣をトンネルフリーザーで急速冷凍している為、解凍後は生食が可能です。実

入りの安定している3月から6月の牡蠣を厳選しています。

三陸産の茎わかめは、海外産のものと比べ肉厚ですが、柔らかく、茎ワカメ本来の食感を楽しむことが

できます。この良質な茎わかめをカットし、ごま油、ラー油で味付けしたサラダ風の漬物です。ごまの香ば

しさと、ラー油のピリッとした辛さがクセになる一品で、前菜やおつまみとして、サラダ具材や巻き寿司の巻

き芯などアレンジ豊富です。市場出回り品は着色料で緑色にされていますが、海藻本来の茶色のまま

の無着色にしました。どの流通にも対応でき、冷凍管理で２年間と賞味期限が長いのが特徴です。

原料の身質や脂質が安定しているノルウェー産の新鮮な鯖を、自社基準で仕入を行い、独自の製法

で味付け加工しました。時間をかけて漬けた赤酢のまろやかな酸味が、美味しさを引き立てます。形態

は、しめ鯖一枚ずつの魚体を傷つけないよう、魚形に合わせた深絞り真空成型方法で包装。さらに

イージーオープン箇所を加え、手を汚さずに簡単に取り出せます。この包装では、冷凍保管でも長期

間、風味劣化を防ぐことができます。原料の一次加工から自社製造しており、調味液も自社で配合、

調味、製造も行っています。

宮城県産の真たこを天日原塩で調味しました。また、特殊な高加圧スチーマーを使用して「蒸し」と「ボ

イル」の２段階加熱法を採用しています。解凍後も「チルド品（ノーフローズン）」のような品質でお使

いいただけます。

蒲焼き風のたれに漬け込み、焼いてあります。解凍するだけでお召し上がりいただけますので、手間もか

からず簡単に美味しくいただくことができます。

我が社の干物は、職人が一枚一枚手開きにし、また、それを緑茶漬けにしています。緑茶のカテキンの

効果で、冷めてからでも硬くならず、柔らかくいただけます。

日本の伝統あるお菓子の煎餅、海外でみるほとんどの煎餅は残念ながら満足な商品がありません。米

の産地、米の砕き方、米の突き方、蒸し方、寝かせ方、水分の逃がせ方、しょうゆ、だしの合わせ方、

製法のこだわりが違います。

青森県産のするめいかを天日原塩を用いて釜ゆでにしました。下足を胴体から切り離すことなく「いかワ

タ」を除去しておりますので、ふっくらとしたボリューム感が演出できます。



13 MMJ 13-1 北海道のおいしい牛乳

14-1 ザ　グット

14-2 ピコ型コラーゲンプレミアム

14-3
業務スーパーキャノーラ油

1kg

15-1 マカ冬虫夏草

15-2
生麹×酵素スムージー

詩慕

15-3 桃花姫プラセンタ

16-1 岩手産　糸くきわかめ

16-2 岩手産　きざみ芽かぶ

16-3 万能サラダ昆布

17-1 上等梅酒

17-2 曽我梅林の梅酒

17-3
Honey Rich

 (はちみつのお酒)

コタニ16

シーエムワン17

リベト商事14

健康ビジネスインフォ15

従来、分子量が大きく吸収困難とされてきたコラーゲンを1兆分の1にまで低分子化したピコ型コラーゲ

ンを使用しより吸収をよくすることに成功しました。コラーゲンはしわやたるみなどの皮膚トラブルはもちろ

ん、丈夫にしなやかな骨を作る効果もあります。いつまでも健康と若々しさを維持したい方にお薦めで

す。また、弊社のサプリメントは常に日本とベトナム市場を見据えて開発をしております。1日5粒を目安

に水またはぬるま湯でお召し上がり下さい。

細く刻み、塩抜き後に乾燥しました。使いたい分だけを取り出し、水で戻すだけで使える便利な商品で

す。素材加工品ですので、好みの味付けで召し上がれます。サラダ、スープ炒め物にご利用ください。水

戻し後は重量比約20倍に戻ります。

冷凍保管した「生めかぶ」を乾燥し細く刻みました。使いたい分だけを取り出し、湯で戻すだけで使える

便利な商品です。素材加工品ですので、好みの味付けで召し上がれます。酢の物、スープにご利用く

ださい。水戻し後は重量比約７倍に戻ります。

細く裂き、塩抜き後に乾燥しました。使いたい分だけを取り出し、水で戻すだけで使える便利な商品で

す。素材加工品ですので、好みの味付けで召し上がれます。サラダ、スープ炒め物にご利用ください。水

戻し後は重量比約７倍に戻ります。

女性の美容＆健康に。特に女性特有の悩みに評判が良いです。富裕層向けの商品です。

【メディア露出】月刊新潟Komachi（2015年4月）、ゆほびか（2014年12月）、ダイヤモンドZAi

（2014年11月号）、東京ウォーカー（2014年9月号）、ビーズアップ（2014年9月号）など多

数のメディアに掲載、【総合情報サイト】All About公認、漢方&薬膳料理ガイド杏仁美友先生おす

すめなど、【楽天ランキング】美容サプリ部門No.1、プラセンタ配合部門No.1、総合女性部門NO.1

獲得など

国産生麹・黒糖を使用し、上品な甘みで美味しく、健康を保ちながらダイエットをサポートします。

【メディア露出】Bea’s up (2015年8月号、2015年10月号)、健康産業新聞（第1583号

2015年11月4日発行）、Ｍina(2015年11月号、2016 年 2 月号) など多数のメディアに掲載

【楽天ランキング】楽天市場　栄養調整食品部門 デイリーランキングNO.1、リアルタイムランキング

NO.1獲得など

スーパーフードとして注目されている「スピルリナ」ほか豊富な栄養素を含んだ栄養補助食品です。バラ

ンスの取れた栄養補給をしたい方、生活習慣が気になっている方、健康維持・若さが気になる方にお

薦めです。また、弊社のサプリメントは常に日本とベトナム市場での販売を見据えて開発をしておりま

す。1日5粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がり下さい。

日本国内唯一の全国レベル生乳流通会社として北海道を中心に全国の契約農家から集乳していま

す。クーラーステーションを通さず乳業メーカーに直送することで低コスト輸送を実現するとともに、少数

農家のみの合乳による正確なトレーサビリティーを確保。今回の牛乳は日本国内、また台湾において

高評価を得ています。

香料、着色料、酸味料を一切使わず、本物の梅実から生まれる香りと爽やかな酸味を生かし、昔なが

らの自然な味わいを大切にしています。

より自然な梅の香りと爽やかな酸味を引き出す為に、漬け込む梅実の量を多くし、ブランデー、蜂蜜を

アクセントとして加えた柔らかく上品でふくよかな甘さの梅酒です。

男性力をフルチャージする４つのこだわり成分「冬虫夏草・高麗人参・西洋人参・マカ」を配合。①成

分高含有に低価格。②中国CFDA認証・最高級・和漢Cs-4®の冬虫夏草を使用。③薬学博士が

開発した漢方系サプリメント。

【雑誌掲載】ネットマネー（2016年5月号）、宝島、女性セブン等

【新聞掲載】東京スポーツ（2016年5月18日）産経スポーツ（多数）

【楽天ランキング】マカ配合部門NO.1

アジア各国でも知名度の高い、日本の「業務スーパー」ブランド商品です。ベトナム市場へは弊社と

（株）神戸物産（業務スーパー）の共同会社によって初めて輸出、販売となる予定です。

蜂蜜醸造酒「ミード」のHoneyRichは、蜂蜜を発酵させてできたお酒です。蜂蜜は、ビタミン・ミネラル

が豊富で、疲労回復効果、殺菌効果、保湿効果、高い栄養価があります。蜂蜜醸造酒「ミード」は

世界最古のお酒と言われ、世界三大美女のクレオパトラも愛飲したと伝えられています。

HoneyRichは、蜂蜜100％ミードを、甘く濃厚な味わいに仕上げました。蜂蜜の華やかな香り・風味

を存分にお楽しみ頂けるリッチなお酒です。

関東三大梅園のひとつ、神奈川県小田原市内　曽我梅林産の青梅の品種「白加賀」を使用し、当

社の伝承製法「もち四段仕込み」の日本酒でじっくり仕込んだこだわりの美味しい梅酒です。甘さを控

えめですっきりとした味わいで、梅の酸味と旨味のバランスが良く、お食事をしながらでも美味しくお召し

上がり頂くことができます。全国梅酒品評会では、銀賞を受賞しており、品質と味わいは抜群です。



18-1 和牛

18-2 HMB サプリメント

18-3 プレミアム・ラングドシャ

19-1 真鯛

19-2 かんぱち

19-3 美銀サーモン

20-1
超低温 畜養本マグロ腹＃１

スナズリ外し　大トロ

20-2 鮮魚

20-3 生本鮪

21-1 まるごと苺大福

21-2 MOCHIMORE ティラミス

21-3 贅沢最中宇治抹茶＆大納言

22-1 日本酒

22-2 日本酒

シェフティ・インターナショナル18

22 小浜酒造

19 ふぃっしゅいんてりあ

三崎恵水産20

第一食品21

横浜本場市場から貴社の顧客早朝手配した鮮魚を貴社の顧客毎にパッキングして輸出します。

脂の乗りが良いトルコ産大サイズ（GG285ｋｇ以上）を原料として使用。歩留まりをよくするため、

血合、スナズリを外しました。

生きている魚を活〆・血抜き処理して高鮮度のまま航空便経由で店舗まで配送します。

日本国内のレストランが使用している魚の鮮度と同等レベルでお届けします。

生きている魚を活〆・血抜き処理して高鮮度のまま航空便経由で店舗まで配送します。

日本国内のレストランが使用している魚の鮮度と同等レベルでお届けします。

生きている魚を活〆・血抜き処理して高鮮度のまま航空便経由で店舗まで配送します。

日本国内のレストランが使用している魚の鮮度と同等レベルでお届けします。

弊社では、歴史ある菓子メーカーと提携して、美味しい洋菓子を顧客ニーズに合わせてクッキーやケー

キ・チョコレートなどを企画から製造・販売をまで行なっております。本商品は、日本に来る東南アジアか

らのムスリム観光客に向けて、豚やアルコールを使用せずに製造をし、ムスリムけ菓子としては日本随一

の人気商品となりました。メイドインジャパンの品質をお客様のご要望に合わせてご提案いたします。

マスカルポーネチーズのアイスにコーヒーソースを巻いてお餅で包みました。お餅の外側にはココアパウダー

をかけてティラミス感を出しました。濃厚なマスカルポーネの風味に、ほろ苦いコーヒーソースをおもちのコ

ンビネーションは絶妙です。（他に、抹茶、苺、塩キャラメルなども有り）

真ん中に苺をまるごと入れて、バニラアイスをふっくらとしたお餅で包みました。苺はシロップ漬けした加糖

苺を使用。アイスに入れてもすぐに食べられるようにいたしました。バララアイスはコクのあるアイスクリーム

規格（乳脂肪分8.0％以上）。濃厚なミルク風味が苺の甘酸っぱさをさらに引き立てます。

（他に宇治抹茶と、ベルギーチョコもあり）

横浜本場市場から貴社の顧客早朝手配した生マグロを貴社の顧客毎にパッキングして輸出します。

地元産の酒造好適米 山田錦を原料にした純米酒。豊かな旨味と爽やかな酸味があり、和食だけで

なくフレンチやイタリアンとの相性も良い日本酒です。

【DATA】

使用米:山田錦　精米歩合:65%　日本酒度:+5　アルコール分:16%、最近は台湾や中国からの

問い合わせも多く頂いております。

地元産の酒造好適米 五百万石を原料にした純米酒。すっきりとした味わいと甘みがあり和食に合わ

せやすい日本酒です。

【DATA】

使用米:五百万石　精米歩合:65%　日本酒度:+3　アルコール分:16%、最近は台湾や中国から

の問い合わせも多く頂いております。

旨みと渋みが程よく調和した京都府産の宇治抹茶をクリームに使用し、北海道産の大納言あずきを

散りばめ、モナカ皮にサンドしました。大粒のあずきをほろ苦いクリームとの相性は抜群です。

（他に、バニラ、マスカルポーネ、メープル、ベルギーチョコなど有り）

弊社では、顧客層に合わせた和牛の銘柄や部位など、ニードに合わせたご提案を致します。私どもは

一般の和牛から高級ブランドの銘柄和牛まで幅広く取り扱いをしております。銘柄和牛は近江牛がメ

インとなります。ベトナム市場において数量の少ない銘柄や有名な銘柄牛を使ったり、牛の品種の特徴

に合わせた部位の提案など、お客様のブランディングや差別化のお手伝いを致します。マレーシア・インド

ネシア・シンガポール・ブルネイ等からのムスリム顧客対応が必要な場合は、ハラール屠畜された牛肉を

ご案内することも可能です。

HMBは最近世界的に注目されている栄養素で、必須アミノ酸の一つ「ロイシン」の代謝産物です。ロイ

シンは人間の体内で作ることが出来ないと言われている必須アミノ酸であるため、サプリメントで摂取す

るのが効果的です。HMBは筋肉量の低下を防ぎ、筋肉の回復を早めるため、基礎代謝を上げること

に効果があり、太りにくい身体作り・脂肪を燃焼しやすい身体作りに役立ちます。健康維持・美容効果

のために、プロテインの次の商材として有望視されているHMBのお取り扱いをぜひご検討ください。



23 みなみ信州農業協同組合 23-1 市田柿

24-1 鮎一夜干し

24-2 冷凍鮎

24-3 鮎吟醸煮

25-1
日本酒　千古乃岩　佳撰

宝船

25-2 日本酒　千古乃岩　純米吟醸

26 八季 26-1 さんざしドリンク

27 ペスカリッチ 27-1
アムール鮭　焼成切身

20ｇ/枚×10枚入

28-1 冷凍はまちフィーレ

28-2 冷凍ホタテ貝柱

28-3
フィッシュスチック

（カニカマボコ）

29 いい毎日 29-1 乳酸菌サプリメント

30-1 くまもんわさび豆

30-2 至福のバウムクーヘン

30-3 至福のひと粒 宇治抹茶

31 大水 31-1 冷凍魚　サバ

鵜舞屋24

25 千古乃岩酒造

欧米ではハーブ、アジアでは漢方果実の「さんざし」。

中国で古来より悪血に効く漢方として利用されてきた「さんざし」。最近では欧米でも研究が進んでいま

す。「さんざし」の果実には、人間の体に有益とされるさまざまな成分が含まれています。その中でも血液

の循環・清浄を促進し、健康維持や美容に欠かせない栄養素として知られるビタミン、ミネラルがたっぷ

り。その中でも血中のコレストロール値を抑え、高脂血症に効果を発揮。同時に動脈軟化や糖尿病の

予防にも期待が持たれています。

世界で天然でいちばん脂ののりがいいサーモンを塩焼きにした商品で、サーモン好きのベトナムの方にホ

テルの朝食バイキングなどご利用いただきたい商材です。

寿司、刺身に人気のお魚です。サーモンのように脂がのっています。

冷凍真空パックの形状なので非常に使いやすいです。

寿司、刺身用の北海道産の帆立です。

この種類は、プレミアム大サイズで有名です。

世界的に有名なカニカマです。風味と歯ごたえが素晴らしいです。

本商品はＧＭＰ認定工場にて生産され品質は厳しく管理されています。日本では６年前から販売し

現在では年間2万個販売しています。現在、乳酸菌を摂取する事は健康は元よりダイエットに効果が

ある事は若い世代を中心に常識化されています。先進国では乳酸菌のニーズは年々高まっており、発

展途上のベトナムでのニーズはこれから高まるものと予測されています。現在、ベトナムにて販売許可を

申請中で早期に販売が可能となる状況です。

他にもわさびグリーン、フィッシュアーモンド、ミックスナッツ等の豆類を取り扱いしております。賞味期限

270日。各種OEM可能です。

2018年4月発売の賞味期限210日のバウムクーヘン。他にも抹茶、チョコ、バナナ、メープル味があり

ます。

28 交洋

エス・トラスト30

安定品質、適宜価格で提供する日本産サバです。

口どけの良い生チョコ風宇治抹茶チョコレート。抹茶風味が効いた美味しいなめらかチョコです。他にも

ショコラ、ホワイトチョコ、ストロベリー、きなこチョコもあります。

業務用パッケージにする事で価格を抑える事が出来ています。鮎は香魚とも呼ばれ、香りと味を楽しめ

ます。海外ではまだ珍しい鮎を安定的に供給する事が出来ます。

市田柿はもともと渋柿ですが、生産工程の中で、渋み成分（タンニン）を不溶化させます。干し・柿も

みを繰り返す事で柿の表面が白い粉（ブドウ糖）で覆われるようになります。この白い粉が自然なあま

みとなり市田柿のポイントです。また、栄養価が高く南信州では昔から保存食として食べられてきまし

た。健康志向の中で、ナチュラルな甘みやポリフェノールが豊富で整腸作用に良いといわれています。

調理済み商品ですので、解凍後はそのままお召し上がりいただけます。時間と手間をかけて煮てありま

すので、頭から骨まで全て食べれます。2尾ずつアルミ袋に包装されていますので、その都度使用する分

だけ解凍しお使いいただけます。

業務用パッケージにする事で価格を抑えることが出来ています。日本でも希少性が高く海外ではほとん

ど流通していない小鮎を安定的に供給する事が出来ます。白身魚ですので、様々なメニューに取り入

れる事が出来る上、他の白身魚や小魚を使った料理との差別化を図る事が出来ます。

常時、ホーチミン、ハノイ、ダナンに在庫があるので、発注後すぐにお届けが可能です



32-1 赤ちゃんボーロ

32-2 糖質0g ぷるんちゃん麺

32-3 大粒焼帆立貝

33-1 UV　気にならない

33-2 きれいでナイトコラーゲン

33-3
ヒアルロン＆コラーゲン

＋還元型Co　Q10

34-1 和牛

34-2 冷凍ブリ

35-1
チーズデザート

リッチベリー６P

35-2
QBB　ベビーチーズ

カルシウム入り

36-1 ぷるるん抹茶コラーゲン

36-2 玄米茶パウダー

36-3 ほうじ茶アイスクリーム

32 CHOKA'S

ファイン33

34 三佐和

35 六甲バター

千茶荘36

おいしく食べて低カロリー！ 置き替えダイエットに最適な100gで6kcalの麺タイプ。 糖質もたんぱく質

も、脂質も食塩もコレステロールも全て ０g 。 それでいて食物繊維は５g含まれています。 麺で食物

繊維が摂取できるので 野菜が苦手な方にもオススメです！ 下茹でや水洗いが不要！ 水切りして、お

好みのタレやつゆをつけるだけ。 グラタン、パスタ、焼きそば等、いろんな料理にもお使い頂けます！

北海道（女満別）産の馬鈴薯でん粉を主原料にした、世界で最も口溶けの良いボーロです。

日本国内シェアNo.1のボーロ製造メーカーが焼き上げた自慢のボーロは、小さなお子様から高齢者ま

で幅広い世代に安心してお召し上がりいただけます。

＜コンセプト＞機能性素材であるパイナップル果実抽出物を配合したサプリメントです。

＜特徴＞●パイナップル果実抽出物は、女性の明るく透明感のある美しさをサポートします。●ビタミン

Eには体内の細胞膜の酸化を防ぎ、若々しさを保つ効果があると言われています。●1粒でパイナップ

ル果実抽出物30mgとビタミンE8mgを摂取することができます。●飲みやすいソフトカプセルです。

保存料を使用していない日本国内産の大粒焼き帆立貝です。大粒帆立の贅沢なおつまみ そのまま

お召し上がり頂けます。 お酒のおつまみにピッタリです！

お茶の葉と玄米を細かいパウダーにしました。玄米茶は海外でも人気のフレーバーです。アイスクリーム、

ケーキ、お菓子に使う事をお勧めします。業務用にも対応できるよう1kgも可能。もちろんインスタント

ティーとしても使えます。玄米茶葉香りが特徴的。千茶荘の玄米茶は香り高くキメ細かいパウダーです。

お茶の葉を香ばしく焙煎して細かくパウダーにしたものをベトナム現地でアイスクリーム製造しました。香り

の良いほうじ茶は今海外でとても人気がある商品です。ほうじ茶は香りが命。千茶荘のほうじ茶は香り

高い商品です。その香りを損なうことなく絶妙なバランスを実現させました。

様々なブランド牛を取り揃えております。

本商品は7gあたりに「内面美容物質」として働き、潤いの源でもあるヒアルロン酸を150mg配合!!ま

た、ヒアルロン酸と共同で働くコラーゲン、エラスチンを配合し、三位一体による肌のハリ、弾力の確保が

期待できます。サポート成分としてハトムギエキス、ビタミンC、ビオチンを採用しています。さらに本品には

㈱カネカ社製の還元型コエンザイムQ10も配合しております。

①ファインオリジナルのグリシン＋酵母エキスで眠りと美容をサポート！②低分子フィッシュコラーゲン

2000mg配合！③細胞の活性化にレスベラトロール配合！④スティックタイプだから食べやすい！⑤1

包あたりわずか10kcal。しかもノンシュガータイプなので夜でも安心！⑥パイナップル風味でそのまま飲

める!

個包装のチーズが4個入った、おつまみ・おやつとして手軽に食べられるチーズです。

カルシウム分を強化しており、4個で1日分のカルシウムが摂取できます（日本の基準による）。

そのまま食べる以外にも、サラダや生春巻きの材料、揚げ春巻きの中に入れても美味しいです。賞味

期限が9ヵ月あるので、少しずつ好きな量をお召し上がりいただけます。

クリームチーズに4種類のベリーを混ぜ込んだ、デザートのようなチーズです。

便利な個包装で、小さなお子様でも食べやすく、デザートのような風味はお子様にも喜んで食べて頂け

ます。

4種のベリーはいちご、ラズベリー、クランベリー、ブルーベリーを使用しており、クリームチーズにベストマッチ

の味わいに仕上げています。既にベトナム現地での販売はしているため、すぐに出荷・販売開始が可能

です。（特殊な条件がある場合を除く）。

HACCPも取得している工場の商品で、品質は間違いありません。

抹茶は体に良い生活習慣予防や改善にも効果的という事は様々な研究からわかっています。お茶の

成分を余す事なく体内に取り入れる抹茶は古代薬として飲まれていたほどです。積極的に毎日摂る事

で健康にも美容にも効果を発揮してくれるこの商品は抹茶に潤い効果　コラーゲンをプラス。水に溶け

やすく飲みやすい。FSSC22000取得工場でしっかり衛生管理されています。少量の湯で溶いて顔

パックOK。物流は日本国内渡し可。ベトナム現地法人からも納品可能。



37-1 岡山白桃カステラ

37-2 宇治抹茶ケーキ５個

37-3 黄福ろうる

38-1 芋けんぴ

38-2 ほんのり楽園梅酒

38-3 濃口醤油

39 あさの 39-1 冷凍ジンジャーペースト

40-1
キンメダイ

（フレッシュ）

40-2
黒潮本マグロ

（フレッシュ）

40-3 鮮魚お任せボックス

41-1 SOY UP!

41-2 ピコ型コラーゲン

41-3 青汁＆セサミンゼリー

42-1 白いラングドシャくまモン

42-2 長崎カステラ プレーン

坂田薬品41

白石42

芙蓉海運38

与力水産40

サンラヴィアン37

しっとりと焼き上げたカステラ生地で軽やかなバニラ風味のホイップクリームを包みました。「かすてら」のお

いしさをそのままにロールに仕上げているため、表面にひとつひとつ異なる、自然の「割れ」が生じます。こ

れが、この「黄福ろうる」の特徴です。しっかりとした味わい深い「かすてら生地」の食感をお楽しみくださ

い。食べやすく4切れにカットしました。

宇治抹茶を使用した抹茶生地に、小豆かのこの練り込んで、しっとりした食感に焼き上げました。仕上

げにブランデーリキュールを染み込ませた、香り豊かなカステラです。宇治抹茶の上品な香りと小豆の食

感をお楽しみください。

岡山県産の瑞々しい白桃をイメージしたカステラです。岡山県産の“白桃ピューレ”を使用して、しっとり

と焼き上げました。食べやすい大きさにカットし個包装にしています。

☆こだわりの原材料☆

岡山県産 白桃ピューレ

本場長崎のカステラを日本だけでなく、全世界の方々にも食べて頂きたいとの願いから生まれた銘品。

カステラ職人の匠の技と、厳選されたこだわりの原材料が一つに凝縮されて出来た、このカステラを是非

一度お試し下さい。

土作りからこだわったさつま芋を使用しております。

ホワイトチョコをサンドしたサクッとした歯ざわりとフワっと溶ける口溶けが特徴的なラングドシャ。

青汁にセサミンをプラスしたゼリータイプの健康食品です。爽やかなすだち風味で、青汁独特の苦味・エ

グミがありません。発酵させた76種類の遺伝子組換えではない原料を使用した植物酵素を含み、ポー

タブルな商品でいつでもどこでも栄養を補うことができます。プラセンタ含有のため、美容と健康が気にな

る方に、身体の内側から改善を期待できる食品としてご利用いただけます。尚、砂糖不使用になってお

りますので、お子様も安心して摂取できます。また、「青汁＆セサミンゼリー」は、栄養の宝庫『ゴマ』に含

まれる稀少なセサミンを豊富に含んでおり、抗酸化作用の効果を期待できます。

ピコ型コラーゲンは、コラーゲンを1兆分の1にまで低分子化したコラーゲンです。従来コラーゲンは分子

量が大きく吸収困難とされてきましたが、ピコ化する事により、超低分子化を実現させ、より吸収を良く

する事に成功しました。

植物性プロテインを3800ｍｇ配合し、一日に不足する大豆イソフラボンもしっかり摂れます。原料とな

る大豆は特許製法で加工している為、美味しく毎日続けられます。一食（10g）あたり乳酸菌100

億個配合でおなかの調子が気になる方にもおススメです。植物性プロテインは、吸収が遅いため、ダイ

エット効果が期待できます。

土佐で漁獲された鮮魚をダイレクトに輸出させていただきます。単価と内容量が一定のために、四季

折々の鮮魚をご紹介できることが可能となっております。サイズも1ｋｇアップから小魚まで、多種多様

な鮮魚ボックスをご用意させていただきます。現在111種類もの鮮魚が輸出対応可能となっておりま

す。ダイレクトで鮮度優先の土佐魚をご賞味できます。

海に恵まれた高知県で育ったクロマグロをフレッシュで対応させていただきます。解体ショー向けの1本輸

出やお刺身向けのブロック、冷凍の柵まで対応可能となります。漁獲された養殖クロマグロを当社が数

日間寝かせ、脂が回った状態で輸出を行います。ダイレクトのためにトレサビリティを添付することが出来

るとともに、鮮度も抜群です。

高知県沖の深海で漁獲される高級魚となります。脂がのって、旨味があり、口の中で繊細な身質がほ

ぐれていく触感は最高です。年間通して漁獲されますが、旬は夏場と冬場の2回となります。当日漁獲

されたキンメダイをダイレクトに輸出するために、鮮度には自信があります。

冷凍ジンジャーペーストは原料も中国、日本、ミックスと選べます。またメッシュサイズも荒いものから細か

いものまでニーズにあわせてそろえております。

脱脂加工大豆使用しており、香りと色、味のバランスに優れているのが特長です。

アルコール8～9%の梅酒です。

ジンジャエールや果汁100%のオレンジジュースなどの柑橘系ジュースと割って頂いても美味しくお召し

上がれます。



43-1
食べる青汁

フレッツブ

43-2 Dr.ヨウ素

44-1 カップアイスクリーム

44-2 業務用アイスクリーム

45-1 抹茶

45-2 青汁

45-3 水出し煎茶

46 中野BC 46-1 KISHU UMESHU

47-1 北海道ホワイトラズベリー

47-2 フルーツチップ

日本国産の生フルーツ（ユズ、イチゴなど多数）やお茶などを２５－３５％とふんだんに配合し、香

料、合成着色料を全 く含まない自然派食品。　オリゴ糖を配合することで、米国H社等競合品より３

－４割低カロリーとしてあり、女性、子供 に も配慮した健康的な製品。　乳製品アレルギーに配慮し

たシャーベットタイプも提供可能。ソフトクリーム用原料ミックスとしても提供。
日本向け冷凍エビ等の冷凍コ ンテナーの帰り便を利用して輸送し、冷凍倉庫で保管することを想定。 
TPPにより、５年以内に関税撤廃される。

44 C&G Miyazaki

45 折田物産

ボンボン製菓47

43
レイジンインターナショナル

トレード
Dr.ヨウ素は佐賀関産のクロメ、大分県産の干し椎茸、国産のしじみエキスの各粉末を使用したタブ

レットです。クロメにはヨウ素、フコキサンチンなどのミネラル成分が豊富に含まれており、特にヨウ素は新

陳代謝をつかさどる甲状腺ホルモンを作り出す重要な成分で美容や老化防止に必要なミネラルです。

又、放射性ヨウ素による健康被害を予防する為には安定ヨウ素の摂取は不可欠であり、妊娠、授乳

時期のヨウ素摂取が子供の知能の発達に影響がある事が米国小児学会で発表されました。干し椎

茸粉末にはビタミンＤなど多くの有用成分が豊富に含まれ、しじみエキス粉末にはオルニチン等、健康

維持に大切な成分が含まれています。

弊社独自の腸まで届く生きた乳酸菌（二重微細カプセル化技術、特許・第4108613）と健康に欠

かせない様々な有用成分や栄養素が含まれる新鮮な大麦若葉（大分産・農薬不使用）を独自の

製法で抽出した「生」の大麦若葉のエキス末をプラスしたタブレットです。又、ヨーグルト粉末も加え、味

もまろやかになり、幼児からお年寄りまで喜ばれ、特にオシャレな若い女性にも好評です。商品開発の

段階から大分の大学及び研究機関と使用原料の選定、商品コンセプト、パッケージデザインについて

の助言、原料の効果効能を最大限に発揮できる技術指導も受け、大学共同開発商品にも認定され

ております。

低温真空フライ製法により、果実のおいしさ、色、香りがそのまま生きています。 食物繊維も豊富で、

サクッと軽い食感が特徴です。ドライフルーツとは製法・食感共に違いますので、現地での新規性が高い

商品です。

北海道土産として主に北海道内での販売をしている商品です。生地は板状のコーンパフです。

これをホワイトチョコでコーティングし、上からラズベリー果汁由来のチップを振りかけました。サクサクとした

非常に軽い食感で、甘酸っぱさが特徴です。

価格も500円・1000 円＋税と高額ではなく、比較的軽量な商品ですので、物流上も扱い易い商品

です。ベトナムへの輸出実績もありませんので新規性が高いです。

中野BCでは梅酒に柑橘などの果汁を加えた「カクテル梅酒」を多く揃えていますが、そのベースになるの

が「本格梅酒」です。梅酒は梅・砂糖・アルコールの3つの素材のみで造られ梅本来の味わいがダイレク

トに梅酒に出る為、「梅そのもの」の味わいを楽しむことができます。

水出しでも、お湯でも出せる便利なティーバッグタイプ。お手軽にお茶が楽しめます。

ヘルシーダイエット飲料・健康飲料として人気。スティックタイプで持ち運びに便利な幅広い層に受け入

れられるアイテムです。

世界中で人気の100％日本産の抹茶です。独自農法で安心・安全のお茶を作っています。有機

（オーガニック）抹茶もあります。


