
アジア 日本農水産物・食品輸出

オンライン商談会 2020

バイヤー情報 



【中国・上海】 

企業名 
上海翔迪国際貿易有限公司 

SHANGHAI XIANGDI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 

業種 ☑輸入・卸売業 ☐小売業 ☐外食業 ☐その他(ホテル)

特に取扱を希望する品

目（希望する順） 

1. ビスケット、クッキー、カステラ、ケーキ

2. 調味料全般（醤油、味噌、ソース等）

3. ソフトドリンク（ジュース類、缶コーヒー類、炭酸飲料）

4. 菓子類（スナック、飴、豆菓子、クッキー等）

5. 酒類

取り扱い不可の品目 水産物 

会社概要 

 2014 年に設立。日本の輸入食品・飲料などの輸入・卸が主業務。現在、日

本からの輸入食品・飲料は 120SKU を扱っており、主に日本の問屋から仕入

れている。販売先は OLE、緑地、盒馬、コンビニおよび二次卸であり、中国

全土範囲に販売している。 

 会社の方針としては、大手メーカーの人気商品は競争が激しく、値段が下

げざるをえなくなり、ほぼ利益が出なくなる現状のため、自社の OEM 商品

（飲料・ビスケット）を発売する予定。 

販売先 卸、百貨店、スーパーマーケット、食品専門店 

主なターゲット ☑ Upper Class ☑ Middle Class ☐ Mass Market

商流の指定 
☑あり（バイヤー指定の商社）

☐なし

希望する決済方法 T/T 

希望する価格条件 FOB 横浜 

商談時に必要な資料・

認証 
会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対中国輸出状況 



 

 

【中国・上海】 

企業名 上海広恩進出口有限公司（SHANGHAI GUANG EN IMP.&EXP. CO., LTD） 

業種 ☑輸入・卸売業 ☑小売業 ☐外食業 ☐その他(ホテル) 

取り扱い不可の品目 取り扱いは酒類のみ 

会社概要 

2004 年に輸出入貿易会社として設立。設立初期はアパレル・金具・カバンな

どの生産および輸出業務を行った。2008 年から日本酒、焼酎等の輸入を始

め、今に至る。現在、日本の島根県、山口県、滋賀県、岡山県、山形県にあ

る酒蔵から中国独占販売権を得ている。販売先は高級ホテル、日本食レスト

ランがあり、こうした外食産業に提供できる酒類の多様化・取扱量の増加を

目指している。 

販売先 ホテル、レストラン、自社店舗 

主なターゲット ☑ Upper Class  ☑ Middle Class  ☑ Mass Market 

商流の指定 
☑あり（直接取引又はメーカー指定の商社） 

☐なし 

希望する決済方法 T/T 

希望する価格条件 CIF 上海 

商談時に必要な資料・

認証 
会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対中国輸出状況 

取引が決定した場合に

必要な資料・認証 
原産地証明書、衛生証明書 

 

  



 

 

【香港】 

企業名 
企業名（和文）：ヤタ リミテッド 

企業名（英文）：YATA Limited 

業種 ☐輸入・卸売業 ☑小売業 ☐外食業 ☐その他(                    ) 

取り扱い不可の品目 
☑あり（品目：香港で禁止されている成分が入っている食料品） 

☐なし 

特に取扱いを希望する

品目 

生鮮食品：肉・魚・果物、日本酒、お菓子 

主なターゲット ☐ Upper Class  ☑ Middle Class  ☐ Mass Market 

商流の指定 ☐あり 

☑なし 

企業概要 

1990 年にオープンし、香港の西友デパート「西田」という名前で知られてい

たスーパー。香港の不動産企業（SHKP）より 2005 年に買収され、2008 年

に「一田（YATA）」へ改称。「現代日本式生活デパート」をコンセプトに日本

の食材や衣料品等を取り揃えたデパートであり、ローカルミドルクラスには

人気。現在 YATA デパート 3 店舗、スーパー9 店舗経営し、新店舗の展開も

随時進んでいる。日本産や他国産品質がある定番商品の他、日本各地をテー

マにしたフェアも年に数回開催し、最新や期間限定商品も販売している。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、香港ではレストラン等での外食需

要が減る一方家で食事をする機会が増加している。そうした状況を踏まえ、

家で調理して食べる生鮮食品や手軽に食べられるお菓子などの購買を希望し

ている。 

商談時に必要な資料・

認証 
会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対香港輸出状況 

 

  



 

 

【ベトナム・ホーチミン】 

企業名 
企業名（和文）：アクルヒグループ 

企業名（英文）：Akuruhi Group 

業種 ☑輸入・卸売業 ☑小売業 ☑外食業 ☐その他（      ) 

取り扱い不可の品目 

☑あり（水産物と水産加工品のうち、ベトナム向け「最終加工施設等の登

録」がないもの） 

☐なし 

特に取扱いを希望する品

目 

ベトナムマーケットに適した商品。特に、水産物とお菓子。ただし、既存

のインポーターがいない企業に限る。 

主なターゲット ☐ Upper Class  ☐ Middle Class  ☑ Mass Market 

商流の指定 
☑あり 

☐なし 

企業概要 

ホーチミンの老舗日本食品インポーター。2019 年にはホーチミン市内に

自社タワーをオープンし、事業を拡大している。日本産食品全般を取り扱

うが、今回は特に水産物と菓子類の購買を希望する。ベトナムに既存販路

を持たない企業との商談を強く希望している。 

商談時に必要な資料・認証 会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対ベトナム輸出状況 

 

  



 

 

【ベトナム・ホーチミン】 

企業名 
NGHI SON AQUATIC PRODUCT IMPORT EXPORT COMPANY 

LIMITED 

業種 ☑輸入・卸売業 ☐小売業 ☐外食業 ☑その他（ 輸出    ) 

取り扱い不可の品目 
取り扱いは水産物・水産加工品のみ。なお、水産物・水産加工品でもベト

ナム向け「最終加工施設等の登録」がないものは取り扱い不可 

特に取扱いを希望する品

目 

水産物 

⇒ブリ（yellow tail）、グルクマ（Indian mackerel）、 短いサバ（Short 

body mackerel）、オニアジ（hardtail scad）、メアジ（bigeye scad）、

クロホシムロアジ（round scad、layang scad）、マテアジ（yellow tail 

scad）、クロアジモドキ（formio niger）、 黒イカ（black squid）、コウ

イカ目（cuttlefish）,カタクチイワシ（anchovy） 

主なターゲット ☑ Upper Class  ☑ Middle Class  ☐ Mass Market 

商流の指定 
☐あり 

☑なし 

企業概要 

既存の水産加工工場に加え、ゲアン省の新工場が間もなく完成予定で、事

業を拡大中である。小売り用ではなく、自社水産加工工場での加工用途と

しての水産物を日本から仕入れたい。 

商談時に必要な資料・認証 会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対ベトナム輸出状況 

 

  



 

 

【ベトナム・ハノイ】 

企業名 Sakuko Vietnam 

業種 ☑輸入・卸売業 ☑小売業 ☐外食業 ☑その他(ホテル) 

取り扱い不可の品目 
☐あり 

☑なし 

特に取扱いを希望する

品目 

 冷凍加工食品 （餃子、ソーセージ、サケ、豚カツなど） 

 菓子（賞味期限 8 か月以上、飴、チョコレート、ギフト向けのクッキ

ーボックス、スナックなど） 

 ベビーフード（賞味期限 8 か月以上、離乳食クッキー、おかゆ、子供向

けインスタントフーズ） 

 加工食品（ノリ、干しキノコなど） 

主なターゲット ☐ Upper Class  ☑ Middle Class  ☐ Mass Market 

商流の指定 
☑あり（日本代理店経由） 

☐なし 

企業概要 

日本産食品の取扱拡大を希望し、日本企業との商談を積極的に望んでいる。

自社店舗も拡大傾向にあり、ハノイ市以外にも広げている。また関連会社が

日本国内にあり輸入ルートを確立している。中間層向けの日本産食品を幅広

く扱っている。 

商談時に必要な資料・

認証 
会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対ベトナム輸出状況 

 

  



 

 

【マレーシア・サラワク】 

企業名 
企業名（和文）：ボックス・ワールド 

企業名（英文）：BOX WORLD SDN. BHD. 

業種 ☑輸入・卸売業 ☑小売業 ☐外食業 ☐その他(                    ) 

取り扱い不可の品目 
☑あり（品目：米、肉類、冷蔵・冷凍食品） 

☐なし 

特に取扱いを希望する品

目 

菓子類（せんべい、スナック等）（小売用、常温 1 年）、調味料（胡麻ドレ

ッシング、味噌、ソース、ふりかけ等）（小売用、常温 1 年）、緑茶（煎茶

ティーバッグ等）（小売用、常温 1 年）、清涼飲料（小売用、常温 1 年）、

日本酒（小売用、常温 1 年） 

主なターゲット ☑ Upper Class  ☑ Middle Class  ☑ Mass Market 

商流の指定 
☐あり 

☑なし 

企業概要 

 当社はサラワク州クチンに拠点を置き、東マレーシア全域を商圏とし

ています。 

 小売店向けのお菓子、加工食品、調味料、飲料、酒類を中心にマレー

シアの大手小売店（AEON 等）や地場系スーパーマーケット（Village 

Grocer、Jaya Grocer、Giant、Servay、Bataras 等）などに卸して

います 

 今回の商談を通じて、現在当社が取り扱いをしていない新たな日本産

食品の調達を希望しています。また、最近酒類の輸入ライセンスを取

得したため、特に日本酒への関心が高く、今後日本酒の輸入事業に力

を入れたいと考えています。 

 現状日本からの特定の商流を持っていないため、直接貿易或いは日本

側メーカー様の指定する商社の利用いずれでも可能です。 

商談時に必要な資料・認証 会社案内、商品カタログ、価格表（全て英語） 

  

  



 

 

【マレーシア・クアラルンプール】 

企業名 
企業名（和文）：センドイチシーフード 

企業名（英文）：SENDO ICHI SEAFOOD (M) SDN BHD 

業種 ☑輸入・卸売業 ☐小売業 ☐外食業 ☐その他(                    ) 

取り扱い不可の品目 
☑あり（品目：アルコール飲料、種あり果物、豚肉） 

☐なし 

特に取扱いを希望する品

目 

日本産水産物と青果物の生鮮・冷凍・加工品全般に関心があります。特に下記の

商材の取扱いに関心が有りますが、これ以外でも該当するものがあれば推薦いた

だければと思います。 

■水産物：鮭（業務用/小売用、冷凍 12 ヶ月）、マグロ（業務用/小売用、冷蔵/冷

凍 18 ヶ月）、ホタテ業務用/小売用、冷蔵/冷凍 18 ヶ月）、えび業務用/小売用、

冷蔵 18 ヶ月）、鱒業務用/小売用、冷蔵/冷凍 18 ヶ月） 

■青果物：タケノコ、オクラ、ピクルスなどの包装されたマリネ野菜、年間を通

して旬な野菜と果物。 

■その他：ハラル認証の常温／冷凍／インスタント食品（餅、味噌ペースト、カ

レーペースト、餃子、冷凍魚ステーキ、牡蠣、マリネシーフード、卵ベースの食

品）。 

主なターゲット ☑ Upper Class  ☑ Middle Class  ☐ Mass Market 

商流の指定 
☑あり（オーシャン貿易株式会社経由） 

☐なし 

企業概要 

 当社は現在、水産物（内 45％は日本産）を主に取り扱っていますが、マレーシ

アでの日本食材の需要の高まりを受け、日本産野菜/果物の取扱いも拡充したいと

考えています。また、今回のコロナ禍においてデリバリービジネスをはじめとす

る B2C ビジネスが拡大しており、マレー系をターゲットに据え、ハラル認証商品

の充実も考えています。 

 当社は業務用と小売店向けの生鮮・冷凍水産物や青果物などを中心にマレーシ

アの高級すし店（寿司織部、ed.ju）、日本食レストラン（NOBU、Ishin）や地場

系スーパーマーケット（TESCO）などに卸しています。日本側にはオーシャン貿

易株式会経由を通じた取引をしていますので、マレーシア向けの商流を持ってい

ない事業者様との商談も可能です。 

商談時に必要な資料・認証 会社案内、商品カタログ、価格表（全て英語） 

 

 



 

 

【シンガポール】 

企業名 Imei(Exim)Pte.Ltd 

業種 ☑輸入・卸売業 ☐小売業 ☐外食業 ☐その他(                    ) 

取り扱い不可の品目 
☑あり（SFA が輸入を規制している商材） 

☐なし 

主なターゲット ☑ Upper Class  ☑ Middle Class  ☐ Mass Market 

商流の指定 
☑あり（バイヤー指定の商社） 

☐なし 

企業概要 

IMEI 社は、1981 年創業の老舗の日本食品ディストリビューター。シンガポ

ール国内のスーパーマーケット、レストラン等に販売するほか、シンガポー

ルより他の東南アジア諸国へ日本の食料品を輸出している。 

商談時に必要な資料・

認証 
会社案内、商品カタログ、価格表、出品者の対シンガポール輸出状況 

 

 

 




