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※朱書きが、5月21日時点から記載内容の更新を行ったバイヤーになります。
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参加候補バイヤープロフィールシート
NO, バイヤー名 業態 拠点 商圏国・地域 関心のある商品

日本語
対応

1 Rosen International
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポールはじめ東
南アジア

食品・飲料全般
（健康志向の高いもの）

×

2 Mamami Shoppe
輸入
商社

マレー
シア

マレーシア、シンガ
ポール、カンボジア

オーガニック食品・飲料や
健康に良い加工食品など

×

3 Grand Brands (M) Sdn. Bhd.
輸入
商社

マレー
シア

マレーシア
洋酒・薬用酒・ワイン・ウ
イスキー、日用食品

×

4 DAISHIN TRADING CO.,LTD.
輸入
商社

カンボ
ジア

カンボジア
畜産物、海産物、健康食品、

菓子・特産物など
〇

5 皐月有限公司
輸入
商社

香港 香港・マカオ
常温調味料、海藻昆布など
の乾物類、冷凍食品、お土

産・ギフト食品
〇

６ HIGHTOWER J. FOODS CORP
輸入
商社

フィリ
ピン

フィリピン 加工食品全般、海産物 〇

７ AAN Ltd (Sake no ie)
輸入
商社

香港 香港、中国全土 日本酒 ×

８ JIANZENG FOOD TRADING
輸入
商社

香港 香港
生肉全般、ソースやスパイ
ス、チーズ、その他加工品

×

９ ウェールスインターナショナル
輸出
商社

日本
東南アジア、東アジア、

中東
食品（畜産品、水産品、果

実等農産物）
〇

10 芙蓉海運株式会社
輸出
商社

日本 タイ、香港、台湾
一般消費者向け商品・地域
特有の業務用商品など

〇

11 TRYBER PTY LTD 小売業
オース
トラリ
ア

オーストラリア、
ニュージーランド等

和牛、CAS冷凍食材 〇

12 辞 退

13 オーシャン貿易株式会社
輸出
商社

日本
東南アジア、ノル
ウェー、アメリカ、

チリなど

各業者様が持つ
特徴的な商品

〇

14 株式会社 竹商
輸出
商社

日本
東南アジア、東アジア、

アメリカ
食品・飲料、オーガニック

食品等
〇

15 株式会社大井山本商店
輸出
商社

日本
東南アジア東アジア、

中東、アフリカ
食品全般 〇

16 UNION.P CO.,LTD
輸入
商社

タイ タイ
果物類、飲み物、原料、水
産加工品、お菓子、酒類

〇

17 Omi Pacific Pte Ltd
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポール・中国
日本酒、食品加工品、

魚、肉
×

18 Ban Choon Marketing Pte Ltd
輸入
商社

シンガ
ポール

シンガポール、イギリ
ス、アメリカ、トルコ、
オーストラリア、台湾

果物、野菜、人工肉等 ×

19
Orient Fivew Basic Elements 

Co.,Ltd.
輸入
商社

ベトナ
ム

ベトナム
冷凍食品、施設登録済の海
産、畜産商品、健康食品

〇



バイヤープロフィール

社名 Rosen International (S) PTE LTD

webページ https://www.roseninternational.com/

業態 輸入・卸売業・小売業

商圏国・地域 シンガポールはじめ東南アジア

主要取扱品目 食料品及び飲料品全般（温度帯不問）

主要販売先（業態） ケータリング、小売業、レストラン、空港ラウンジなど

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要 健康的なライフスタイル商品の輸入・卸売など

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
食品・飲料全般（菓子の原料なども）
健康志向の高い商品、オーガニック商品
少量での取引が可能な商品

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOBまたはCIF

商談時に必要な資料・情報
見積書、商品カタログ（価格込みのもの）
商談会では、海外での販促・マーケティングの実績を伺いたい。

取引時に必要な資料・認証 特になし

その他の条件 商談会前に商品サンプルがあれば尚良い（サンプルなしでもOK）

対応言語 英語のみ

No,１

https://www.roseninternational.com/


バイヤープロフィール

社名 Mamami Shoppe

webページ https://mamami4u.com/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 マレーシア・シンガポール・カンボジア

主要取扱品目 健康志向の高い加工食品・飲料・調味料など

主要販売先（業態） スーパー等の小売店、カフェなど

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

日本茶の輸入から、日本商品の取り扱いをはじめました。
数多くのマレーシア国内の小売店との取引があります。
詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。
https://mamami4u.com/

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ

・オーガニック食品・飲料や健康に良い加工食品（サプリメントを除く）、
菓子原材料、お母さんや子ども向けの食品・飲料、マレーシアにはない日
本ならではの飲料
・賞味期限が1年以上の商品

取扱不可品目・カテゴリ アルコール類、お肉、海産物

メーカーに期待すること
求める商品について

日本にしかなく、日本で作られている商品に関心があります。
マレーシアに向けて販路を拡大したい方々との商談を楽しみにしています。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 CIF（日本→クラン港）

商談時に必要な資料・情報 特になし（サンプル商談後でも可）

取引時に必要な資料・認証 工場認証、営業許可証でもOk

その他の条件 特になし

対応言語 英語のみ

No,２



バイヤープロフィール

社名 Grand Brands (M) Sdn. Bhd.

webページ https://hai-o.com.my/

業態 輸入・卸売業、小売業

商圏国・地域 マレーシア全土（観光地・免税地区含む）

主要取扱品目 アルコール飲料, ワイン及び酒類, 薬用酒, リキュール

主要販売先（業態） 免税品 、一般小売店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

当社はHai-O社 (クアラルンプール証券取引所上場, 貿易部門, コード
7668)の独占子会社です。当社は1992年より、そのグループの中でワイン
や酒類の販売を担っております。
マレーシア国内の免税品・課税品市場に向けた酒類の輸入・卸売・流通業
を中心として、マレーシア全土に販路を持っています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
洋酒、薬用酒、ワイン、シングルモルトウィスキー、日用食料品（麺類、
お茶、菓子類等）、健康食品（サプリを含む）

取扱不可品目・カテゴリ 冷凍食品

メーカーに期待すること
求める商品について

賞味期限が少なくとも18か月～36か月の長い日用食料品に関心があります
ので、そういった商品のご提案もお待ちしております。
プロモーションに積極的に協力していただけることを期待しています。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社なし）、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB（東京港または横浜港）

商談時に必要な資料・情報
会社情報, 商品カタログ (ビジュアル, 梱包サイズ, 容量, アルコール度数), 
価格見積書, GMPやHACCP認証,受賞歴(もしあれば)

取引時に必要な資料・認証
会社名,会社登記 , 住所, 担当者連絡先, 担当者, 銀行名及び口座番号, 銀行
住所, スウィフトコード, 総代理店/輸入業者採用通知

その他の条件
商品サンプルはあれば尚良い（無くてもOK)
マレーシアでは人口の６割がイスラム教であることから、ハラル認証を取
得している商品はアドバンテージがあります。

対応言語 英語

No,３



バイヤープロフィール

社名 DAISHIN TRADING(CAMBODIA) CO.,LTD.

webページ https://daishintc.com/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 カンボジア

主要取扱品目 基本調味料、飲料、米、お菓子、肉、魚

主要販売先（業態）
レストラン、ホテル、バー、カフェ、スーパーマーケット、ミニマート、
二次卸、一般消費者向け（オンラインフードデリバリー）

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

私たちはカンボジアにおける日本食品・飲料メーカー様の正規販売代理店
です。カンボジアの飲食店やスーパーマーケット、コンビニなどの小売店
やカフェ、ホテルへ安全で健康的かつ信頼できる日本製品をご提供させて
頂きます。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 肉、魚、健康食品、特産物、果物（高所得者向け商品）

取扱不可品目・カテゴリ 特になし。

メーカーに期待すること
求める商品について

冷凍物については、航空便で輸送するため、単価の高いものを希望します。
弊社と一緒に販促・マーケティング活動をしてくれる企業（詳細は「その
他条件」に記載）。
カンボジアでの販売について、共に開拓いただけるメーカー様と共に成長、
カンボジア市場を作っていきたく存じます。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB

商談時に必要な資料・情報
会社概要、商品パンフレット等の資料、東南アジアでの展開実績、海外で
の販促・マーケティングの実績（既存の資料もしくは口頭での説明で可）

取引時に必要な資料・認証 特になし

その他の条件

・商品によってはすぐにお取り扱いを開始する場合もありますが、まずは
テストマーケティングから始めさせていただく場合もございます。
【テストマーケティング】
弊社ジャパンショップやECモール、facebook、インスタグラムでのテスト
マーケティングを実施いたします。
マーケティング費用：7万5千円程度
商品サンプル：2～3ケース（商品代金、輸送費についてはメーカー負担と
なります。）
その他：写真素材、動画素材、プレゼン資料等をご提供いただきます。

対応言語 日本語、英語

日本語対応〇No,４



バイヤープロフィール

社名 皐月有限公司(Satsuki Business Solution Co.,LTD）

webページ -

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 香港・マカオ

主要取扱品目 調味料、飲料、乾物(Grocery全般）、冷凍総菜、菓子

主要販売先（業態） 小売店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要
2012年香港にて設立、主に日系（元日系含む）小売店向けの輸入卸業を営
んでおります。そのほかグループ会社にて取引先小売店のフードコートに
て飲食店も5店舗運営しております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
常温調味料、海藻昆布などの乾物類、冷凍スイーツ、冷凍食品（完成品）、
レトルト商品（加熱）、（高級感のある）お土産・ギフト食品

取扱不可品目・カテゴリ 生鮮類

メーカーに期待すること
求める商品について

天然素材のみ使用した商品や、添加物不使用の調味料類などを探してます。
将来的に香港にてプロモーション販売参加可能な企業様は大歓迎です。
・ベジタリアン向け商品
・ブランド統一がされており、複数の商品群を持つもの
・高級セレクトショップで取り扱いできるようなストーリー性がある商品
・（グルテンフリーあれば）

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）

希望する決済手段 国内清算（国内取引と同様）

希望する価格提示方法 FOB(名古屋港）

商談時に必要な資料・情報 見積もり、商品規格書（原材料、栄養表示）

取引時に必要な資料・認証 -

その他の条件 -

対応言語 日本語

日本語対応〇No,５



バイヤープロフィール

社名 HIGHTOWER J. FOODS CORP

webページ http://www.hightower.com.ph/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 フィリピン

主要取扱品目
生鮮水産物（ブリ、マグロなど）、冷凍水産物（カキ、ホタテ、イクラな
ど）、和牛など

主要販売先（業態）
飲食店（日本食レストラン、西洋レストラン、ホテル）、小売店、一般消
費者（オンライン）

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

当社は、2020年、フィリピン大手輸入商社と日本の流通業者との合弁によ
り設立された日本食品専門の輸入卸売会社です。約300軒の飲食店への業
務用商材の卸売り、大手リテールチェーンへの小売用商材の販売、約100
名の一般消費者の会員へのオンライン販売等を行っております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 加工食品全般（飲料、麺類、調味料、菓子類など）、水産品

取扱不可品目・カテゴリ
農産物（りんご・なし、加工品は除く）、畜産物（加工品は除く）、酒類、
チルド品

メーカーに期待すること
求める商品について

単なる既存商品の供給だけではなく、緊密に連携し、商品改良や販路開拓
まで一緒に取り組める事業者様を期待しています。必要以上にこだわり過
ぎず、値頃感の出せる商材を求めています。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）、直接取引

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 仙台市内指定倉庫納品条件

商談時に必要な資料・情報 商品資料

取引時に必要な資料・認証 加工品の場合、ISO等の国際認証があると商品登録が早いです。

その他の条件
賞味期限1年以上の商品が好ましい。
英語パッケージ対応できることが好ましい。

対応言語 日本語、英語

No,６ 日本語対応〇



バイヤープロフィール

社名 AAN Ltd (Sake no ie)

webページ https://www.sakenoie.com/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 香港及び中国本土

主要取扱品目 日本酒

主要販売先（業態） 卸売、オンライン販売、イベント等

日本企業との取引経験 あり

企業概要

当社は日本酒を愛し、多くの地酒を香港内で紹介しています。高級日本酒
のみを販売している他社とは異なり、香港では一般的に知られていないも
のの、おいしく価値のある地酒を探し消費者に紹介をしています。当社の
販売では醸造所ごとの歴史や商品に掛ける想いも消費者と共有することで、
味だけではなく、ストーリーに共感してもらい、ファンとなっていただく
ことが重要だと信じています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
日本酒（大吟醸等）、地ビール
酒蔵の規模よりも商品へのこだわりや背景、他社商品との差別化ポイント
などに興味がある。

取扱不可品目・カテゴリ -

メーカーに期待すること
求める商品について

まずは少量での取引を希望しています。
同社が開催する日本酒PR活動へ積極的に協力いただきたい（商品情報や写
真、帆まえかけの提供等）。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易、間接貿易いずれも可

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法
FOB（東京港または神戸港）
CIF（東京港または神戸港から広州蓮花港）

商談時に必要な資料・情報 商品リスト、商品の背景やコンセプトのわかる資料

取引時に必要な資料・認証 -

その他の条件 商品サンプルの送付が可能な場合、商談前に送付いただけると尚良い。

対応言語 英語

No,７



No,８
バイヤープロフィール

社名 JIANZENG FOOD TRADING

webページ https://www.goldenpigshop.com/index.php

業態 輸入・卸売業、小売業、製造業（食品製造）

商圏国・地域 香港

主要取扱品目 豚肉、牛肉、鶏肉、ラム肉、あひる肉

主要販売先（業態） 小売店、ウェブ販売、香港のほぼ全てのスーパーマーケット・百貨店

日本企業との取引経験 あり

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
生肉全般（冷凍及び冷蔵の豚肉・牛肉・鶏肉）、ソースやスパイス、
チーズ等その他加工品

取扱不可品目・カテゴリ ‐

メーカーに期待すること
求める商品について

商談時には、商品のストーリーや情報の分かるものと価格についてお話し
てください。 サンプルは商談後に必要に応じてお願いします。
香港やマカオにおける小売り用については、独占契約を希望（業務用につ
いては対象外）。

〇商談条件など

希望する商流条件 特になし

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOBまたはCIF

商談時に必要な資料・情報 商品仕様書、衛生証明書、見積書

取引時に必要な資料・認証 -

その他の条件 -

対応言語 英語

No,8



バイヤープロフィール

社名 ウェールスインターナショナル

webページ https://www.wels-intl.com

業態 輸出・卸売業

商圏国・地域 モンゴル、香港、マレーシア、ベトナムなどアジア諸国および中東

主要取扱品目 食品（畜産品、水産品、果実等農産物）

主要販売先（業態） 各国バイヤーおよび小売（流通業）

日本企業との取引経験 あり

企業概要

弊社は、日本の食品を海外に提案すると同時に、その産地の素晴らしさも
紹介することでインバウンドやリピートにつながる営業展開（販路開拓）
を行っている食品商社です。代表自らが現地に足を運び、食べ物の美味し
さだけでなく、作り手のこだわりや思いを情熱的に伝え、すべてが「オン
リーワン」であることの魅力を発信します。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 食品（畜産品、水産品、果実等農産物）

取扱不可品目・カテゴリ 特になし（品目により取扱い国内パートナー企業をご紹介できます）

メーカーに期待すること
求める商品について

海外への販路開拓には、英語のPR広告物は必須です。
（パンフレット、英語WEBサイトなど）

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社なし）、直接貿易

希望する決済手段 国内取引

希望する価格提示方法 FOB（特に指定なし）

商談時に必要な資料・情報 商品のパンフレット、見積書等（あとは、直接お話で伺います）

取引時に必要な資料・認証
英語のPR広告物（パンフレット、英語WEBサイトなど）原産地証明書、放
射能検査証、栄養・成分表、PL保険等

その他の条件 最低ロット、取引価格、リードタイムなど

対応言語 日本語

No,９ 日本語対応〇

https://www.wels-intl.com/


バイヤープロフィール

社名 芙蓉海運株式会社

webページ http://fuyoh.co.jp/

業態 輸出・卸売業、その他（レストラン業、製造業）

商圏国・地域 タイ（ドライ・チルド・冷凍）・香港（ドライ）・台湾（ドライ）

主要取扱品目 加工食品全般（水産品・水産原料など含む） 精肉は取り扱い不可

主要販売先（業態） 現地輸入卸売業者

日本企業との取引経験 あり

企業概要

国内で決済した商品を、少量からでも弊社の混載コンテナでダイレクトに
現地取引先へ販売できます。タイは三温度帯の業務用・小売用商品の取り
扱いが可能です。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ スーパー等で通常販売している商品・地域特有の業務用商品など

取扱不可品目・カテゴリ 高付加価値商品・土産物・極端に賞味期限の短い商品など

メーカーに期待すること
求める商品について

輸出用の商品というわけではなく、それぞれのメーカー様の商品の中で一
番得意先・消費者に指示されている商品を中心に商談したいと考えていま
す。輸出はすぐに結果を出すことが難しいので、長期的なスパンでの継続
的な提案を頂けるメーカー様を希望します。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接取引

希望する決済手段 国内決済

希望する価格提示方法 国内神戸着価格

商談時に必要な資料・情報 総合カタログ・商品規格書・商品サンプル（できれば）

取引時に必要な資料・認証 公的機関の証明書（FSSC・ISOなど）、営業許可証

その他の条件 商品採用の際には、原材料の配合比など詳細情報の開示が必要になります。

対応言語 日本語

No,10 日本語対応〇

http://fuyoh.co.jp/


バイヤープロフィール

社名 TRYBER PTY LTD

webページ https://japaninmelbourne.com/

業態 小売業、その他（レストラン業、製造）

商圏国・地域 オーストラリア、ニュージーランドを中心とする南半球圏

主要取扱品目
日本酒、柑橘（ゆず、すだち、伊予柑など）、和牛（飛騨牛、鹿児島牛な
ど）、イチゴ、抹茶、その他

主要販売先（業態）
豪州のサプライヤーや飲食店、クラフトビール会社、豪州メディアへの紹
介など

日本企業との取引経験 あり

企業概要
日本の食材・日本酒などの販売促進活動。商材の目利き、市場での可能性
吟味、テストマーケティング、バイヤーのマッチング、イベント、代行営
業などを一括で行う

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 和牛、CAS冷凍食材

取扱不可品目・カテゴリ 豪州の検疫上、不可の商材

メーカーに期待すること
求める商品について

取り組みを始めると予想外のハードルも多々あるが、２~3年掛かっても
メーカーさんご自身が先頭を走るつもりで市場開拓からご一緒する気持ち
を持っていただけると幸いです。

〇商談条件など

希望する商流条件 -

希望する決済手段 -

希望する価格提示方法 -

商談時に必要な資料・情報 英語での商品案内や目安となる価格表

取引時に必要な資料・認証 英語での価格表

その他の条件 -

対応言語 英語、日本語

No,11 日本語対応〇

https://japaninmelbourne.com/


バイヤープロフィール

社名 TAI DONG GO TREASURE LIMITED

webページ -

業態 輸入商社・卸売業

商圏国・地域 香港

主要取扱品目 日本製スナック菓子

主要販売先（業態） スーパー・コンビニ等の小売店、現地販売代理店

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要
弊社は主にアジア・アメリカ・EUのスナックと飲料品を香港市場へ供給し
ております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
すべての種類のスナック・飲料品、家庭で扱える菓子の原材料、
缶詰、乾麺、冷凍寿司、マグロ

取扱不可品目・カテゴリ

メーカーに期待すること
求める商品について

香港は世界中の商品が集まることから、価格面での競争も激しいですが、
新しい商品を常に探しています。
少量の輸出や小分けなどの対応ができる方との商談をお待ちしています。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易または間接貿易（指定商社のみ）

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 CIF

商談時に必要な資料・情報
商品情報・リスト
（商品のビジュアルのよくわかる写真などがほしいです）

取引時に必要な資料・認証 商品の安全性を証明する証明書

その他の条件

対応言語 英語のみ

参加辞退

No,12



バイヤープロフィール

社名 オーシャン貿易株式会社

webページ http://www.oceantrading.co.jp/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 ベトナム、シンガポール、マレーシア、ノルウェー、アメリカ、チリなど

主要取扱品目 生サーモン（輸入卸）、日本鮮魚類（輸出）

主要販売先（業態） 各国インポーター・量販など

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要

弊社はメインビジネスとして、日本国内の量販様や市場などにノルウェー
産生サーモンやマグロ類などの卸をしておりますが、ここ10年ほどで、よ
り輸出ビジネスにも力を入れております。
アメリカ・ヨーロッパ・シンガポール・ベトナム・マレーシアにパート
ナーがおり、そのパートナー経由で現地の日本食レストラン様などに鮮魚
などを輸出しております。 今回は特に、ベトナム向け輸出に関してお話
できればと思います。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
各業者様、それぞれ特徴のある商品をお持ちかと思いますが、そちらを検
討できれば幸いです。

取扱不可品目・カテゴリ ベトナム向けの魚類は、基本的にベトナム向け輸出認証のあるもののみ。

メーカーに期待すること
求める商品について

今回はベトナムに販路開拓を希望される方との商談を期待しています。

〇商談条件など

希望する商流条件 指定商社のみ

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 国内渡し・国内決済

商談時に必要な資料・情報 会社案内、商品案内、輸出状況、見積もり

取引時に必要な資料・認証 ‐

その他の条件 ‐

対応言語 日本語、英語

日本語対応〇No,13



バイヤープロフィール

社名 株式会社竹商

webページ http://takesho.biz/index.html

業態 輸出・卸売業

商圏国・地域 台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インドネシア、アメリカ

主要取扱品目 海産物全般、加工食品全般

主要販売先（業態） 業務用海産物取扱卸、問屋、スーパー他

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 なし

企業概要

当社は設立当初より乾燥海産物を中心とした日本産食品の輸出業務を行っ
ており、日本産食品を扱う確かな経験を持っております。海外の強固な販
売パートナーとルートを持ち、小売筋と業務筋の両面からあらゆる日本産
食品の販路拡大に寄与しております。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
食品・飲料全般（菓子の原料なども）
健康志向の高い商品、オーガニック商品
少量での取引が可能な商品

取扱不可品目・カテゴリ ‐

メーカーに期待すること
求める商品について

業務用海産物全般(冷凍、乾物を問わず)や他社にはない特色をお持ちの加
工食品等のご提案をお願いします。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接貿易

希望する決済手段 国内取引

希望する価格提示方法 国内渡し価格

商談時に必要な資料・情報 商品カタログ、プライスリスト、商品サンプル

取引時に必要な資料・認証 正式見積書、新規口座開設書、製品規格書

その他の条件 ‐

対応言語 日本語、英語、中国語

No,14 日本語対応〇



バイヤープロフィール

社名 株式会社大井山本商店

webページ https://ooiyamamoto.com/

業態 輸出・卸売業、レストラン業、製造業

商圏国・地域
タイ、フィリピン、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー、香港、
シンガポール、中国、中東、アフリカ

主要取扱品目 食品全般

主要販売先（業態） タイ現地法人、フィリピン合弁会社、海外輸入サプライヤー

日本企業との取引経験 あり

企業概要
魚問屋業として400年前に創業。現在では日本産品の輸出、海外での卸売、
小売り、レストラン等を運営しております。幅広い商材を取り扱っていま
す。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 日本の食品全般

取扱不可品目・カテゴリ ‐

メーカーに期待すること
求める商品について

お菓子～グローサリー、魚まで冷凍・冷蔵・常温、生ものと幅広に商品を
探しています。

〇商談条件など

希望する商流条件 直接取引、間接貿易（指定商社以外でも可）

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB/CIF

商談時に必要な資料・情報 -

取引時に必要な資料・認証 -

その他の条件
ISOやHACCP等の認証を持っていると好ましい。
タイ向けについては、FSSC22000を持っていると好ましい。

対応言語 日本語

日本語対応〇No,15



バイヤープロフィール

社名 UNION.P CO.,LTD

webページ https://www.unionpshop.com/

業態 輸入商社、小売り業、レストラン業、製造業 CAFÉ

商圏国・地域 タイ全域、タイ以外の国へも広くネットワークを有する

主要取扱品目 果物、飲み物、原料、海鮮等

主要販売先（業態） スーパーマーケット、レストラン、カフェ、EC販売

日本企業との取引経験 あり

企業概要

UNION.P は、1997年から、日本やヨーロッパから果物やスナックなどを
含む美味しい食品や飲料を輸入し、バンコクにおいてタイの消費者向けに
提供しています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ

果物類（新鮮果物、果物加工品を含む）、飲み物（高級ジュース）、原料、
水産加工品（フレークのようなものなど）、お菓子（地元特産品を使った
お土産のようなお菓子など）、地ビール、梅酒

取扱不可品目・カテゴリ ‐

メーカーに期待すること
求める商品について

日本語対応が可能であるが、メールや書類は英語対応を希望。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 CIF（日本の主要港からレムチャバン港）

商談時に必要な資料・情報 会社概要、商品リスト、日本の小売価格 （※すべて英語資料を希望）

取引時に必要な資料・認証 営業許可証（ISOやGMPでも可）

その他の条件 商品リストを見た上で希望する商品のみ商品サンプルを依頼したい

対応言語 日本語、英語

No,16 日本語対応〇

https://www.unionpshop.com/


バイヤープロフィール

社名 Omi Pacific Pte Ltd

webページ https://www.omipacific.com/

業態 輸入卸売業

商圏国・地域 シンガポール、中国

主要取扱品目 魚、肉、野菜、お酒、加工食品

主要販売先（業態） スーパーマーケット、レストラン、食品イベント

日本企業との取引経験 あり

企業概要

Omi Pacific Pte Ltdは、2003年にシンガポールにおいて日本の新鮮で高品
質な日本の食材を提供するために設立された企業です。今日に至るまでに
多くの日本とのネットワークを構築してきており、日本の食品の豊富な品
を調達し、アジア地域の国々に届けることができます。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ

日本酒、食品加工品、魚、肉
※肉や海産物については、シンガポールへの輸出許可を取得した商品に限
る

取扱不可品目・カテゴリ -

メーカーに期待すること
求める商品について

独占契約を希望

〇商談条件など

希望する商流条件 ‐

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB, CIF（東京からシンガポール・中国の主要港）

商談時に必要な資料・情報 商品リスト、見積書

取引時に必要な資料・認証 見積書

その他の条件
事前の商品サンプルは不要。
商談後、必要に応じて商品サンプルを依頼する。

対応言語 英語

No,17

https://www.omipacific.com/


バイヤープロフィール

社名 Ban Choon Marketing Pte Ltd

webページ https://www.banchoon.com.sg/

業態 食品卸売業

商圏国・地域 シンガポール、イギリス、アメリカ、トルコ、オーストラリア、台湾等

主要取扱品目 果物、野菜、加工食品

主要販売先（業態） スーパーマーケット、EC販売、レストラン、小売店、ホテル

日本企業との取引経験 あり

企業概要 上記Webサイトよりご確認いただけます。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ
果物、野菜、（大豆ミートのような）植物性由来の原料で作られた食料品
やオーガニックやヘルシーなスナック類、海産物及び肉類

取扱不可品目・カテゴリ アルコール飲料

メーカーに期待すること
求める商品について

・求めている商品の多くは、一般消費者向けを想定している。（高級品の
扱いも一部あり）
・シンガポールでは、プラントベース（例：大豆ミート等）への関心が高
まっており、そういった商品を探している。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易、直接貿易

希望する決済手段 T/T

希望する価格提示方法 FOB

商談時に必要な資料・情報 商品リスト、賞味期限がわかる資料、商品写真

取引時に必要な資料・認証

取扱商品によって必要な認証・証明書等が異なります。海産物及び肉類に
ついては衛生証明書等、果物については工場認証等が必要になります。詳
細については、商談会で確認します。

その他の条件

サンプルはあれば尚良い。
まずは、商品リストを確認し、関心のある商品に対して質問等をさせてい
ただいた上で商談を行いたい。

対応言語 英語

No,18

https://www.banchoon.com.sg/


No,18
バイヤープロフィール

社名 Orient Fivew Basic Elements Co.,Ltd.

webページ https://mamaravn.com/menu/

業態 輸入・卸売業

商圏国・地域 ベトナム

主要取扱品目 食品

主要販売先（業態） 量販店、レストラン、ホテル、個人向けデリバリー

日本企業との取引経験 あり

日本側パートナーの有無 あり

企業概要 私共は日々使いできる日本の食品を探しています。

〇求める商品など

興味のある品目・カテゴリ 冷凍食品。施設登録済の海産、畜産商品。安心、安全な健康食品。

取扱不可品目・カテゴリ ‐

メーカーに期待すること
求める商品について

ベトナム向けに販売したい強い気持ちを持つメーカー様と取り組みたいで
す。

〇商談条件など

希望する商流条件 間接貿易（指定商社のみ）

希望する決済手段 -

希望する価格提示方法 愛媛県松山市内の倉庫着の価格を提示願います。

商談時に必要な資料・情報 商品規格書、成分表、販売用POP等

取引時に必要な資料・認証 -

その他の条件 -

対応言語 日本語

No,19 日本語対応〇

https://mamaravn.com/menu/

