
 

 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染拡大により、世界各国・各地の状況が 

依然混とんとしておりますが、変化し続ける市場のなかでも 

バイヤーは質の高い日本産食品との出会いを求めています。 

ジェトロでは、テレビ会議システムを活用した海外バイヤーとの 

オンライン商談会を実施し、日本の事業者皆さまの海外への 

新規参入・販路拡大を促進しています。 

今回実施の商談会は、特に日本産水産物・同加工品の買い付けに 

関心の高い海外バイヤーが参加します。 

「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」ご出展の 

皆さまには本商談会をぜひご活用いただきたいと思います。 

ご参加ご検討ください。（農林水産省補助事業） 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ジャパン・インターナショナル・シーフードショー』ご参加の皆さまへ 

 

カンボ ジア、 中国（上 海、広州）、フィリ ピン、 ベトナム 、 
オ ー ス ト ラ リ ア 、 ポ ー ラ ン ド 、 ロ シ ア 、 ア ラ ブ 首 ⾧ 国 連 邦 

主   催:日本貿易振興機構（ジェトロ） 
協   力:（一社）大日本水産会 
参加対象者:日本産水産物・同加工品の輸出に意欲的な企業・団体等 
募 集 定 員:108 社・団体 
出 品 対 象:水産物（日本国内で水揚げされた天然・及び養殖魚介類）、同加工品 
商 談 形 式:参加者（日本側事業者）のコンピューター等からジェトロが指定するオンライン・マッチング 

システムにアクセス頂き、海外バイヤーとビデオ通話型の商談を行っていただきます。 
※日本語を話さないバイヤーの場合、ジェトロが通訳を手配します。 
※フリーマッチング方式（オンライン上で商談相手を選択し、直接商談を行っていただきます） 
※PC 環境、ネット環境の整わない参加者にはジェトロ会議室を手配します。（事前予約制） 

（東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル） 
参 加 料:無料（商談に伴う通信費、商談に使用する資料、サンプル等の準備、商談会場までの交通費を 

含む旅費（会議室利用者）など、本商談会への参加にあたって発生する諸費用については、 
各参加者ご自身にてご担ください） 

詳細 URL:https://www.jetro.go.jp/events/afb/b66de85321d06bca.html 

申込締切:2020 年 8 月 7 日（木）12:00 まで  
 

ジェトロ食品輸出オンライン商談会 
（水産物・同加工品） 

～ 海外への販路開拓、商品販促のチャンスです!! ～ 
 

2020 年 10 月 5 日（月）～7 日（水） 
※上記日程で、日本側事業者と海外バイヤーの都合に合わせて商談日時を決定します。 

 

会 期 

 バ イ ヤ ー 
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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 2020/7/15

No 国・地域名 企業名 業種
取扱関心品目

優先度1

取扱関心品目

優先度2

取扱関心品目

優先度3

取扱関心品目

優先度4

取扱関心品目

優先度5
特に商談を希望する事業

サンプル品

要否
備考

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）

冷凍マグロ赤身、中トロ、大ト
ロ（業務用及び小売用、冷凍、
１２カ月）

ウニ（業務用及び小売
用、冷蔵、数日）

イクラ（業務用及び小売
用、冷凍、１２カ月）

ブランド名のつく魚
関サバ関アジなど（業務
用、冷蔵、数日）

空輸でも活きた状態
でアジアに搬送可能
な水産物（業務用、冷
蔵、数日）

●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●英語対応可能な事業者

通関書類等が揃って
いればサンプル希望

―

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）

冷凍水産物（業務用、冷
凍、12カ月）

冷凍水産加工品（業務
用、冷凍、12カ月）

― ―

●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●英語対応可能な事業者

通関書類等が揃って
いればサンプル希望

原産地証明があると望ましい

3 中国・上海 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
キ、キンメダイ、アマダイ、サメ
カレイ、スマ、イサキ、クルマエ
ビ、カワハギ肝付、木箱ウニ、
塩水ウニ、ホタテ、白子、白エ
ビ）（業務用、冷蔵、2日）

内臓を除き真空パックし
た水産物（小売用、冷
蔵、３日）

冷凍食品（冷凍魚フラ
イ、冷凍カニクリームコ
ロッケ、冷凍エビフライ
など）（小売用、冷凍、１
年）

― ―
●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業者

通関書類等が揃って
いればサンプル希望

●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

4 中国・広州市 広州碩岸隆進出口貿易有限公司
●商社・卸売業
●小売業

マグロ（業務用・小売用併用、
冷蔵、１２～１５日）

トロ（業務用及び小売用
併用、冷凍、１２～１５
日）

シマアジ（業務用・小売
用併用、冷蔵、１２～１５
日）

ブリ（業務用・小売用併
用、冷蔵、１２～１５日）

―
●小ロットでの取引が可能な事業者
●英語対応可能な事業者

通関書類等が揃って
いればサンプル希望

●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

5 フィリピン・マニラ DOUGH AND GROCER CORPORATION
●商社・卸売業
●小売業
●フードサービス（外食）

水産物（１アワビ　２．カキ　３．
ホタテ　４．キンキ　５．ブリ、ハ
マチ）（業務用・小売用併用、
冷蔵、３日）

　冷凍鮮魚、冷凍食品
全般
（１．アワビ　２．カキ
３．ホタテ　４．キンキ
５．ブリ、ハマチ）（業務
用・小売用併用、冷凍、
1年）

缶詰、高級珍味などの
水産物加工品（小売用、
常温、1年）

― ―
●過去に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●ニッチな商品を持っている事業者

常温保存品のみ通
関書類等が揃ってい
ればサンプル希望

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
チ、カツオ（業務用・小売用併
用、冷蔵、冷凍、１２カ月）

アナゴ（業務用・小売用
併用、冷蔵、冷凍、１２カ
月）

エビ、甘エビ（業務用・小
売用併用、冷蔵、冷凍、
１２カ月）

ホタテ（業務用・小売用
併用、冷蔵、冷凍、１２カ
月）

― ●その他（高品質、手ごろな価格帯、素早いレスポンス） 不要

●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
用、冷蔵、冷凍、１２カ月）

ハマチ（業務用、冷蔵、
冷凍、１２カ月）

カツオ（業務用、冷蔵、
冷凍、１２カ月）

ボラ（業務用、冷蔵、冷
凍、１２カ月）

マグロ（業務用、冷
蔵、冷凍、１２カ月）

●その他（高品質、低価格） 不要
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

8 ベトナム・ホーチミン Takahiro Food Corporation ●フードサービス（外食、レストラン）
ウニ（業務用・小売用併用、冷
蔵、３日）

ホタテ（業務用・小売用
併用、冷蔵、冷凍、１２カ
月）

魚類（サケ、シメサバ、
ハマチ、ブリ、マグロな
ど）（業務用・小売用併
用、冷蔵、冷凍、12カ
月）

カキ（業務用・小売用併
用、冷蔵、１～３日）

ニシン（業務用・小売
用併用、冷凍、12カ
月）

●その他（品質重視） 不要

●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

9 オーストラリア・メルボルン Oceania Seafoods Pty Ltd ●商社・卸売業
水産物（甲殻類、白身、冷凍
フィレ）（業務用・小売用併用、
冷蔵、冷凍、６カ月）

寿司関連商品（寿司ネ
タ、調味料、海苔等）（業
務用・小売用併用、冷
凍、６カ月）

水産加工品（揚げ物、か
まぼこ）（業務用・小売用
併用、冷蔵、冷凍、６カ
月）

― ―

●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●コンテナ単位で供給可能な事業者
●OEM対応可能な事業者（原材料・ラベル等）
●英語対応可能な事業者

不要 内臓のついた水産物は輸入禁止

10 ポーランド・ワルシャワ 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）

ハマチなど寿司・さしみ
用水産物（業務用、冷
蔵、１カ月）

アンキモ、タラコ、スジ
コ、イカ、タコ（ 業務用、
冷蔵、冷凍、６カ月）

ホタテ、ウニ、燻製イクラ
（業務用、冷蔵、冷凍、６
カ月）

調味料、日本塩（業務
用・小売用併用、常
温、12カ月）

●過去に輸出実績のある事業者
●小ロットでの取引が可能な事業者
●コンテナ単位で供給が可能な事業者
●英語対応可能な事業者

通関書類等が揃って
いればサンプル希望

●GFSI、各種検査証明書、原産地証明書、
有機認証等の取得が望ましい
●鰹節は取り扱い不可

11 ロシア・サンクトペテルブルク SEAWAY CO LTD ●商社・卸売業
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）

冷凍サバ（ラウンド）（業
務用・小売用併用、冷
凍、２４カ月）

冷凍サンマ（ラウンド）
（業務用・小売用併用、
冷凍、２４カ月）

冷凍マグロ（ブロック）
（業務用・小売用併
用、冷凍、２４カ月）

●過去に輸出実績のある事業者
●自国または周辺国に輸出実績のある事業者
●コンテナ単位で供給可能な事業者
●英語対応可能な事業者
●ニッチな商品を持っている事業者
●その他（以下の事業者との商談を希望。ファーストイン
ターナショナル, マルハ・シーフード, 丸重宇部商店
(reg.no RU 010062), マルヨ水産（桔梗野第二工場）
(reg.no. RU 010007)）

不要
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

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）

イクラ、トビッコ、マサ
ゴ、その他（業務用・小
売用併用、冷凍、１２カ
月）

フライ用加工品（業務
用・小売用併用、冷凍、
１２カ月）

天ぷら用伸ばしエビ、ソ
フトシェルクラブ、ウナギ
のカバ焼き（業務用・小
売用併用、冷凍、１２カ
月）

―
●自国または周辺国に輸出実績のある事業者
●ニッチな商品を持っている事業者

通関書類等が揃って
いればサンプル希望

●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



 

 

 
 
1. 農林水産物、食品、飲料の輸出に意欲のある農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通（輸出）事業者等であるこ

と。 
2. 日本産の農林水産物（生鮮品）、または日本産原材料を使用した加工品、日本国内で生産された他国産原材料を使用

した加工品であること。  
3. 英語欄もすべて入力済の「企業情報・商品情報シート」を提出できること。 
4. 海外バイヤーとの商談において、価格、商流、物流、決済方法等を含む取引条件を事前に検討し、価格表等を含む商

品説明資料等を作成し、具体的なビジネスの提案を行うことができる事業者であること。（※注 1） 
5. 商談を希望する（バイヤーの）国･地域の輸入規制等に適合し、輸出可能な商品であること。 
6. 輸出経験がない事業者については、海外バイヤーとの商談を円滑に進める観点より、ジェトロが実施する事前セミナ

ーまたは全国各地で開催される「商談スキルセミナー」（無料）等を会期までに受講していること（商談会当日に輸出
をサポートする商社･貿易会社等が同席する場合は上記セミナーの受講は必須としません）。 

7. ジェトロが商談成果の把握等のために実施する各種アンケートやヒアリング等にご協力いただけること。アンケート
は原則、（1）商談会当日、（2）3 カ月後、(3) 6 カ月後、 (4) 12 カ月後の４回実施します。  

8. テレビ会議システムを利用可能な PC 環境、ネット環境を有すること。（※注 2） 
注 1:商社等を介しての間接輸出をご希望される場合、海外バイヤーに提示する諸条件等について、事前に商社等と打ち

合わせを行った上でご参加ください。当日の商談の席に商社担当者等の同席は可能です（推奨）。なお、海外バイヤ
ー側にも日本との取引を仲介する商社・代理店等が同席することもありますのでご了承ください。  
※商社･貿易会社を通じた間接貿易をご希望の方で、これまで特定のルートをお持ちでない場合、ジェトロに登録さ
れた商社・貿易会社をご紹介します。取引条件等は直接交渉していただきますのでご紹介先との取引を保証するも
のではありません。 
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/trading_company_list/ 

注 2:PC 環境、ネット環境の整わない参加者の皆さまにはジェトロ会議室（東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル）を
手配します。こちらは事前予約制になります。事前にお問い合わせください。 

 
 

 
商談会運営事務局 
 新宿第二事業部グローバルビジネス推進課内（担当:白﨑・戸田・志村） 
 Tel:03-5539-5254（事務局専用） Fax:03-5909-8110 E-mail:jetro_shoudankai@jtb.com 
 （受付時間 09:30～17:30※）※土・日曜日、祝日、年末年始は翌営業日以降の対応とさせていただきます。 
 
※「商談会運営事務局」は、ジェトロが設置し、株式会社 JTB が運営を行うものとします。 
※お客様の個人情報につきましては、ジェトロ個人情報保護方針に基づき、適正に管理運用させていただきます。 
 
 

応募条件 

お問い合わせ
先 


