
海外バイヤー招へい商談会  バイヤー情報 

バイヤー情報 
国・地域 バイヤー 希望商談品目 

中国（上海） 

① 
Shanghai Waigaoqiao International 

Trading Operation Center Co.,Ltd 

地方特有の品物、日本酒、陶磁器、金

属器、包装が綺麗なギフト 

HP  http://www.itoc.com.cn/ 

② 百思福食品貿易（上海）有限公司 
食品、お酒、食器、刃物、雑貨 

HP  https://www.fundodai.com/ 

香港 ③ 新大和（香港）有限公司 

農産物、冷蔵加工品（賞味期限 3 か

月以上）、飲料、菓子 

HP  http://www.shintaiho.com 

台湾 ④ MyDesy Inc. 

健康食品やオーガニック食品、生活雑

貨、キッチン用品 

HP  https://www.m-shop.co/ 

シンガポール ⑤ Kenryu Impex Pte Ltd 

食品（加工食品、水産加工品、冷凍食

品、お菓子、健康食品）、日用雑貨、生

活用品、ペットフード等雑貨関係、伝統工

芸品 

HP  http://kenryutrading.com/ 

タイ ⑥ Isetan (Thailand) Company Limited 

ヘルスケア製品、現代風にアレンジさ

れた伝統工芸品、食器、サプリメント＆ビ

ューティケア 

HP  http://www.isetan.co.th/jp/ 

欧米 

(越境 EC) 
⑦ 株式会社ちらし屋ドットコム 

岐阜県産品（食料品、化粧品等除く） 

HP  http://www.chirashiya.com/ 

ミャンマー ⑧ 家津 sushi & soba 食品全般、酒類全般 

シンガポール ⑨ Reiwa Enterprise 雑貨、健康食品、飲料 

 

※ 各企業の詳細は次ページ以降をご覧ください。 
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①【中国（上海）】 Shanghai Waigaoqiao International Trading Operation Center Co.,Ltd 

会社概要 

所在地…No.2001 Yanggao Road(N) Shanghai P.R.China 

会社設立…2003 年 3 月 4 日 

事業内容…商社 

資本金…2.3 億人民元（≒38 億円） 

年  商…50 億人民元（≒820 億円） 

HP…http://www.itoc.com.cn/ 

商流の希望 バイヤー指定の商社・代理店（株式会社寶蓮） 

主な販路 上海及び長江デルタを中心として、中国全土へ展開 

当商談会で関心のある品 地方特有の品物、日本酒、陶磁器、金属器、包装が綺麗なギフト 

取引時の対応可能言語 日本語、中国語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 
可能であれば、包装付きのサンプルを提供する事 

 

 

②【中国（上海）】 百思福食品貿易（上海）有限公司 

会社概要 

所在地…上海市宣化路 28 号 1206 室 

会社設立…2007 年 4 月 1 日 

事業内容…商社・卸売業 

資本金… 180 万元（≒3,000 万円） 

年 商… 2,000 万元（≒3.3 億円） 

URL…https://www.fundodai.com/ 

商流の希望 
サプライヤーとの直接取引 

主な販路 

華東・華北・広東地域を中心とした中国全土。 

小売店への卸売（カルフール・ウォルマート・Ole・Citysuper・盒馬）、ネット販売

（JD・天猫） 

当商談会で関心のある品 食品、お酒、食器、刃物、雑貨 

取引時の対応可能言語 日本語、中国語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 

会社案内、商品明細、商品提案書 
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③【香港】 新大和(香港)有限公司 

会社概要 

所在地…  Unit 401, 4/F, Riley House, No.88 Lei Muk Road, Kwai Chung, 

N.T., Hong Kong 

会社設立… 2006 年 3 月 

事業内容… 卸売業（加工品、菓子、飲料など） 

資本金…  3,120 万香港ドル(≒4.45 億円) 

年 商…  1 億 4,600 万香港ドル（≒20.8 億円） 

URL…    http://www.shintaiho.com 

商流の希望 バイヤー指定の商社・代理店 

主な販路 
イオン、ユニー、そごう、Yata 等スーパーマーケット 

マキシムグループ等の業務用 

当商談会で関心のある品 農産物、冷蔵加工品（賞味期限３ヶ月以上）、飲料、菓子 

取引時の対応可能言語 日本語、英語、中国語（広東語） 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 

見積書、サンプル 

価格競争力があり、差別化あり、回転の速い商品を希望。 

 

 

④【台湾】 MyDesy Inc. 

会社概要 

所在地…  No. 84-6, Sec. 3, Xinsheng S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106,  

Taiwan 

会社設立… 1905 年 7 月 1 日 

事業内容… 卸売業 

資本金…  100 万台湾ドル(≒350 万円) 

年 商…  1000 万台湾ドル(≒3,500 万円) 

URL…   https://www.m-shop.co/ 

商流の希望 サプライヤーとの直接取引 

主な販路 
EC 販売（自社サイト、他メディア等）、自社店舗（台北市内のカフェ、デパート内

のセレクト ショップ） 

当商談会で関心のある品 健康食品やオーガニック食品、生活雑貨、キッチン用品 

取引時の対応可能言語 英語、中国語 
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⑤【シンガポール】 Kenryu Impex Pte Ltd 

会社概要 

所在地… 21 Serangoon North Ave 5,Grand Floor ,Ban Teck Han Bld,  

Singapore 554864  

会社設立…2015 年 

事業内容…輸入・輸出卸売業 

※ シンガポール水産連盟のメンバー及びジェトロシンガポール現地フードアドバ

イザー 

資本金…7 万シンガポールドル（≒574 万円） 

年  商…240 万シンガポールドル（≒2 億円） 

URL… http://kenryutrading.com/ 

商流の希望 サプライヤーとの直接取引、バイヤー指定の商社・代理店 

主な販路 二次卸及び第三国貿易、国内卸、一部レストラン、スーパーマーケット 

当商談会で関心のある品 

食品（加工食品、水産加工品、冷凍食品、お菓子、健康食品）、日用雑貨、生

活用品、ペットフード等雑貨関係、伝統工芸品 

以上に関連するメーカー様、卸業者様との商談を希望 

取引時の対応可能言語 日本語、英語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 

1.カタログ、商品サンプルまた取引時の予算（例えばプロモーションサポート、 

マネキン代、広告代、委託販売など柔軟に対応できる会社を探しています）  

2.伝統工芸品や雑貨については、現地ネット販売の取り組みに協力していただ

けるところも探しています。 

3.シンガポールにてモノづくりの商談会 B to B 及び B to C の商談会企画思案

あり、イベント事業に協力できる企業を探しています。 

 

⑥【タイ】 Isetan(Thailand)Company Limited 

会社概要 

所在地… 4/1-4/2 CentralWorld Rajdamri Road,Pathumwan,Bangkok,  

Thailand 10330   

会社設立… 1992 年 

事業内容… 小売業（百貨店業） 

資本金…  10 億円 

年 商…  50 億円 

URL… http://www.isetan.co.th/jp/ 

商流の希望 サプライヤーとの直接取引、サプライヤー指定の商社・代理店 

主な販路 
自社店舗販売 

※弊社はタイ国内に独自の流通経路は持っていません。 

当商談会で関心のある品 
ヘルスケア製品、現代風にアレンジされた伝統工芸品、食器、サプリメント＆ビ

ューティケア 

取引時の対応可能言語 英語、タイ語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 

海外でのビジネス経験 

海外事業ビジョンと今後の計画 

日本での販売ルート 
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⑦【欧米】 株式会社ちらし屋ドットコム 

会社概要 

所在地…  岐阜県各務原市那加日新町 6-3 オフィス 21 

会社設立… 2000 年 6 月 14 日 

事業内容… ウェブサイト企画・制作・運営及び越境 EC 事業 

        （小売業） 

資本金… 500 万円   

年 商… 2.8 億円 

URL… http://www.chirashiya.com/ 

商流の希望 サプライヤーとの直接取引 

主な販路 
海外 EC プラットフォーム（アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、フランス、オースト

ラリア、カナダ、メキシコ、シンガポール、台湾、インドネシア、ベトナムなど） 

当商談会で関心のある品 岐阜県産品（食料品、化粧品等除く） 

取引時の対応可能言語 日本語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 

商品パンフレット等 

 

⑧【ミャンマー】 家津 sushi & soba 

会社概要 

所在地：ヤンゴン, ミャンマー 

会社設立：2013 年 

事業内容：卸売業、小売業（飲食店） 

資本金：2,000 万円         

年 商：5,000 万円         

商流の希望 バイヤー指定の商社・代理店 

主な販路 ミャンマー国内 

当商談会で関心のある品 食品全般、酒類全般 

取引時の対応可能言語 日本語、英語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 
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⑨【シンガポール】 Reiwa Enterprise 

会社概要 

所在地：8C Tanjong Rhu Road, #09-02 Palazzetto Singapore 436891 

会社設立：2007 年 12 月 

事業内容：Importer&Exporter and Distributor 輸入輸出卸 

     （□商社、■卸売業、□小売業、□その他（    ）） 

資本金：70,000 シンガポールドル（約 574 万円、1S ドル=82 円で換算） 

年 商：800,000 シンガポールドル（約 6,560 万円） 

商流の希望 サプライヤーとの直接取引、バイヤー指定の商社・代理店 

主な販路 
シンガポールでは外商（特殊販売、直販、オンライン販売等）、再輸出や営業代

行も行っています。 

当商談会で関心のある品 雑貨、健康食品、飲料などの関連メーカー様、卸業者様との商談を希望。 

取引時の対応可能言語 日本語、英語 

商談時に求める説明資

料、要望事項等 

 

 

 

 


