
海外市場アクセスプロジェクト：第８回「メイド・イン・ジャパン」海外販路開拓市 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

大阪商工会議所では、第８回『メイド・イン・ジャパン』海外販路開拓市を下記のとおり開催致

します。今回は、タイの大手・カシコン銀行、ミャンマーの商工会議所連盟と連携し、アセアン諸

国のハブであり、今なお日本企業の投資先として人気が高い「タイ王国」、急速に民主化が進み今

後の投資先、市場として関心が集まる「ミャンマー連邦共和国」より、優良なバイヤー企業を招聘、

在阪企業の販路開拓支援を目的に、個別商談会を開催致します。 

 発展し続けるタイ、今後期待されるミャンマー向け販路開拓の絶好の機会となりますので奮って

ご参加下さい。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□主 催：大阪商工会議所 

□共 催：タイ・カシコン銀行、ミャンマー連邦商工会議所連盟、産業交流センター 

大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 

□協 力：タイ国政府貿易センター大阪、池田泉州銀行（カシコン銀行業務提携銀行） 

 

 

【お問合せ】 大阪商工会議所 国際部 小浜（こはま）、藤田（ふじた） 

        TEL: 06-6944-6400   FAX: 06-6944-6293   E-mail: kohama@osaka.cci.or.jp 

                          

 ※この事業は、大阪府の小規模事業補助金を受けて実施しております。 

【第８回 『メイド・イン・ジャパン』海外販路開拓市 商談会概要】    ★ 事前予約制 ★  

 ◆日 時：2015年 2月 18日（水）10:00-17:00 

 ◆場 所：大阪商工会議所 ６階 「白鳳の間」（大阪市中央区本町橋2-8   TEL 06-6944-6400） 

       (http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html) 

 ◆形 式：個別商談形式（受付先着順。なお、在阪企業、メーカー、商社等を優先します。） 

       ※１社につき最大 30分まででお願いします。各ブース12社まで。 

       ※申込者多数の場合はバイヤー企業と相談の上、お断りさせて頂く場合があります 

事をご了承下さい。 

        ※当日は、タイ・カシコン銀行、ミャンマー連邦商工会議所連盟のほか、 

貿易アドバイザー等が相談ブースを設置し、タイ・ミャンマー企業とのビジネ 

ス・貿易に関するご相談に対応いたします。 

◆参加費：無 料 

 ◆言 語：タイ語‐日本語、ビルマ語‐日本語（各ブース逐次通訳付き）  

 ◆申込み：2月 9日（月）までにFAX、E-mail にてお申込み下さい。 

参加証は 2月 12日（木）以降にFAXにてご連絡致します。 

   

 

 
タイ・ミャンマーのバイヤー企業へ日本の優れた製品を売り込むチャンス！ 

タイ・ミャンマーのバイヤー企業との 
無料個別商談会 



タイ、ミャンマー バイヤー企業リスト 

N

o 
    会社名・企業概要 【日本企業から買付を希望する内容】 

1 

OSOTSPA CO., LTD.   
オソツパー社 

http://www.osotspa.co.th/new/en/home  
   

＜取扱商品＞ 
 飲料、医薬品、パーソナルケア製品など生活関連製品 
＜セールスポイント＞ 
 創業1891年、従業員2,792名、資本金2億2千万バーツ（約8億円）、
年間売上294億バーツ（約1,080億円）。タイで123年に渡り生活関連
製品を製造販売するほか、アセアン各国へも一部輸出。主にエナジ
ー・スポーツドリンクなど飲料、医薬品・栄養補助製品、ベビーケ
ア・トイレ・衛生用品などパーソナルケア製品には国内市場で強み
を持っています。既に日本の大手飲料製品等を取扱っています。 

１）食品 
２）菓子類 
３）飲料 
 

タイ国内における食品・菓子・飲料などに対し
て、価格面・技術面ともに競争力のある魅力あ
る商品を求めています。当社とのパートナーシ
ップにより､タイ国内はもとより、アセアン諸
国への販売網構築へ意欲のある日本企業様と
お会いできることを望んでいます。  

2 

ASIAN FOOD GROUP (THAILAND) CO., LTD.   
アジアン・フード・グループ社  HPなし 
 

＜取扱商品＞ 
 食品、飲料（冷凍食品、バター・マーガリン、清涼飲料、ワイン
など） 
＜会社概要・セールスポイント＞ 
 1975年設立。従業員62名。資本金約1,000万バーツ（約3,600万円）。
年間売上4億バーツ（約14億4,000万円）。当社は設立以来約40年に渡
り、世界中の食品、飲料の輸入卸売・小売を手掛ける企業であり、
タイ国内で32店舗のスーパーマーケットを展開するVilla Market 
Groupの仕入れを行っています。 

＜第１希望＞ 
酒類（ノンアルコール類も関心あり） 
＜第２希望＞ 
菓子類 
＜第３希望＞ 
当社のスーパーマーケットで販売ができる 
食品 

 

3 

Asiatic Mart (Thailand) Co., Ltd / City Mart Holding Co., Ltd 
http://www.asiaticmart.com/  http://www.cmhl.com.mm  
アジアティック・マート社 （シティマート・ホールディングス） 
 
＜取扱商品＞ 
食品、調味料、日用製品等全般 

＜会社概要・セールスポイント＞ 
Asiatic Mart(タイ現地法人)として2012年設立、従業員4名、資本金
200万バーツ（約750万円）、年間売上6,000万バーツ（約2億2千万円）。
タイとシンガポールを購買拠点として、ミャンマー最大の小売りチ
ェーン、ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄCity Mart(1996年創業、従業員数5,200名)への
仕入れ販売を行っています。既に日本の貿易商社との取引経験あり。 

１） お茶（緑茶） 
２） 菓子類（ビスケット、クラッカーなど） 
３） 生野菜（きのこ） 
４） 調味料（わさび、味噌、カレーペース

トなど） 
５） 日用プラスチック製品（食品プラスチ

ック容器、かご・バスケット、洗濯・
クリーニング用品など） 

 

弊社関連のスーパーマーケット（ミャンマー）
で販売できる魅力ある製品を求めています。 

4 

KME Engineering and Trading CO., LTD.   
http://repairkmeeng.com/  
ケイエムイー・エンジニアリング社 
＜取扱商品＞ 
機械・部品の表面処理加工 

＜会社概要・セールスポイント＞ 
当社は2003年に設立以来、産業用スペアパーツの硬質クロムメッキ
のミャンマーにおけるパイオニアであり、ドイツのwear and fusion 
technologyを取り入れながら、修理、再生補修、表面処理のワンス
トップサービスを提供、国内で高い評価を得ています。従業員60名、
資本金300万ドル、年間売上250万ドル。 

溶射および合金溶接製品・機械 
 

※ミャンマーにおけるビジネスを拡大すべく、
ワイヤー電極の溶接材や溶接機、またさまざま
なエンジニアリングサービスを提供するため
の機械などを求めています。 
当社がミャンマー国内で提供しているサービ
スは当社HPをご参照ください。 

 

5 

Excel International Trading CO., LTD.   
エクセルインターナショナル・トレーディング社  HPなし 
 
＜取扱商品＞ 
 米製造販売、ベーカリー、住宅・商業用ビルの建設 
＜会社概要・セールスポイント＞ 
資本金1,000万ドル、年間売上1,500万ドル。当社は1982年よりベー
カリー市場への参入を皮切りに、2000年以降は国内・海外（EU）へ
の米粉製品の卸売、輸出も行っており、今後はASEAN市場へも拡大
しきたいと考えています。また2005年からは個人住宅、商業用ビル
などの建設プロジェクトへもビジネス展開しています。 

１） 業務用米粉製粉装置 
（ヌードル、お菓子などを製造するため 
の良質な米粉を製造できる優れた設 
備装置） 

２） 製粉装置用ベルトコンベヤ 
３） せんべい（製菓）製造機械 
４） 建材生産設備（もみ殻、木屑などから

建築資材を製造する機械設備） 

満席につき、受付を終了いたしました 

満席につき、受付を終了いたしました 

満席につき、受付を終了いたしました 

http://www.osotspa.co.th/new/en/home
http://www.asiaticmart.com/
http://www.cmhl.com.mm/
http://repairkmeeng.com/


FAX：06-6944-6293    ＊お間違えのないようお願い致します。 

大商国際部 行 

 

第８回『メイド・イン・ジャパン』海外販路開拓市（2/18） 

商 談 会 申 込 書 

【大商】 
会社名カナ  

会社名  

氏 名  部署・役職  

同行者 氏名  合計参加者数   （    ）名で参加します 

住 所 
（〒  -    ） 

 

TEL  FAX  

E-mail  URL  

御社の事業内容 

① ☑をお付けください。（複数回答可） 

  □ 製造  □ 卸  □ 小売  □ その他（        ） 
②海外との取引経験について☑をお付けください。 
   □あり    □なし 

③取引経験について☑をお付けください。 

    〔タイ企業〕□あり  □なし 〔ミャンマー企業〕□あり  □なし 

④売り込まれる商品の具体的な内容をご記入ください（日本製のみ）。 

 

 

商談会 申込 

※希望するバイヤー企業 

名に*☑をお付け下さい 

  （複数可） 

□【1】OSOTSPA CO., LTD. 
□【4】KME Engineering and Trading CO., LTD. 

□【2】ASIAN FOOD GROUP (THAILAND) CO., LTD. 
□【5】Excel International Trading CO., LTD. 

□【3】Asiatic Mart (Thailand) Co., Ltd  

商談希望 

時    間 

*☑をお付けください。 

  □2/18 午前・午後どちらでもよい    
  □2/18 午前（ 10:00-12:00）    
  □2/18 午後（ 13:00-17:00） 

商談会についての 

その他注意事項 

*参加される日本企業の皆様には、本所が実施するアンケートや事後のフォローアップにご協力をお願いします。 

*面談は1ブース（１社）につき、最大30分間まででお願いします。 

*2月12日（木）以降に参加証をファックス致しますので、当日ご持参頂きますようお願いします。 

*参加証には商談時間枠を記載致しますので、その枠内で商談を頂きますようお願いします（当日は受付先着順）。  

 ご希望に添えない場合は、こちらからご連絡させて頂きますので予めご了承ください。また、お申込み後のキャ 

 ンセルは御遠慮いただきますようお願い致します。 

*商談会当日は、サンプルやカタログを必ずご持参下さい。 

*商談会における実際の商談・取引、ならびに個々の企業とのお取引開始後の交渉などに関しましては、本所は 

 一切介入できませんので、それぞれのバイヤーと行った商談内容などはよくご確認の上、参加者各位の自己判 

 断・責任にて行うようお願い致します。 

※ご記入頂いた情報は適切に管理し、本商談会開催のために使用するほか、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供(E メールによる

事業案内を含む)のために利用します。 

 

満席につき受付終了 

満席につき受付終了 

満席につき受付終了 


