
 

 
 
 

 
この度、大阪ビジネスパートナー都市交流協議会は、フィリピン総領事館商務部と共にフィリピン食品関連

企業 18 社を大阪にお招きし、展示会内にて個別商談会を開催いたします。今回は冷凍フルーツ、ナッツ、菓子
類、調味料などフィリピンではおなじみの商品に加え、ココナッツオイルやモリンガなどの健康関連食品、天
然素材を使ったヘルスケア商品など話題の商品も数多く紹介されます。関西での取引先やビジネスパートナー
の開拓を希望するフィリピン企業が一堂に集まるこのチャンスをぜひご利用ください。 
商談会への申込みをご希望される方には、無料でご入場いただける招待状を送付いたしますので、裏面資料

をご参照のうえ、10 月４日（水）までに下記申込書にてお申込ください。なお当日は各ブースに通訳を手配し
ております。是非この機会をご活用いただき情報収集や商談の場としてお役立て下さい。 

 

 日   時 ：2017 年 10 月 11 日(水)～13 日(金)  10 時 00 分～17 時 00 分 
※10 月 11 日、10 月 13 日はフィリピン総領事館商務部による主催、 

10 月 12 日は大阪ビジネスパートナー都市交流協議会による主催となります。 

 会   場 ：インテックス大阪 2 号館（大阪市住之江区南港北 1-5-102） 

FABEX 関西 2017 内フィリピンパビリオン(2D-07)      

 主   催 ：フィリピン総領事館 商務部 

       大阪ビジネスパートナー都市交流協議会 
【構成団体】:大阪市／大阪商工会議所／独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部／公益社団法人関西経済連合会／ 

公益財団法人大阪観光局／公益社団法人大阪港振興協会／公益財団法人大阪市都市型産業振興センター／ 

アジア太平洋トレードセンター株式会社／一般財団法人大阪国際経済振興センター 

 共   催 ：大阪商工会議所（予定） 

 後   援   ：(公財)大阪産業振興機構 

 協   力 ：大阪府      

 参   加   費 ：無料（事前登録、招待状持参の方のみ） 

※事前登録あるいは招待状がない場合は、入場料がかかりますので、当方から送付する入場券 

を必ずご持参下さい。 ※お帰りの際にはアンケート用紙提出にご協力をお願いします。 

 来 日 企 業   ：18 社（予定）   

 申 込 方 法   ：①申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。   

②本事業のウェブサイト内、専用の申込フォームよりお申込みください。 

          https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/phili1012 

 申 込 締 切   ：2017 年 10 月 4 日（水）迄（先着順） 

 事 務 局 ：一般財団法人大阪国際経済振興センター（IBPC 大阪） 担当：和田・宮内 

TEL: 06-6615-5522   FAX: 06-6615-5518  E-mail：event@ibpcosaka.or.jp    

～～～～～～～FABEX 関西 2017 フィリピン食品商談会申込書 ※申込締切日：10 月 4 日（水）～～～～～～～ 
 

FAX：06-6615-5518                      IBPC 大阪 和田・宮内 宛て  
 

＊  ご記入いただいた情報は、当該イベントに関する各種連絡のみに使用致します。 

企業名 

(フリガナ) 

氏名 

(フリガナ) 

  

部署・役職  事業内容  

所在地 

（招待状送付先） 

〒 

ＴＥＬ  FAX  

E-mail  取扱商品  

商談希望企業 
（裏面リストの番号をご記入ください。複数記入可。） 

 

希望日時 
□10 月 11 日（午前・午後） □10 月 12 日（午前・午後） 

□10 月 13 日（午前・午後）  

フィリピン食品商談会 
In FABEX2017 のご案内 
～フィリピン企業との個別商談会～ 

 

入場無料！ 

通訳無料！ 

https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/phili1012
mailto:event@ibpcosaka.or.jp


 

＊  申込先着順にて受付。定員になり次第締め切ります。後日商談日時をお知らせいたします。        

  企業名 製品 URL 

1 
Aisha-Fil Foods Inc.                         

アイシャフィル・フーズ      

バナナチップス、レリッシュ（野菜の甘酢漬け）、パパイヤのピクルス、バングス

（フィリピンの白身魚）の油漬缶詰め、干ニシンの油漬缶詰め 
www.aishafilfoods.com 

2 

Amarich Marketing 

International                                                        

アマリッチ・マーケティング・イン

ターナショナル  

プレミアムナチュラルコーヒー、自然素材のジャム、マーマレード、瓶詰めフル

ーツ、瓶詰めイワシ、自然素材のソース、乾麺 
  

3 

ChocoVron Global 

Corporation                                               

チョコブロン・グローバル・                 

コーポレーション 

マニラポルボロン（スペインがルーツのホロっと崩れる食感のクッキー）クラシッ

クタイプ、クッキー＆クリーム、ピーナッツ、チョコレートコーティング（ストロベリ

ー、メロン、ココナッツ、グリーンティーなど）、ココナッツクリーム＋ダークチョコ

レートコーティング、ステビアポルボロン（マンゴ、パイナップルなど） 

http://chocovron.com/ 

4 

CocoPlus Aquarian 

Development Corporation                                             

ココプラス・アクアリアン・                       

ディベロプメント・コーポレーション 

ココナッツベースのマッサージオイル、ソープ www.bestvirgincoconutoil.com.ph 

5 

D' Farmers Market Fruits and 

Pastries Center                                                 

D' ファーマーズマーケット・フルー

ツアンドペイストリーズ・センター   

冷凍フルーツ：ドリアン、マンゴ、パイナップル、バナナ、パパイヤ、グアバ、マン

ゴスチン、ジャックフルーツ、トゲバンレイシ  

6 

Greenland Asparagus Multi 

Purpose Cooperative                                              

グリーンランド・アスパラガス ・                           

マルチパーパス・コーぺラティブ   

フレッシュ アスパラガス  
 

7 

Healthy Sweets Mindanao 

Corporation                                                     

ヘルシースイーツ・ミンダナオ・                               

コーポレーション 

ココナッツシュガー、キャンディー＆ティー（ジンジャー、ターメリック、グヤバノ、

チャヤ）、ココナッツチョコ（パウダー＆顆粒） 
www.healthysweets.ph 

8 
J. Emmanuel Pastries                                                                       

J. エマニュエル・ペイストリーズ  

ピリナッツ（フィリピンの特定地域でしか採れず栄養バランスに優れたナッツ） 

クリスピーピリナッツ（ロースト、ハニー、バーベキュー、シーソルト、ヒマラヤソル

ト、ガーリック）、セサミ 

  

9 
John N' Mico Food Products                                                     

ジョン N' ミコ・フードプロダクツ 

バナナチップス、油を抑えたピーナッツ、ローストカシューナッツ、ガーリックチ

ップス、チチャロン（豚皮をカリカリに揚げたスナック菓子）  

10 
Mapagmahal Foods                                                                

マパッグマハル・フーズ 

カラマンシー（フィリピンレモン）ジュース＆濃縮ジュース、ダランダン（フィリピン

オレンジ）ジュース＆濃縮ジュース、カラマンシー天然果汁、カラマンシー冷凍

果汁 

www.goodsense-juices.com 

11 

Mardak Global Export 

Incorporated                                                   

マルダック・グローバル・エクス

ポート 

瓶詰めフルーツ、ソース、調味料、冷凍野菜、冷凍フルーツ www.pacificisles-lingayen.com  

12 

Muy Bien Ventures Co., 

Incorporated                                                  

ムイビエン・ベンチャーズ・                                 

インコーポレーテッド 

ターメリック製品、レモングラスジュース、カラマンシー入りジュース、ジンジャー

パルプ、ジンジャーパウダー、サラバット（フィリピン風ジンジャーティー）、ソー

ス 
 

13 

Nattural Quality Corporation                                                                          

ナチュラル・クオリティ・コーポレ

ーション 

アンパラヤ（ゴーヤ）、ウコン、ジンジャー、マンゴスチンなどのフルーツやハー

ブを成分とする健康食品、サプリメント 
https://www.gonatural.com.ph  

14 

Nisco Philippines Enterprise                                                                    

ニスコ・フィリピンズ・エンタープ

ライズ   

食品包装機、回転型ロースター、スナック押出し機、トレイパック機、ボトル充填

機、フルーツ洗浄機、製麺機、包装機、ギア式充填機 
www.facebook.com/niscophils  

15 
Pasciolco Agri Ventures                                                                  

パショルコ・アグリ・ベンチャーズ 

バージンココナッツオイル、ナタデココ、ココナッツジャム、天然ココナッツ酢、パ

パイヤピクルス、ココナッツウォッカ、ココナッツシュガー、ココナッツシロップ、コ

コナッツバルサミコ 

www.pasciolcoagriventures.com 

16 

Philippine Moringa & More 

Corporation                                                     

フィリピン・モリンガ＆モア・                         

コーポレーション 

モリンガ、レモングラス、ステビア、ターメリックなどを成分とする健康食品、健康

飲料（ハーバルティー、ラテ、パウダー/フレーク、麺、スナック菓子 
www.philmoringa.com 

17 

Philippine Seawealth Food 

Incorporated                                                          

フィリピン・シーウエルス・フー

ド・インコーポレーテッド   

イカや小魚などのおつまみ、珍味 www.seakidonline.com  

18 

Sangkutsa Food Products 

Incorporated                                                       

サンクッサ・フード・プロダクツ・                        

インコーポレーテッド   

マンゴのピクルス：オリジナル＆スパイシー www.sangkutsafoods.com  

 

フィリピン企業リスト  10/11～13 インテックス大阪２号館フィリピンパビリオン(2D-07) 
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