
Agrinurture Inc.

設立：1997年

従業員数：373名

www.ani.com.ph

Doxo Trading

設立：2014年

従業員数：　10名

www.doxointernationaltrading.ph

Eau de Coco Inc.

設立：2015年

従業員数：45名

www.eaudecoco.com

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

2
希望する商談相手先

（バイヤー、ビジネスパートナー、投資家）
希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

3

希望する商談相手企業
（バイヤー、ビジネスパートナー、投資家）

希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

1
希望する商談相手企業

（バイヤー、ビジネスパートナー、投資家）
希望する商談内容

開催日：　2020年10月29日（木）11:15～17：00　

●食品卸業者、食品輸入業者、販売代理店、その他

●新規ビジネスの共同事業、パートナーシップに関心がある

企業。

●上記商品の日本でのバイヤー探し。

●フィリピンでのバナナ・プランテーションへの投資における日本のパートナー探し。

●フィリピンでのコメの契約農業への投資における日本のパートナー探し。

●世界的な食糧確保の観点から農家及び中小企業を対象にしたオンライン小口融資事業への投資

に関する日本のパートナー探し。

●シイタケ栽培事業開拓のための日本のパートナー探し。

●高品質野菜の栽培を目的とした、水耕栽培グリーンハウスシステム導入への投資に関する日本の

パートナー探し。

●フィリピンでの植物性由来の肉（代替肉）商品の加工製造に投資していただける日本のパートナー

●飲料メーカー、健康食品関連企業、、食品関連輸入業者、

バイヤーとなる企業全般。

●食品加工、包装関連設備にノウハウを持つ企業

●上記商品に加え、ヤングココナッツ及び完熟ココナッツを使ったココナッツウォーターのバルク

商品の日本のバイヤー探し。

●小売り用パッケージの商品化に協力可能なビジネスパートナーを探している。

●果物卸売業者、輸入業者、バイヤーとなる企業全般。

●パナナプランテーションへの投資に関心のあるビジ

ネスパートナー、共同事業者。

●上記取扱商品の日本でのバイヤー探し。

●バナナ・プランテーション事業のビジネスパートナー探し。

バナナ、パイナップル、マンゴーのパパイヤ（ソロ種）の栽培および販売。

マンゴー、プレミアムバナナ（カベンディッシュ種）、パイナップルなどの生鮮果物および野

菜。缶飲料、冷凍果物、ピューレ、植物由来のアイスクリーム（乳製品不使用）

ココナッツ果肉

1. Scooped 2. Shredded 3. Pureed

ココナッツウォーター
（バルク販売）
1. 200リットルドラム入りバッグ
2. 1000リットルボックス入りバッグ

スパークリングココナッツウォーター（フレーバ付き）、ココナッツスムージー

（フレーバー付き）、ココナッツウォーターパウダー、ココナッツピューレ

http://www.ani.com.ph/
http://www.doxointernationaltrading.ph/
http://www.eaudecoco.com/


Federation of People's Sustanable Development

Cooperative (FPSDC)

設立：1998年

従業員数：36名

www.fpsdc.coop

Greenlife Coconut Products Philippines Inc.

設立：2014年

従業員数：27名

www.greenlifecocoph.com

Good Sense Food And Juices Corp.

設立：1997年

従業員数：25名
www.goodsense-juices.com

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

6
希望商談相手企業

（バイヤー、サプライヤー、ビジネスパートナー、投資家）
希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

5 希望商談相手企業
（バイヤー、サプライヤー、ビジネスパートナー）

希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

4

希望商談相手企業
（バイヤー、サプライヤー、ビジネスパートナー）

希望する商談内容

●食品輸入会社、卸売業、スーパーマーケット、販売代理店

等（プライベートブランド対応可能）。

●健康食品企業、専門商社。

●食品包装機械のサプライヤー。

●上記商品の日本でのバイヤー探し。

●高級米及びシュガー商品の更なる品質向上のための新技術を提供できる日本のパートナ探し。

●着色米とシュガー商品の包装資材および包装加工機械のサプライヤー探し。

高級ヘルシー着色米、マスコバド糖、ココナッツシュガー、瓶詰イワシ、

ジャム、ゼリー

●食品輸入会社、卸売業、スーパーマーケット、販売代理店

等

●健康食品企業、専門商社。

●ＭＣＴオイル、ココナッツスキムミルクを加工するための機

械設備サプライヤー。

●上記商品の日本でのバイヤー探し。

●ヴァージンココナッツオイルをはじめとするココナッツ関連商品の製造加 工設備の拡張、改良に

協力してくれるビジネスパートナー探し。

●ＭＣＴオイル、ココナッツスキムミルクを加工するための機械設備サプライヤーを探している。

ヴァージンココナッツオイル、ＭＣＴオイル（中鎖脂肪酸油）、ココナッツシュガー、

●食品輸入会社、卸売業者、飲料メーカー、エナジードリン

クメーカー、レストランチェーン、コンビニエンスストア、

スーパーマーケット、代理店等。

●健康食品企業、専門商社。

●食品製造工場設備の拡張、改良に協力してくれるビジネ

スパートナー。

●包装、ラベリング、原料の分別、洗浄、種出し作業機械・

設備導入のための機械設備サプライヤー。

●上記商品のバイヤーを探し。

●最新のフルーツ飲料製造工場設立のためのビジネスパートナー探し。

●健康に良いカラマンシーを利用した製品の紹介。

●包装、ラベリング、原料の分別、洗浄、種出し作業機械・設備導入のための機械設備サプライ

ヤーを探している。

カラマンシー（フィリピン原産の果実）を使った果汁100％の抽出液商品

http://www.fpsdc.coop/
http://www.greenlifecocoph.com/
http://www.goodsense-juices.com/


RPO Fine Foods Corporation

設立：1999年

従業員数：35名

http://wowmani.com/

Soyuz Foods International Inc.

設立：2006年

従業員数：７名
www.soyuzfoods.com.ph

Man Pacific Aquaculture Incorporated(MAPAQ)

設立：2018年

従業員数：　10名

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

8A
希望商談相手企業

（バイヤー、サプライヤー、ビジネスパートナー） 希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

8B
希望商談相手企業

（バイヤー、ビジネスパートナー） 希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

7
希望商談相手企業

（バイヤー、サプライヤー、ビジネスパートナー、投資家）
希望する商談内容

●食品輸入会社、卸売業者、飲料メーカー、コンビニエンス

ストア、スーパーマーケット、代理店等。

●ナッツ専門商社。

●食品製造工場設備の拡張、改良に協力してくれるビジネ

スパートナー。

●フライ、乾燥、ロースト、コーテイングに関する技術・設備

のサプライヤー。

●上記商品のバイヤー探し。

●ピーナッツ・カシューナッツの加工ノウハウを持つビジネスパートナー探し。

●特にワサビ味にコーティングされたピーナッツ・カシューナッツ菓子商品の製造に関心がある。

●フライ、乾燥、ロースト、コーテイングに関する技術・設備導入を検討しているので設備のサプ ラ

イヤーを探している。

ピーナッツ及びカシューナッツを使った菓子商品。

ガーリックピーナッツ・カシューナッツ、ガーリックチップス、ピリナッツ。

●フィリピン国内各地の提携養鰻場からウナギのクロコ（6インチ以上）を首都圏マニラ、パサイ市に

ある養鰻場へ輸送し、数、大きさ、品質を確認し日本へ輸出。

●ウナギの品種はビカーラパシフィカ(Anguilla Bicolor Pacifica)、オオウナギ(Anguilla 

Marmorata)

●一年を通して通年出荷が可能。

●輸出サイズはフィリピン輸出規定の6インチ以上。

●日本に輸出する場合の通常条件は空港渡し（羽田、成田、中部、関空、福岡）

●水産物輸入会社、卸売業者、小売業者

●水産加工メーカー

●ウナギ養殖に係る事業者

●現在保有しているシラスウナギからクロコへの養殖技術に加えて、当社は将来的に成鰻４Ｐ

（250グラム/尾）まで養殖可能にして、フィリピンにて加工冷凍し、手間をかけずすぐ食べることが

出来るＲＴＥ食品として日本に輸出するプロジェクトを計画している。この事業のジョイントベン

チャー相手としてビジネスパートナーを探している。

●日本の加工鰻の市場へのアクセスをもっている事業者（卸売、小売業者等）との商談を希望。

●また鰻の加工に精通している事業者のパートナー探し。

●健康食品会社、美容コスメ関連会社。

●健康食品関連商品の製造開発に協力してくれる企業。

●食品輸入会社、卸売業者、飲料メーカー、コンビニエンス

ストア、スーパーマーケット、代理店等。

●研究開発設備、機能性食品加工用の機械のサプライ

ヤーを探している。

●上記商品のバイヤー探し。

●日本市場に向けたカラマンシ―由来の健康食品（栄養カプセル）またはシ

ロップの製造・輸入に関心のあるビジネスパートナー・ジョイントベンチャー先

を探したい。

●研究開発設備、機能性食品加工用の機械のサプライヤーを探している。

カラマンシーを使った商品全般。

カラマンシ―ドリンク、エキス、美容コスメ、カラマンシ―パウダー

http://wowmani.com/
http://www.soyuzfoods.com.ph/


Weambard International Technology Inc.

設立：2007年

従業員数：33名

www.weambard.com

M. Lhuillier Food Products Inc.

設立：1989年

従業員数：48名
www.mlfood.com

Synnovate Pharma Corporation

設立：2010年

従業員数：10名
www.synnovate.com.ph

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

11

希望商談相手企業
（バイヤー、ビジネスパートナー）

希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

10

希望商談相手企業
（バイヤー、ビジネスパートナー）

希望する商談内容

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

9
希望商談相手企業

（バイヤー、サプライヤー、ビジネスパートナー、投資家）
希望する商談内容

●健康食品会社、美容コスメ関連会社。

●健康食品関連商品の製造開発に協力してくれる企業。

●食品輸入会社、卸売業者、飲料メーカー、スーパーマー

ケット、代理店等。

●加工設備機械のサプライヤー。

●上記商品のバイヤー探し。

●日本市場に向けたカラマンシ―由来の健康食品（栄養カプセル）・サプリメント製造・輸入に関心

のあるビジネスパートナーを探したい。

●フルーツピューレの加工技術の分野、および精製したエッセンシャルオイル製品を利用した新商

品（例：食品、パーソナルケア製品、美容コスメ製品、フレグランス）の開発と販売に関心があるジョ

イントベンチャーパートナーを探したい。

●また上記原料を加工するための最新の設備投資に関するパートナー探し。

フルーツピューレ、ＩＱＦフルーツ、ココナッウォーター、ココナッツオイル、ココナッツクリーム、ココ

ナッツジャム、ココナッツミルク、マンゴピューレ、冷凍マンゴ、マンゴパウダー、マンゴ缶詰、カラマ

ンシ―ジュース、カラマンシ―パウダー、カラマンシーピューレ、カラマンシ―エッセンシャルオイル、

ドライフルーツとナッツミックス（マンゴー、カラマンシ―、ピリナッツ）、冷凍果物（ドラゴンフルーツ、

グアバ、パッションフルーツ、ココナッツ、マンゴー、カラマンシ―、バナナ、パイナップル）、冷凍

ピューレ

●食品輸入会社、卸売業者、飲料メーカー、スーパーマー

ケット、代理店等。

●上記商品のバイヤー・販売店・代理店探し。

ドライフルーツ商品（マンゴー、ヤングココナッツ、パイナップル、ジャックフルーツ、

パパイヤ、タマリンド）

果実飲料（マンゴーピューレを使ったドリンクなど）

●健康食品メーカー、製薬関連企業、食品輸入会社、

卸売業者、販売代理店等。

●上記製品のバイヤー・販売店・代理店探し。

リコリス、フェンネル、スペアミント、菊花など、自然由来の薬草、原料などを使用し

たサプリメント、ビタミン、薬品。 ボタニカルインフュージョン。またその原料。

http://www.weambard.com/
http://www.mlfood.com/
http://www.synnovate.com.ph/


w Hydrocolloids, Inc.

設立：2003年

従業員数：155名

www.rico.com.ph

企業番
号

企業名 取扱い商品・サービス

12

希望商談相手企業
（バイヤー、ビジネスパートナー）

希望する商談内容

●食品メーカー、製薬関連企業、食品輸入会社、卸売

業者、販売代理店等。

●上記製品のバイヤー・販売店・代理店探し。

精製及び精製前のカラギーナン（紅藻類から抽出される多糖類）、海藻パウダー、

カシアガム、寒天、カシアガム（ペットフードに使われる添加物）、バンブーファイ

バー、こんにゃく粉、ローカストビーンガム（豆科の多年生常緑樹カロブ樹の種子

から得られる多糖類）など

http://www.rico.com.ph/



