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ウウズズベベキキススタタンン医医薬薬品品小小売売ググルルーーププ  個個別別商商談談会会    

開開催催ののごご案案内内  
                                                          

平成30年11月1日 

                                           （一社）ロシアNIS貿易会（ROTOBO） 

  

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて平成30年度、ロシアNIS貿易会は経済産業省の補助を受け、「中央アジア等産業育成ビジネスマッチン

グ事業」を実施しております。これは、日本における事業パートナーの発掘を望む中央アジアの業界団体・企業

グループの訪日、あるいは同様に中央アジアの事業パートナーとの出会いを望む日本の企業団体等の現地渡

航を、情報提供や企業紹介等によってサポートし、双方の交流活発化を通じた貿易・投資促進を図るもので

す。対象案件は公募と書類審査によって、年間複数件が選定されます。 

本事業による受入の第二弾として、平成30年11月12日より、ウズベキスタンより同国の医薬品協会率いる企

業グループが来日いたします。訪日企業の概要につきましては別紙２をご参照ください。 

つきましては訪日する企業と潜在的ビジネスパートナーの皆様との出会いをサポートするため、下記の要領

で個別商談会をアレンジ致します。 

参加ご希望の方は、別紙１の「プレゼンテーション参加申込書」にご記入の上、11月8日（木）までに(一社)ロ

シアNIS貿易会宛にFAX（03-3555-1052）もしくはEメール（central-asia@rotobo.or.jp）にてお申し込みください。 

ご多用のところ誠に恐縮ながら、よろしくご検討のほどお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

◆日 時： 2018年11月15日（木） 14：00～17：00 のうち、１組当たり30分 

◆主 催： （一社）ロシアNIS貿易会 

◆会 場： ロシアNIS貿易会会議室  

東京都中央区新川1-2-12 金山ビル５Ｆ TEL：03（3551）6218 

地図: http://www.rotobo.or.jp/about/contact.html 

◆申し込み〆切： 11月8日（木） ＊枠が埋まり次第、締め切らせていただきます。 

◆参加費： 無料 / ◆使用言語： 日露逐語通訳を当会にてご用意いたします。 

◆ウズベク側参加企業（以下より、ご希望の面談相手をご選択ください/複数選択可能） ：  

①ウズベキスタン医薬品協会  M.ムロトジョン会長 

②有限責任会社「タブレトカ・プリュス」  S.ナシロフ社長 

③有限責任会社「ディルショド」 E.アヴァルバエフ社長  

④有限責任会社「シルダリョ・ドリ・ダルモン」 Zh.ラドジャボフ社長 

⑤有限責任会社「ニル・ファルム・コム」  B.ラブシャノフ社長 

⑥有限責任会社「ショー・ファルム）」 Sh.ミルサガトフ社長 

◆本件連絡先：（一社）ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 

              担当：輪島、片岡、大内 

              TEL：03-3551-6218  FAX：03-3555-1052  Email：central-asia@rotobo.or.jp

http://www.rotobo.or.jp/about/contact.html


                                                            【別紙 １】 

（一社）ロシア NIS 貿易会 

ロシアNIS経済研究所 宛て （担当：輪島、片岡、大内） 

FAX：03-3555-1052 / E-mail：central-asia@rotobo.or.jp 

 

ウズベキスタン医薬品小売グループ 個別商談会  
開催のご案内 

 

１１月１５日（木） 14:00～17:00より時間枠を選択 

（一社）ロシアNIS貿易会会議室 

参 加 申 込 書 

締切日：11月8日（木）     

(1)申込者氏名  英文表記  

(2)勤務先名称  

  英文表記  

(3)所属部署  

  英文表記  

(4)役職  英文表記  

(5)勤務先TEL  (6)E-mail  

(7)希望面談相手 

※ご希望の企業をいくつでもご

選択ください。ただし希望多数

によりご希望にそえない場合

もあることをあらかじめお断

りしておきます。 

①ウズベキスタン医薬品協会  （   ） 

②有限責任会社「タブレトカ・プリュス」  （   ） 

③有限責任会社「ディルショド」 （   ） 

④有限責任会社「シルダリョ・ドリ・ダルモン」 （   ） 

⑤有限責任会社「ニル・ファルム・コム」  （   ） 

⑥有限責任会社「ショー・ファルム）」  （   ） 

(8)ご希望の時間帯 

①14:00～14:30 （   ） ②14:30～15:00 （   ） 

③15:00～15:30 （   ） ④15:30～16:00 （   ） 

⑤16:00～16:30 （   ） ⑥16:30～17:00 （   ） 

(9)その他  
照会事項等 

 

 

（一社）ロシア NIS 貿易会 

〒104-0033  

東京都中央区新川 1-2-12 

03-3551-6218 
 

◆最寄駅からの所要時間 

 東京メトロ  東西線または日比谷線  

茅場町駅 ４ｂ出口より徒歩３分 

mailto:central-asia@rotobo.or.jp


  【別紙 ２】 

 

ウズベキスタン医薬品小売グループ 
訪日企業プロフィール 

 

 

①「ウズベキスタン医薬品協会（Pharm Club Uzbekistan）」 

企業名 ウズベキスタン医薬品協会（Pharm Club Uzbekistan）」 

住所 タシケント市オシヨ通り89A 

Tel/Fax +998951981113 

HP http://pharmclub.uz/en/main/（英語） 

代表者 
ドゥスマトフ・ムロトジョン・ヌルマトヴィチ

(DUSMATOV Murotjon Nurmatovich) 
代表者役職 会長 

設立年 2017年 資本金  

事業分野 医薬品協会 製品 - 

従業員数 30人 資本金 - 

主な輸出商

品及び輸出

額（ドル） 

- 

主な輸入商

品及び輸入

額（ドル） 

- 

担当者 

 

 

氏名 ドゥスマトフ・ムロトジョン 

役職 会長 

電話番号 +998977750141 

E-mail info@pharmclub.uz 

    
会員企業は60社以上 

 

http://pharmclub.uz/en/main/


 

②「タブレトカ・プリュス（TABLETKA PLYUS）」社 

企業名 有限責任会社「タブレトカ・プリュス(OOO“TABLETKA PLYUS”)」社（薬局チェーン「タブレトカ」） 

住所 タシケント市チランザル・キチク・ハルカ・イウリ39 

Tel/Fax +998711290304 

HP www.tabletka.uz（露語） 

代表者 
ナシロフ・サドゥロ・アブドゥサッタロヴィチ

(NASIROV Sadullo Abdusattarovich) 
代表者役職 CEO、設立者 

設立年 1996年 資本金 40万ドル 

事業分野 医薬品小売販売 製品 小売業、薬局チェーン 

従業員数 80名 年間取引高 420万ドル 

主な輸出商

品及び輸出

額（ドル） 

- 

主な輸入商

品及び輸入

額（ドル） 

医薬品（60万ドル） 

担当者 

氏名 ナシロフ・サドゥッロ 

役職 CEO、設立者 

電話番号 +998973438282 

E-mail nsadullo@gmail.com 

  
 

  

http://www.tabletka.uz/


 

③「ディルショド（Dilshod）」社 

企業名 有限責任会社「（OOO“Dilshod”）」 

住所 シルダリヤ州グリスタン市ドゥストリギ通り30 

Tel/Fax +998-97-278-0556 

HP - 

代表者 

アヴァルバエフ・エルガシュ・エガムベ

ルディエヴィチ 

(AVALBAYEV Ergash Egamberdiyevich) 

代表者役職 社長 

設立年 1965年 資本金 

10億スム（約12万ドル） 

※レートは９月６日、$=7,842.93ソム 

以下同じ 

事業分野 医薬品小売販売 製品 医薬品 

従業員数 11人 年間取引高 35億スム（約44万ドル） 

主な輸出商

品及び輸出

額（ドル） 

- 

主な輸入商

品及び輸入

額（ドル） 

医薬品、サプリメント、医療機器、薬

草 

担当者 

氏名 アヴァルバエフ・エルガシュ 

役職 社長 

電話番号 (891) 621 0556 

E-mail Dilshodik83@mail.ru 

 

 
  



 

④「シルダリョ・ドリ・ダルモン（Sirdaryo Dori-Darmon）」社 

企業名 有限責任会社シルダリョ・ドリ・ダルモン（OOO“Sirdaryo Dori-Darmon”） 

住所 シルダリヤ州グリスタン市スルタン通り4 

Tel/Fax +998-99-477-0477 

HP www.sirdoridarmon.uz 

代表者 
ラドジャボフ・ジャモドゥラフ・ジヤドゥラエヴィチ 

(RADJABOV Djamolullah Ziyadullayevich) 
代表者役職 社長 

設立年 1963年 資本金 110億スム（140万ドル） 

事業分野 医薬品小売販売 製品 薬草 

従業員数 230人 年間取引高 200億スム（255万ドル） 

主な輸出商

品及び輸出

額（ドル） 

 

主な輸入商

品及び輸入

額（ドル） 

医薬品、サプリメント、医療機器、

薬草 

担当者 

 

 

氏名 ラドジャボフ・ジャモドゥラフ 

役職 社長 

電話番号 (3672)27-72-27 

E-mail sirdoridarmon@umail.uz 

    
 

  

http://www.sirdoridarmon.uz/


 

⑤「ニル・ファルム・コム（NilPharmCom）」社 

企業名 有限責任会社「ニルファルムコム（OOO“NilPharmCom”）」 

住所 シルダリヤ州グリスタン市ホンダミル通り47 

Tel/Fax +998973410990 

HP - 

代表者 
ラブシャノフ・バフティエル・サリバエヴィチ 

(RAVSHANOV Bakhtiyor Saribayevich) 
代表者役職 社長 

設立年 2007年 資本金 ３億5,000万ソム（４万4,626.18ドル） 

事業分野 医薬品小売販売 製品 医薬品 

従業員数 ６人 年間取引高 
1,500兆ソム（1,900憶ドル） 
※同社提供データのまま 

主な輸出商

品及び輸出

額（ドル） 

- 

主な輸入商

品及び輸入

額（ドル） 

医薬品、サプリメント、医療機器 

担当者 

氏名 ラブシャノフ・バフティエル 

役職 社長 

電話番号 +998973410990 

E-mail Nilfarm67@mail.ru 

  

 
  



 

⑥「ショー・ファルム（SHOH FARM）」社 

企業名 有限責任会社「ショー・ファルム（OOO“SHOH FARM”）」 

住所 タシケント市オイベク通り57、アパートNo.1 

Tel/Fax +998909222800 

HP www.shohfarm.com（露語） 

代表者 

ミルサガトフ・シュフラト・シャフカトヴィチ

(MIRSAGATOV Shukhrat 

Shavkatovich) 

代表者役職 社長 

設立年 1996年 資本金 20万ドル 

事業分野 医薬品小売販売 製品 医薬品 

従業員数 25人 年間取引高 150万ドル 

主な輸出商

品及び輸出

額（ドル） 

 

主な輸入商

品及び輸入

額（ドル） 

 

担当者 

氏名 ミルサガトフ・シュフラト 

役職 社長 

電話番号 +998908054499 

E-mail shoh_farm@mail.ru 

 

  
 

 

http://www.shohfarm.com/

