「中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX）」

開催のご案内
2021年2月1日
一般社団法人 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。
さてこの度、(一社)ロシアNIS貿易会は、経済産業省の助成を得て、日本と中央アジア諸国とのビジネ
（以下、CAVEX）を
ス振興、貿易・投資促進を目的にオンライン事業「中央アジア・バーチャルEXPO」
開催致します。
本事業は、2020年の年初から始まった新型コロナウィルスの世界的流行により国境をまたぐ移動が制
限される状況の下で、デジタル技術の活用による日本と中央アジア諸国の企業との新たな交流方式を提
案し、事業機会の創出を図るものです。中央アジア企業と日本企業との交流のためのオンライン・プラ
ットフォームを設置、投資プロジェクトPRのためのウェビナー、現地企業による小規模なバーチャル展
示会、双方企業によるB2B（オンライン面談）等を展開してまいります。
CAVEX枠内の各事業の詳細につきましては別紙の「CAVEX開催概要」をご参照ください。プラット
フォームとなる特設ウェブサイトおよびバーチャル展示会には期間中、いつでもどなたでもアクセスし
ていただけますが、ウェビナーへのご参加、現地企業とのB2Bに関しましては事前のお申し込みが必要
です。お申し込み方法につきましては別紙の各項目をご参照ください。皆様のご参加を心よりお待ちし
ております。

敬具

概
◆開催期間：2021年２月１日（月）～２月26日（金）

要
※詳細は別紙1参照

うち▶本開催期間（各国ウェビナー開催期間）：２月15日（月）～２月19日（金）
◆主催：（一社）ロシアNIS貿易会

/ ◆協力：経済産業省、他

※行事により異なる

◆特設ウェブサイト：https://www.rotobo-cavex.jp
◆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：▶全般；輪島、橋之爪

/ ▶国別行事；森（カザフスタン、トルクメニスタン）
、

大内（ウズベキスタン、キルギス）
、中馬（タジキスタン）
共通連絡先：TEL；03-3551-6218 /

Email；central-asia@rotobo.or.jp

（別紙１）
「中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX）
」

０．基本事項
（１）事業構成
「中央アジア・バーチャルEXPO」
（以下、CAVEX）は、以下の４つのサブ事業で構成され、各サブ
事業の役割・機能と、相互の関係は下図に示す通りです。
①CAVEX特設ウェブサイト
②CAVEX国別投資ウェビナー
③CAVEX-B2B（オンライン商談会）
④CAVEXバーチャルミニ展示会

【CAVEX事業構成とサブ事業の相関図】

②CAVEX 国別投資ウェビナー
 参加各国による投資プロジェクト、企業、あるいは外国投
資政策等に関するオンライン・プレゼンテーション
「１（２）開催日程」参照）のナショナル・デ
 本開催期間（
イに 1 日 1 カ国ずつ開催
 事前登録制、参加無料
 日露同時通訳

面談申し込み
申し込み

展示会へ入場

④CAVEX バーチャルミニ展示会
 各国バーチャルブースにおける参加企業/組織による企業・製品情
報等の展示
 各国バーチャルガイドによる Q＆A コーナー
 各国ブースおよび特設ステージにおける各国 PR ビデオの上映
 CABEX 国別投資ウェビナー記録映像の上映

（２）開催日程
CAVEXの開催期間は2021年２月１日（月）～２月26日（金）で、以下の３期間に分けられます。
１）プレオープン期間：２月１日（月）～２月14日（日）


２月１日、特設ウェブサイト開設（以降、２月26日まで）、参加各国に関する情報提供開始。
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CAVEX-B2B（オンライン商談会）申し込み受付開始（以降、２月26日まで）



CAVEX国別投資ウェビナー参加申し込み受付継続（受付開始は1月25日）

２）本開催期間：２月15日（月）～２月19日（金）


CAVEXバーチャルミニ展示会、開幕（以降、２月26日まで）



CAVEX-B2B、開始（以降、２月26日まで）



下記の各国ナショナルディごとに、CAVEX国別投資ウェビナーを開催
2/15（月） ウズベキスタン
2/16（火） カザフスタン
2/17（水） キルギス
2/18（木） タジキスタン
2/19（金） トルクメニスタン

（注）CAVEXの国の順序は、一貫して日本語の50音順に従います。
３）フォローアップ期間：２月20日（土）～２月26日（金）


CAVEX特設ウェブサイトとバーチャルミニ展示会を通じた情報提供の継続



CAVEX-B2Bの申し込み受付・実施の継続



２月26日（金）
、特設ウェブサイトおよびバーチャルミニ展示会閉鎖、CAVEX事業終了

【CAVEX行事カレンダー】
2021年２月
日

月

火

水

木

金

土

1/31

１
CAVEX開始

２

３

４

５

６

ウェブサイト開設

７

８

９

１０

１１
【祝日】

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

ウズベキスタン

カザフスタン

ウェビナー開催
キルギス

タジキスタン

トルクメニスタン

B2B実施
展示会開幕

２１

２２

２３
【祝日】

２４

２５

２６
CAVEX終了
ウェブサイト閉鎖

B2B実施
展示会場閉幕
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２７

１．CAVEX特設ウェブサイト
（１）概要
１）URL：https://www.rotobo-cavex.jp
２）開設期間：2/1（月）～2/26（金）
プレオープン期間～フォローアップ期間までのCAVEX全事業期間
３）目的と機能：前頁【CAVEX事業構成とサブ事業の相関図】参照
４）言語：日露二言語対応
※ただし、日本側への情報提供がメインであるため、ロシア語版の方は割愛されている内容が
あります。

（２）CAVEX-B2B（商談会）参加企業情報
CAVEX特設ウェブサイト（以下、ウェブサイト）のメインコンテンツとして、各国のCAVEX参加企
業（１国当たり最大20社/組織）の基礎情報、製品情報等を掲載します。ご希望の場合は、本ウェブサ
イトを通じてお申込みいただければ、これら企業とオンラインで個別に面談が可能です（「３．CAVEXB2B（オンライン商談会）
」
）
。
現時点でのご参考まで、各国の参加企業リストを別紙２としてご提供いたします。

（３）CAVEX国別投資ウェビナー・プログラム
本ウェブサイトでは、CAVEX国別投資ウェビナー（以下、国別ウェビナー。詳細は次項参照）のプ
ログラムを掲載し、参加申し込みを受け付けます。詳細は次項「２．CAVEX国別投資ウェビナー」を
ご参照ください。

（４）問い合わせ受付
本ウェブサイトは、CAVEX事業全体のプラットフォームとして、各種お問い合わせ、ご要望を受け
付けます。開設後、指定のフォームにて主催者あてご送信ください。

２．CAVEX国別投資ウェビナー
（１）概要
１）目的：CAVEX国別投資ウェビナー（以下、国別ウェビナー）は、中央アジア側から日本企業に
対し、企業あるいは投資プロジェクトのプロモーションを行い、案件形成と二国間ビジネスの促
進につなげることを目的とします。
２）開催期間：2/15（月）～2/19（金）
（CAVEX本開催期間）のうちの指定された１日（ナショナル
ディ）の所定の時間。各国のスケジュールは以下をご参照ください。
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【CAVEX国別投資ウェビナー開催スケジュール】


ウズベキスタン： 2/15（月）第１部 14:00～15:30



カザフスタン：

2/16（火）第１部 14:00～15:30



キルギス：

2/17（水）15:00～16:30



タジキスタン：

2/18（木）15:00～16:00



トルクメニスタン：2/19（金）第１部 14:00～15:00

/ 第２部 16:00～17:30
/ 第２部

16:00～17:30

/ 第２部

15:30～16:30

※上記スケジュールは1/25（月）現在のものです。変更となる可能性がありますので、CAVEX
特設ウェブサイトを通じたお知らせにご注意ください。
３）参加料：無料
４）言語：日露同時通訳
５）会議システム：Zoom。ただし、ブラウザ上で参加できるため、ソフトのインストールは不要です。
申し込み締め切り後、配信リンクをお申込みいただいた方にEメールにてお知らせします。
６）お申し込みと締め切り：お申し込みは、CAVEX特設ウェブサイト開設後はそちらより承りますが、
本日より受付可能です。申し込み先URL、また締め切り日は国により異なりますので、詳細は次
項の各国プログラムを似てご確認ください。
７）記録：国別ウェビナーは動画で記録し、本開催期間中はCAVEXバーチャルミニ展示会（後出）の
各国ブース・スクリーンで、フォローアップ期間には特設ステージのスクリーン上で公開されま
す。

（２）各国プログラム
１）ウズベキスタン

日本・ウズベキスタンビジネスウェビナー
「ウズベキスタンの投資・輸出の可能性」
プログラム（2/15時点）
 日

2021年２月15日（月）14:00～17:30（ウズベキスタン時間 10:00-13:30）

時：

 申し込み締め切り： 2021年２月10日（水）12:00 （日本時間）
 申し込み先URL：

https://jp-ca.org/entry/?post_id=1596

日本時間
（ウズベキスタン時間）

プログラム

14:00-15:30
（10:00-11:30）

セッション１:ウズベキスタンの投資ポテンシャル

14:00-14:05
（10:00-10:05）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:05-14:10
（10:05-10:10）

◆日本側来賓挨拶
佐々木 幹夫 日本ウズベキスタン経済委員会
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ロシア NIS 経済研究所

会長／三菱商事㈱

部長

元会長

14:10-14:15
（10:10-10:15）

◆ウズベキスタン側代表挨拶
アドハム・イクラモフ ウズベキスタン共和国商工会議所

14:15-14:25
（10:15-10:25）

◆ウズベキスタン共和国外国投資誘致庁による報告「ウズベキスタンの投資ポテンシャル」
オイベク・エルムラトフ 副長官

14:25-14:35
（10:25-10:35）

◆株式会社「Uzeltechsanoat」
（ウズベキスタン電機企業協会）による報告「ウズベキスタンの電機分
野における投資可能性」
マンスル・ハシモフ 副理事
◆ウズベキスタン共和国国家資産管理庁による報告「ウズベキスタン国営企業の民営化および政府保
有株買収における外資参入の可能性」
ルスラン・ベクチャノフ 局長
◆ウズベキスタン共和国地質・鉱物資源国家委員会による報告「鉱物資源の採掘・精製分野における
ウズベキスタンへの投資可能性」
アーザム・カディルホジャエフ 副議長
◆CAVEX 参加企業による報告
「Uztuqimachiliksanoat」
（ウズベキスタン繊維産業協会）
イスモイルベク・オゾドベコフ 副部長

14:35-14:45
（10:35-10:45）
14:45-14:55
（10:45-10:55）
14:55-15:05
（10:55-11:05）
15:05-15:30
（11:05-11:30）
15:30-16:00
（11:30-12:00）

会頭

◆質疑応答
◆休憩/リザーブ

16:00-17:30
（12:00-13:30）

セッション２:ウズベキスタンの輸出ポテンシャル

16:00-16:05
（12:00-12:05）

◆開会挨拶
イスロム・ジャシモフ

16:05-16:15
（12:05-12:15）

◆ウズベキスタン共和国農業省による報告「ウズベキスタン産の生鮮食品および農産加工品の輸出ポ
テンシャル」
ショフルフ・トリボフ 局長
◆ウズベキスタン繊維・縫製産業協会による報告「ウズベキスタンの繊維産業における輸出ポテンシ
ャル：原料から完成品に至るバリューチェーン」
ムハンマジョン・マフムドフ 部長

16:15-16:25
（12:15-12:25）

ウズベキスタン共和国商工会議所

第一副会頭

16:25-16:35
（12:25-12:35）

◆手工業協会「Hunarmand」による報告「ユニークな手工芸品の輸出拡大に向けた展望」
アジズ・ムルタザエフ 副会長

16:35-16:45
（12:35-12:45）

◆観光発展国家委員会による報告「近年における観光分野でのウズベキスタン・日本間協力の主要ト
レンド」
シュフラト・イサクロフ 戦略発展・人材育成部長
◆CAVEX 参加企業による報告①「ウズベキスタン産ニット生地とニットウェア」
有限責任会社「Daka Inteks」
（分野：縫製）
ルスタム・カルシバエフ 社長
◆CAVEX 参加企業による報告②「
『Livadiya Bukhara について』
」
有限責任会社「Livadiya Bukhara」
（分野：農産品加工）
イリホム・サイフィエフ 社長
◆CAVEX 参加企業による報告③『VAKKONI Collection』
有限責任会社「Lyuks plus servis」
（分野：縫製）
バフロム・アフメドフ 対外関係部長
◆CAVEX 参加企業による報告④『UZ-Segang の物流・輸出センターについて』
合弁有限責任会社「UZ-Segang」
（分野：農産品加工）
ミラボス・マフムドフ 主幹マネージャー
◆CAVEX 参加企業による報告⑤「
『DEAL-garments』について」
有限責任会社「Ideal Tekstil Orzu」
（分野：縫製）
エルムロド・アザモフ ビジネス発展戦略パートナー

16:45-16:50
（12:45-12:50）
16:50-16:55
（12:50-12:55）
16:55-17:00
（12:55-13:00）
17:00-17:05
（13:00-13:05）
17:05-17:10
（13:05-13:10）
17:10-17:30
（13:10-13:30）

◆質疑応答
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２）カザフスタン

プレゼンテーション
「日本企業に向けたカザフスタンの投資・輸出の可能性」
プログラム（2/1時点）
◆日

2021年２月16日（火）14:00～17:30（カザフスタン時間 11:00-14:30）

時：

◆申し込み締め切り：

2021年２月12日（金）12:00 （日本時間）

◆申し込み先URL：

https://jp-kz.org/entry/?post_id=1457

日本時間
（カザフスタン時間）

プログラム

14:00-15:30
（11:00-12:30）

セッション１：投資環境

14:00-14:03
（11:00-11:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:08
（11:03-11:08）

◆日本側来賓挨拶
髙原 一郎 日本カザフスタン経済委員会

14:08-14:15
（11:08-11:15）

◆CAVEX 参加組織による報告①「カザフスタンの投資環境」
ダニヤル・アイトクロフ 国営企業「カザフインベスト」 投資誘致部カントリーマネージャー（アジア担当）

14:15-14:22
（11:15-11:22）

◆CAVEX 参加組織による報告②「経済特区およびインダストリアル・ゾーンの投資の可能性」
エルラン・カリムジャノフ カザフスタン産業・輸出センター「カズインダストリー」
インフラ発展局 副局長

14:22-14:29
（11:22-11:29）

◆CAVEX 参加組織による報告③「カザフスタンの投資環境におけるアスタナ国際金融センターの役割」
アイダル・ジャントゥリン アスタナ国際金融センター セールス・プロモーション部チーフマネージャー

14:29-14:36
（11:29-11:36）

◆「投資家支援のメカニズムとしての官民パートナーシップ」
アザト・クトパンベトフ 官民パートナーシップセンター プロジェクトマネージャー

14:36-14:43
（11:36-11:43）

◆「
『United Chemical Company』の石油化学分野プロジェクト」
ヌルスルタン・シャルカロフ 「United Chemical Company」 プロジェクトマネージャー

14:43-14:50
（11:43-11:50）

◆「カザフスタンにおける暗号マイニングの可能性」
アルマン・コヌシュパエフ 「Blockchain KZ」社 副社長

14:50-14:57
（11:50-11:57）

◆「自動化・制御システム分野における可能性」
アイドス・チャリザトフ 「Hightech 21」社 ディレクター

14:57-15:02
（11:57-12:02）

◆日本側コメント①
内海 礼浩 ㈱三菱 UFJ 銀行 アルマティ駐在員事務所長

15:02-15:30
（12:02-12:30）

◆質疑応答

15:30-16:00
（12:30-13:00）

◆休憩/リザーブ

16:00-17:30
（13:00-17:30）

セッション２：輸出の可能性

16:00-16:02
（13:00-13:02）

◆開会
輪島

16:02-16:10
（13:02-13:10）

◆「カザフスタンの輸出の可能性」
バシュタイ・オメルベク カザフスタン共和国貿易・統合省

実樹

（一社）ロシア NIS 貿易会
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ロシア NIS 経済研究所

会長／丸紅㈱

部長

取締役副会長

ロシア NIS 経済研究所

部長

対外関係局

局長

16:10-16:18
（13:10-13:18）

◆「カザフスタンの貿易政策について」
ヌルラン・クルバティロフ 貿易政策発展センター「カズトレード」

16:18-16:26
（13:18-13:26）

◆CAVEX 参加企業による報告④「カザフスタンの油脂分野の発展について」
コンスタンチン・ネヴゾロフ 法人連合「カザフスタン油脂連合協会」 会長

16:26-16:34
（13:26-13:34）

◆CAVEX 参加企業による報告⑤「植物油および高タンパク飼料の日本への輸出とビール生産」
アルティンベク・ヌラトゥリ 有限責任事業組合「Qazaq Astyq Export (Qazaq Astyq Group)」 副社長

16:34-16:42
（13:34-13:42）

◆CAVEX 参加企業による報告⑥「小麦の高度加工のための工業コンプレクス建設」
アレクサンドル・グリシン 有限責任事業組合「Olzha Agro (Olzha Group)」 プロジェクトマネージャー

16:42-16:50
（13:42-13:50）

◆CAVEX 参加企業による報告⑦「食肉加工および肉製品の輸出について」
セルゲイ・リンベルグ 有限責任事業組合「Meat Processing and Service」 ディレクター

16:50-16:58
（13:50-13:58）

◆CAVEX 参加企業による報告⑧「魚類・魚卵工場の建設」
アザマト・サディコフ 有限責任事業組合「Kazakh Osseter」副社長

16:58-17:03
（13:58-14:03）

◆日本側コメント②
高橋 渉 ㈱Deloitte & Touch CIS ジャパンサービスグループ

17:03-17:28
（14:03-14:28）

◆質疑応答

17:28-17:30
（14:28-14:30）

◆閉会
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副社長

パートナー

３）キルギス

日本・キルギスビジネスウェビナー
「日本とキルギス共和国との投資協力における展望と可能性」
プログラム（2/12時点）
◆日

2021年２月17日（水）15:00～16:30（キルギス時間 12:00-13:30）

時：

◆申し込み締め切り：

2021年２月15日（月）12:00 （日本時間）

◆申し込み先URL：

https://jp-kg.org/entry/?post_id=1350

日本時間
（キルギス時間）

プログラム

15:00-15:05
（12:00-12:05）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15:05-15:10
（12:05-12:10）

◆日本側来賓挨拶
前田 茂樹 駐キルギス共和国日本国特命全権大使

15:10-15:15
（12:10-12:15）

◆キルギス共和国投資保護・促進庁代表による挨拶
ミルラン・ウセンカノフ 副長官

15:15-15:20
（12:15-12:20）

◆キルギス共和国投資保護・促進庁によるビデオプレゼンテーション

15:20-15:28
（12:20-12:28）

◆キルギス共和国農業・食品産業・土地改良省代表による報告「キルギス共和国の農業分野における
投資協力のポテンシャル」
リラ・カスィムベコヴァ 国際協力局 局長

15:28-15:36
（12:28-12:36）

◆キルギス共和国文化・情報・観光省代表による報告「キルギス共和国の観光分野における投資魅力」
クィヤル・ケンジェマトヴァ 観光局 次席

15:36-15:44
（12:36-12:44）

◆キルギス共和国政府付属国家移民局代表による報告「キルギス共和国の人材ポテンシャルとその活
用可能性」
アルマズ・アルィマエフ 同局情報コンサルティングセンター 次席

15:44-15:49
（12:44-12:49）

◆CAVEX 参加企業による報告①「Tomat KG 社産エコ食品の紹介」
トレウジャン・カリモフ 農業事業体「Tomat KG」 開発部長

15:49-15:54
（12:49-12:54）

◆CAVEX 参加企業による報告②「オーガニックで皆を一つに」
トゥルスナリ・トロムショフ 農業協同組合「Alysh-Dan Organic」

15:54-15:59
（12:54-12:59）

◆CAVEX 参加企業による報告③
「ポストコロナ時代の国民に向けた健康食品としての直搾りジュース」
アイガヌィシ・ウメタリエヴァ 有限責任会社「Ecoproduct Asia」 クリエイティブマネージャー

15:59-16:04
（12:59-13:04）

◆CAVEX 参加企業による報告④「自然と調和する CHAPANSAR」
サイカル・バカソヴァ 「CHAPANSAR」縫製スタジオ マネージャー

16:04-16:09
（13:04-13:09）

◆CAVEX 参加企業による報告⑤「健康のための工場」
ダリカ・ババエヴァ 有限責任会社「Aroniya Farm」

16:09-16:19
（13:09-13:19）

◆日本側コメント
壽 郁恵 国際連合工業開発機関（UNIDO）東京事務所 工業開発官
寺岡 慎祐 （株）沖縄リレーションシップ 営業部 係長

16:19-16:28
（13:19-13:28）

◆質疑応答

16:28-16:30
（13:28-13:30）

◆閉会

8

ロシア NIS 経済研究所

部長

会長

マーケティング部

部長

４）タジキスタン

タジキスタン共和国投資・国有資産管理委員会プレゼンテーション
「タジキスタン共和国の投資ポテンシャル」
プログラム（1/25時点）
◆日

2021年２月18日（木）15:00～16:00（タジキスタン時間11:00-12:00）

時：

◆申し込み締め切り：

2021年２月16日（火）12:00 （日本時間）

◆申し込み先URL：

https://jp-kg.org/entry/?post_id=1344

日本時間
（タジク時間）

プログラム

15:00-15:05
（11:00-11:05）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

15:05-15:10
（11:05-11:10）

◆日本側開会挨拶
明石 和彦（一社）ロシア NIS 貿易会

15:10-15:15
（11:10-11:15）

◆タジキスタン側開会挨拶
タジキスタン共和国投資・国有資産管理委員会
アフマジョン・シャラリゾダ 第一副議長
◆タジキスタン共和国投資・国有資産管理委員会報告
「タジキスタンへの投資：グリーン・エコノミーへの投資」
アフマジョン・シャラリゾダ 第一副議長

15:15-15:35
（11:15-15:35）

ロシア NIS 経済研究所

部長

専務理事

15:35-15:40
（11:35-11:40）

◆タジキスタン共和国の投資ポテンシャルについてのビデオプレゼンテーション

15:40-15:50
（11:40-11:50）

◆ZAO「アヴァリン」社による報告
マヌチェル・ガドエフ 社長

15:50-16:00
（11:50-12:00）

◆質疑応答

16:00
（12:00）

◆閉会
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５）トルクメニスタン

日本・トルクメニスタンビジネスウェビナー
「貿易・投資の可能性」
プログラム（1/25時点）
◆日

2021年２月19日（金）14:00～16:30（トルクメニスタン時間 10:00-12:30）

時：

◆申し込み締め切り：

2021年２月17日（水）12:00 （日本時間）

◆申し込み先URL：

https://jp-tr.org/entry/?post_id=1041

日本時間
（トルクメニスタン時間）

プログラム

14:00-15:00
（10:00-11:00）

セッション１：伝統分野におけるさらなる協力の発展

14:00-14:03
（10:00-10:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:08
（10:03-10:08）

◆日本側来賓挨拶
都梅 博之 日本トルクメニスタン経済委員会 会長／
伊藤忠商事㈱ 常務執行役員、機械カンパニープレジデント

14:08-14:20
（10:08-10:20）

◆CAVEX 参加組織による報告①「トルクメニスタンへの投資」
ペルマン・ピガモフ トルクメニスタン財務・経済省経済リスク防止庁

14:20-14:32
（10:20-10:32）

◆CAVEX 参加企業による報告②
「国営コンツェルン『トルクメンガス』のガス化学・ガス処理コンプレクスプロジェクト実現の方向性」
アガゲリディ・ホジャエフ トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンガス」
国際経済関係部長臨時代行

14:32-14:44
（10:32-10:44）

◆CAVEX 参加企業による報告③「トルクメニスタン化学分野の有望な投資プロジェクト」
ユーリー・マラムハ トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」 投資・資本建設副部長

14:44-14:55
（10:44-10:55）

◆CAVEX 参加組織による報告④「2020～2025 年の発展戦略」
ハルムラト・ガラエフ トルクメニスタン国営商品・原料取引所

14:55-15:00
（10:55-11:00）

◆日本側コメント（調整中）

15:00-15:30
（11:00-11:30）

◆休憩/リザーブ

15:30-16:30
（11:30-12:30）

セッション２：新分野開拓の可能性

15:30-15:32
（11:30-11:32）

◆開会
輪島

15:32-15:41
（11:32-11:41）

◆CAVEX 参加組織による報告⑤「トルクメニスタンにおける繊維産業の発展」
グセイン・グセイノフ トルクメニスタン繊維工業省「トルクメンバシ・テキスタイル・コンプレクス」副社長

15:41-15:50
（11:41-11:50）

◆CAVEX 参加組織による報告⑥「トルクメニスタンにおける展示会・見本市活動」
ケマル・アマノフ トルクメニスタン商工会議所 展示会・見本市部長

15:50-15:59
（11:50-11:59）

◆CAVEX 参加企業による報告⑦「
『Tac Hil』社の経験」
サヘル・アシロフ 個人事業主「Tac Hil」 輸出マネージャー

実樹

（一社）ロシア NIS 貿易会
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ロシア NIS 経済研究所

ロシア NIS 経済研究所

部長

専門家

分析・新技術副部長

部長

15:59-16:07
（11:59-12:07）

◆CAVEX 参加企業による報告⑧「自然からの喜び―私たちからの品質」
ドヴレトムハメト・アタガルリエフ 個人事業主「Miweli Ulke」 社長

16:07-16:15
（12:07-12:15）

◆CAVEX 参加企業による報告⑨「共同の取り組み―より大きな可能性」
バイラムゲリディ・ベゲンジョフ 事業体「Mukhammet-Balkan」 マーケティングディレクター

16:15-16:23
（12:15-12:23）

◆CAVEX 参加企業による報告⑩「
『Abadan Haly』とは」
シリン・アブサマトヴァ 公開型株式会社「Abadan Haly」 デザイナー

16:23-16:28
（12:23-12:28）

◆日本側コメント（調整中）

16:28-16:30
（12:28-12:30）

◆閉会
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３．CAVEX-B2B（オンライン商談会）
（１）概要
１）目的：CAVEX-B2B（オンライン商談会／以下、B2B）は、CAVEX特設ウェブサイトで紹介する
１カ国当たり最大20企業／組織（別紙２のリストご参照）と日本企業をマッチングさせ、オンラ
インで面談（商談）を行うことにより、ビジネスの促進を図ることを目的とします。
２）実施期間と時間：2/15（月）～2/26（金）CAVEX本開催期間～フォローアップ期間の間の日本の
ワーキングディの、日本時間14:00-18:00（以下、コアタイム）の間に、1枠30分を基本として、
面談を設定します。
（注）コアタイムで枠が不足する場合、前後の時間帯を利用する場合があります。
３）お申込み：２月１日（月）より特設ウェブサイト（https://www.rotobo-cavex.jp）にて受け付
けます。最終の受付期限は、終了日前日の２月25日（木）12:00（日本時間）です。
４）参加料：無料
５）面談に用いるシステムと時間：面談にはZoomを使用し、面談が成立した方に、主催者よりリン
クをEメールにてお知らせします。ブラウザから参加できるため、ソフトのインストールは不要
です。時間は１回30分を基本とし、時間枠の調整は主催者が行います（詳細は次項「B2Bの手
順」ご参照）
。
６）言語：必要に応じ、主催者が日露通訳を無償でご提供いたします。

（２）B2Bの手順：お申し込みから面談まで
【CAVEX-B2B 実施イメージ】

B2Bのお申し込みから面談までの流れは以下の通りです。
① CAVEX特設ウェブサイト（https://www.rotobo-cavex.jp ）各国ページの企業向け照会専用フォー
ムより目的を「面談希望」として、企業を指定してお申し込み。
② 主催者が相手側企業に面談の意志を確認。双方合意の場合、面談時間を設定し、また必要な場合
は日露通訳を手配する。
③ 主催者がZoomで会議を組成、面談前日までに双方の企業にURLを送付する。
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④ 面談当日の所定の時間に、主催者がZoom上の面談会場を開き、日本側・相手国側双方の参加
者、また必要な場合は通訳を招待する。
⑤ 日本側・相手国側双方の参加者がオンライン面談／商談を行う。
⑥ 所定の時間経過後、主催者が接続を解除し、面談を終了する。

（３）注意事項
１）主催者はZoomによってB2Bを開始し、終了しますが、面談/商談自体に同席することはありませ
ん。また誰と面談を行ったか等、本件に係る情報を当事者の許可なく第３者に公開することもあ
りません。
２）B2Bの対象となるのは、CAVEX参加企業/組織、すなわち別紙２のリストに記載された企業/組織
のみです。
３）お申し込みは基本的に先着順です。時間枠の不足、相手側の都合等により、面談が成立しない場
合もございますので、予めご了承ください。

４．CAVEXバーチャルミニ展示会
（１）概要
１）目的：バーチャル空間に設けられる各国ナショナルブースによるオンライン展示と、特設ステー
ジによる情報提供により、以下を目指します。


デジタル技術を活用し、企業/投資プロジェクト等の、日本企業への効果的PRを図ること



また、対象国の基礎的な情報、投資および／あるいは観光に関わる魅力を伝えること



B2Bの候補となる企業/プロジェクトの情報を効果的に展示し、面談/商談につなげること

２）開設期間：2/15（月）～2/26（金） CAVEX本開催期間～フォローアップ期間
３）入場方法：２月15日（月）より特設ウェブサイト（https://www.rotobo-cavex.jp）に設けられ
る展示場入口からご入場いただけます。事前登録や、特別なソフトをダウンロードする必要はあ
りません（一般的なインターネットブラウザがあれば入場可能）
。
４）入場料：無料
５）言語：日露二言語対応
※ただし、日本側への情報提供がメインであるため、ロシア語版の方は割愛されている内容があり
ます。

【CAVEX バーチャルミニ
展示会会場全景デザイン】
（1/25 時点）
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（２）CAVEXバーチャルミニ展示会コンテンツ
１）ナショナルブース
CAVEXバーチャルミニ展示会（以下、展示会）会場には参加各国のブースが置かれ、以下のよ
うな情報提供を行います。
【ナショナルブース概念図】

① ブースガイド：当該の国の方をモデルに作成したバーチャルガイドがブース訪問者をお迎えし
ます。ブースの機能について案内するほか、自国の地理、経済等に関する所定の質問に回答し
ます。またブースガイドのメニューから、来訪者は主催者へ問い合わせ、B2B・ウェビナーへ
の申し込みを行うことが出来ます。
②10の展示コンテンツ：ナショナルブースの壁には展示会参加企業/組織のパネル（最大10枚）が
設置されており、選択していただくことで当該の企業/組織の基礎情報、製品やプロジェクト紹
介資料、動画等をご覧いただけます。
③ブース・スクリーン：当該の国の紹介動画、また投資ウェビナー開催後は、その記録等を見る
ことが出来ます。
２）特設ステージ
展示会場内に特設ステージを
設け、CAVEX本開催期間は、ナシ
ョナルディに該当する国のPRコ
ンテンツを、これに続くフォロー
アップ期間は、全ての国のPR動
画に加え、CAVEX国別投資ウェビ
ナーの録画を放映する予定です。
入場者はメニューから希望の動
画を選択し、視聴することが出来
ます。
【特設ステージデザイン図】（1/25 時点）
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（別紙２）

特設ウェブサイト・コンテンツ

CAVEX-B2B とは、CAVEX に参加している中央アジア企業と、当該の中央アジア企業とビジネスを
行うことに関心を持つ日本企業を結び、オンラインで商談を行う CAVEX のサブ事業です。詳細は
別紙 1 をご参照下さい。
参加企業の詳細情報は、２月 1 日（月）より機能する CAVEX ウェブサイト（https://www. rotobocavex.jp）にて提供されます。面談を希望される場合は、２月 1 日以降、上記ウェブサイト経由で
お申し込みください。

１．ウズベキスタン
【組織名】ウズベキスタン繊維産業協会（Uztuqimachiliksanoat）

１

【ウェブサイト URL】https://uzts.uz/en/
【活動分野】国内約 1,970 社の繊維・縫製・ニット製品メーカーを会員に持つ企業協会。国産縫製
品のブランディングや海外展開、国内縫製工場の近代化に係る投資誘致などに従事。
【企業名】有限責任会社「Livadiya Bukhara」

２

【Youtube URL】https://www.youtube.com/channel/UCvxMWkLWRV3xn8Yy3tusohQ

（ロシア語）

【事業分野/主力製品】食品加工用の遠赤外線乾燥機の製造を主軸事業とする。また小売販売向けに
乾燥野菜チップスやドライフルーツ、天然サプリメントの生産も行う。
【企業名】有限責任会社「Bukhara Cotton Textile」

３

【ウェブサイト URL】https://bctdenim.com/
【事業分野/主力製品等】英国との合弁企業。デニム・ジーンズが主力製品。綿花栽培から完成品ま
ですべてを手掛ける垂直統合型の事業モデルを展開。
【企業名】有限責任会社「AGRICULTURAL EKSPORTS DEVELOPMENT」

４

【ウェブサイト URL】http://agroprominvest.uz/
【事業分野/主力製品等】2020 年５月に創業した、ブハラ州に所在する農産品生産加工企業。果物・
豆類が主力商品。輸出に力を入れており、輸出額はすでに総額 69 万 500 ドルに達する。
【企業名】合弁有限責任会社「UZ-Segang」

５

【ウェブサイト URL】https://sunfinite.com/
【事業分野/主力製品等】韓国との合弁企業。フェルガナ州に所在し、果物を中心とした農産品の生
産加工に従事。韓国の最新技術を実装した自社工場・物流センターを構える。

６

【企業名】有限責任会社「Ideal Tekstil Orzu」
【ウェブサイト URL】https://ideal-garments.uz/ （ロシア語）

15

【事業分野/主力製品等】紳士向け衣料品（ズボン、シャツ、ジャケット、コート、ジャンパーな
ど）の生産に従事。自社ブランド「Ideal Garments」を展開。
【企業名】有限責任会社「Lyuks plus servis」

７

【ウェブサイト URL】http://vakkoni.com/index.php?q=en
【事業分野/主力製品等】スーツ、ジャケット、シャツ、コート、ジャンパーなど紳士向け衣料品を
生産。自社ブランド「Vakkoni Collection」を展開。
【企業名】有限責任会社「Daka Inteks」

８

【ウェブサイト URL】https://dakatex.ru/en/
【事業分野/主力製品等】ニット製品の生産に従事。綿糸の生産から完成品の梱包まで至るプロセス
をすべて自社で内製化。モスクワに在外事務所と倉庫を保有する。
【組織名】ウズベキスタン電機企業協会（Uzeltechsanoat）

９

【ウェブサイト URL】https://uzeltech.uz/en/
【事業分野】国内約 90 の電機メーカーが加入する企業協会。会員企業は主に家電製品、ケーブル・
導体製品、動力製品の３部門に分けられ、協会はそれらの発展に係る戦略立案や投資誘致に従事。
【組織名】ウズベキスタン共和国国家資産管理庁

10

【ウェブサイト URL】https://davaktiv.uz/en
【事業分野】国家資産の効率的な管理に係る政策の実行機関。国有企業の民営化を図るべく、政府
保有株の民間放出を推進。
【企業名】有限責任会社「Great Rich」

11

【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】ニット製品、婦人向けパジャマ、肌着、子供向けスポーツシャツ、おむつ
などを生産。製品は 100％綿および竹布を素材とする。
【企業名】有限責任会社「Aziya Fruits Garden」

12

【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】ブハラ州に所在し、農産品・ドライフルーツの生産加工に従事。主な輸出
先はロシアなど。
【企業名】有限責任会社「Art Soft Holding」

13

【ウェブサイト URL】http://www.artsofttex.uz/
【事業分野/主力製品等】ナマンガン州初となるタオル製品メーカー。地場産の綿 100％を使用した
紡績糸、タオル、ガウンなどを生産。
【企業名】有限責任会社「Nafis Tex Group」

14

【ウェブサイト URL】http://nafistex.uz/ （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】ナマンガン州に所在する衣料品メーカー。紳士・婦人・子供向けニット製
品の生産に従事。自社製品のうち 90％を輸出に供する。
【企業名】有限責任会社「Asror tekstil sanoat」

15

【ウェブサイト URL】https://dmaretti.com/ （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】ナマンガン州所在の紳士服メーカー。自社ブランド「D.Maretti」のもと、
スーツ、シャツ、コート、ウインドブレーカーなどを生産。CIS 諸国をメインに製品を輸出。
【企業名】有限責任会社「Agro Eksim Gold」

16

【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】カラカルパクスタン自治共和国に所在する農産品生産企業。主力はトマト
で、3.6 ヘクタールの専用温室栽培施設を保有する。

17

【企業名】有限責任会社「Sardoba Tekstil」
【ウェブサイト URL】http://sardobatextile.uz/

（ロシア語）

16

【事業分野/主力製品等】縫製品・ニット製品の生産に従事。主力製品は作業服・防護服だが、シャ
ツや肌着、キャップなども生産。モスクワに駐在事務所を構え、輸出は現状すべてロシアへ行う。
【企業名】合弁有限責任会社「Sarbonteks」

18

【ウェブサイト URL】http://sarbonteks.uz/
【事業分野/主力製品等】英国との合弁企業。包帯、手術用被布、脱脂綿、ロールガーゼ、カットガ
ーゼなど医療用被覆材の生産に従事。2018 年より自社製品の輸出を開始。
【企業名】有限責任会社「Yaskanamu Future」

19

【ウェブサイト URL】http://www.yaskanamu.com/

（ロシア語）

【事業分野/主力製品等】ニット製品を主力とする縫製企業。自社ブランド「YSK」のもと、100％
綿花素材のトレーナーやシャツなど衣料品を国内で展開。
【企業名】有限責任会社「CRAFERS」

20

【ウェブサイト URL】http://crafers.uz/en/
【事業分野/主力製品等】中央アジア有数の製菓メーカー。チョコレート菓子、ビスケット、ワッフ
ルなどを主軸とし、国内および CIS 諸国に多数の直営店「Sweet House」を展開。

２．カザフスタン
【企業名】有限責任事業組合「Baharat」

１

【ウェブサイト URL】－
【事業分野】家畜・鶏用混合飼料生産
【企業名】有限責任事業組合「Alma Agri Industries」

２

【ウェブサイト URL】http://www.mirakgroup.com/

（英語）

※プロジェクトパートナーMirak Groupe のウェブサイト
【事業分野】キノコ、野菜・果物の加工および缶詰
【企業名】有限責任事業組合「Olzha Group」

３

【ウェブサイト URL】http://www.olzhaagro.kz/
【事業分野】穀物（小麦）加工
【企業名】有限責任事業組合「Zhas-Kanat 2006」

４

【ウェブサイト URL】http://zhk2006.kz/en/

（英語）

【事業分野】養鶏、鶏肉生産
【企業名】有限責任事業組合「Sembell」

５

【ウェブサイト URL】－
【事業分野】牛肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Kazakh Osseter」

６

【ウェブサイト URL】－
【事業分野】魚の養殖、魚製品の製造
【企業名】有限責任事業組合「Dosset Farm」

７

【ウェブサイト URL】－
【事業分野】羊肉の生産・加工

８

【企業名】有限責任事業組合「Qazaq Astyq Group」
【ウェブサイト URL】http://qazaqastyq.kz/en/home/

17

（英語）

【事業分野】植物油脂製造
【企業名】有限責任事業組合「EMC Agro」

９

【ウェブサイト URL】http://www.emcagro.kz/en/
【事業分野】豚肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Meat Processing and Service」

10 【ウェブサイト URL】－
【事業分野】牛肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Kartex Group」

11

【ウェブサイト URL】－
【事業分野/】水および飲料の生産
【企業名】有限責任事業組合「Raduga」

12 【ウェブサイト URL】https://www.kdr.kz/ （ロシア語）
【事業分野】紙製品のほか、プラスチック製品、インスタント食品、石鹸など 1,000 品目を生産
【企業名】有限責任事業組合「Almerek」

13 【ウェブサイト URL】https://www.almerek.com
【事業分野】医薬品、医療用製品の生産・卸売、医療用使い捨て製品の生産
【企業名】法人連合「カザフスタン油脂連合協会」

14 【ウェブサイト URL】－
【事業分野】カザフスタン共和国における油脂産業の発展
【企業名】有限責任事業組合「Beisenfarm」

15

【ウェブサイト URL】－
【事業分野】特許取得薬剤「ノタロロン」
（肝硬変、肝炎（A 型、B 型、C 型）の治療、肝臓疾患の
予防）のプロモーション、生産、販売
【企業名】有限責任事業組合「Sezual」

16 【ウェブサイト URL】https://sezual.com/en/ （英語）
【事業分野】視覚障がい者支援製品の開発・生産
【企業名】アスタナ国際金融センター

17

【ウェブサイト URL】https://aifc.kz/

（英語）

【活動分野】投資家へのカザフスタンや中央アジア諸国の、国や民間の有価証券、大小様々な規模
のビジネス・プロジェクトの提案など
【企業名】国営企業「カザフインベスト」

18

【ウェブサイト URL】https://invest.gov.kz/

（英語）

【活動分野】投資における優遇措置および投資プロジェクトの実現と今後の推進のために必要な
様々な許認可取得のサポートなど、国による投資家への支援措置の実施
【企業名】国営企業「カザフツーリズム」

19 【ウェブサイト URL】https://qaztourism.kz/en （英語）
【活動分野】カザフスタン観光産業のプロモーション
【企業名】カザフスタン産業・輸出センター「カズインダストリー」

20

【ウェブサイト URL】https://qazindustry.gov.kz/en

（英語）

【活動分野】カザフスタン製造業の発展支援のための体系的な措置の実施、および経済特区・イン
ダストリアル・ゾーン発展のコーディネート

18

３．キルギス
【企業名】農業事業体「Eco Ferma」

１

【インスタグラム URL】https://www.instagram.com/ecoferma_market_kg/ （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】有機栽培の農産物を使用したオーガニック食品の生産を手掛ける。グラノ
ーラ、ナッツペースト、ロースイーツなどが主力商品。
【企業名】農業事業体「Tomat KG」

２

【ウェブサイト URL】http://www.tomat.kg/tomat-kg.html
【事業分野/主力製品】濃縮トマトペーストの生産に従事。加工トマトの栽培からペーストへの加工
まで一貫して自社で行う。着色料や香料など添加物は使用していない。
【企業名】Studio CHAPANSAR

３

【ウェブサイト URL】https://chapankg.com/en/glavnaya-english/#
【事業分野/主力製品等】中央アジア諸民族の伝統衣装を現代的にアレンジしたアウターウェアを製
作するファッションスタジオ。数々の国際コンクールで受賞実績あり。
【企業名】有限責任会社「Aroniya Farm」

４

【FaceBook URL】https://www.facebook.com/Aronia-Pharm-1684638408331869/

（ロシア語）

【事業分野/主力製品等】医薬品やサプリメントを製造する製薬会社。製造・品質管理の基準である
GMP 認証を取得しており、国内だけでなく CIS や欧州諸国で自社製品を展開。
【企業名】有限責任会社「Kirtaun Layn」 (ТМ Keremet Construction)

５

【ウェブサイト URL】http://keremet.kg/
【事業分野/主力製品等】国内総合建設会社で、主に高所得者層向け集合住宅建設の分野を主軸とす
る。常に世界の建設市場のトレンドを注視し、先進的なイノベーションを積極的に取り入れる。
【組織名】キルギス共和国食肉生産加工業者協会「Kyrgyz-Et」

６

【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】2014 年設立の食肉関連従事者による協会。畜産農家や食肉加工企業が協会
に加入し、会員に対して輸出先拡大や認証獲得、最新技術の導入などの支援を行う。
【企業名】有限責任会社「ejoo trade」

７

【ウェブサイト URL】https://ejoo.kg/

（ロシア語）

【事業分野/主力製品等】食品の輸入および販売を専門とする商社。油脂製品や食品・飲料素材など
が主な取扱商品。現在は植物由来の原料から成る食品包装材の輸入パートナーを探している。
【企業名】有限責任会社「Aiko Seiko」

８

【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】採掘業や軍事産業向けの作業服、保護具、軍装品、特殊布地などを製造。
カザフスタンやロシアへ製品の輸出を行う。現在スキーウェアなど民生品の製造開始を計画中。
【企業名】I DO MARKETING

９

【ウェブサイト URL】https://idomarketing.io/
【事業分野】国内最大手のデジタルメディアエージェンシー。サイトやアプリの開発、ネット広
告、デジタル教育などを手掛ける。Google や Yandex（ロシア検索エンジン）の公式代理店。

10

【組織名】農業協同組合「Alysh-Dan Organic」
【ウェブサイト URL】―

19

【事業分野/主力製品等】有機栽培によるドライ・アプリコットを扱う農業団体。国際有機認証であ
る IMO control、Organic standard、Fairtrade を取得済み。輸出先はロシアとカザフスタン。
【企業名】国際観光登山センター「Tien-Shan」

11

【ウェブサイト URL】https://itmc.travel/
【事業分野】トレッキングや登山、乗馬ツアーなどアドベンチャーツーリズムを手掛ける旅行会
社。過去 30 年以上に渡り諸外国の個人および法人に旅行商品を提供。
【組織名】公共財団「Rescue service in mountains of Kyrgyzstan」

12

【ウェブサイト URL】https://rescue.centralasia.kg/en/home/
【事業分野】山岳救助を専門とする非営利団体。外国人登山客の山岳救助実績多数あり。国際山岳
救助協議会（ICAR）の会員。
【企業名】有限責任会社「Ulay Style」

13

【ウェブサイト URL】http://ulay.kg/

（ロシア語）

【事業分野/主力製品等】包装袋、ポリエステル糸、ボタン、ファスナー、バックルなどアパレル製
品向け付属品を製造。小ロットながらカザフスタンやロシアへ輸出実績あり。
【企業名】有限責任会社「М-Vector」

14

【ウェブサイト URL】http://m-vector.com/en/
【事業分野】市場調査やビジネス・コンサルティングなどのサービスを提供。国内外・官民問わず
多数のクライアントを抱える。ギャラップ国際協会キルギス代表を務める。
【企業名】有限責任会社 「Ecoproduct Asia」

15

【ウェブサイト URL】http://www.ecoproduct.kg/en/
【事業分野/主力製品等】果物・野菜ジュースの製造販売に従事。直搾りジュースの生産では国内首
位の地位を占める。商品輸出先はロシアやカザフスタンなど
【企業名】有限責任会社「BM Assist」

16

【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】主にスポーツおよび娯楽施設など非居住用建設の元請け業務を行う建設会
社。関連資機材の輸入も行う（主に中国とトルコ）
。
【企業名】有限責任会社「Aliya」

17

【ウェブサイト URL】https://aliyafurs.kg/ （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】羊毛皮の加工および同製品の製造を専門とする企業。紳士・婦人用上着、
帽子、スリッパ、絨毯、ホームインテリアなどが主な商品ラインナップ。
【企業名】有限責任会社「Imperial Group Company」

18

【ウェブサイト URL】http://imperial-group.org/ （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】キルギス初の国産靴メーカー。イタリア製の製造ラインを保有し、一般用
から産業用・軍隊用まで幅広い種類の靴を生産。
【企業名】有限責任会社「Manyz.KG」

19

【ウェブサイト URL】https://export.gov.kg/en/for-importers/exporters/manyzkg
【事業分野/主力製品等】クルミおよび蜂蜜を主力商品とするキルギス南部の企業。自然環境への負
荷が少ないエコロジカルな生産を掲げ、消費者へ訴求。輸出先は中国やロシアが中心。

20

４．トルクメニスタン
【企業名】トルクメニスタン財務・経済省
【ウェブサイト URL】https://fineconomic.gov.tm/ru

１

（ロシア語）

【活動分野】経済分析および予測、国家予算の立案および執行、国家財政および金融市場の発展、
保険・監査業務、マネーロンダリング・金融テロ対策、国による金融規制、会計・財務報告手法の
確保、知的財産の保護といった分野における政策の立案・実現
【企業名】トルクメニスタン繊維工業省

２

【ウェブサイト URL】www.textile.gov.tm （ロシア語・英語）
【活動分野】繊維部門（繊維部門、革靴製造部門、縫製部門の諸企業等の業務調整）
【企業名】トルクメニスタン商工会議所

３

【ウェブサイト URL】https://www.cci.gov.tm/en/

（英語）

【活動分野】商業・経済、学術、技術における海外パートナーとの関係構築に係る支援
【企業名】トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンガス」

４

【ウェブサイト URL】https://turkmengaz.gov.tm/en

（英語）

【事業分野】ガス鉱床の開発、天然ガスおよびガスコンデンセートの採掘、精製、輸送、ガスおよ
びその精製の結果得られた製品の販売、輸出
【企業名】トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」
【ウェブサイト URL】－

５

【事業分野】鉱物肥料に対するトルクメニスタンの農業需要の充足、ならびに国内需要向けと輸出
向けの双方を狙いとした鉱物肥料生産の規模および品目の拡大、ヨウ素製品生産規模の拡大、高品
質製品の生成を目的とした既存の臭化ヨウ素資源の複合的な利用
【企業名】トルクメニスタン国営商品・原料取引所

６

【ウェブサイト URL】https://www.exchange.gov.tm/?lang=en

（英語）

【事業分野】商品・原料取引所による仲介サービス、国内メーカーのための取引および競売の実
施、石油製品、繊維・絨毯製品、化学産業製品、農業製品等の輸出
【企業名】個人事業主「Tac Hil」

７

【ウェブサイト URL】http://tachil.com/ （英語）
【主力製品等】ポリ袋、ウェットティッシュ、液体洗剤、食器用洗剤、消毒剤、香水
【企業名】個人企業「Miweli Ulke」

８

【ウェブサイト URL】http://miweliulke.com/

（トルクメン語）

【事業分野】野菜・果物の卸商取引、冷蔵倉庫保管
【企業名】事業体「Mukhammet-Balkan」

９

【ウェブサイト URL】https://mbgrouptm.com/en/home/

（英語）

【事業分野】建設、絨毯生産、レストランビジネス、靴生産、皮革生産
【企業名】公開型株式会社「Abadan Haly」

10 【ウェブサイト URL】http://www.abadanhaly.net/# （英語）
【主力製品等】絨毯および絨毯製品
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