
 
「中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX）」関連行事 

 
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」 

および 
「CAVEX-B2B：ウズベキスタン」 

 
開催のご案内 

2021年1月27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

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」（以下、CAVEX）を

開催致します。CAVEXの詳細につきましては、当会ウェブサイト新着情報（https://www.rotobo.or.jp/）
の該当項目をご参照ください。 

CAVEXに、ウズベキスタンからは20の企業・組織がB2B（オンライン商談会）に参加、またビジネス

ウェビナー、バーチャル展示会等も開催致します。以下にウズベキスタン関連の主要行事であるウェビ

ナーとB2Bについてご紹介致しますので、同国にご関心の向きは奮ってのご参加をお願い申し上げます。 
                                    敬具                          

 
 概 要  

 
 開催期間：2021年２月１日（月）～２月26日（金）※詳細は下記特設ウェブサイトをご参照ください。 

うち▶日本・ウズベキスタンビジネスウェビナー ２月15日（月） 

     ▶CAVEX-B2B：ウズベキスタン（オンライン商談会） 2/15（月）～2/26（金） 

 特設ウェブサイト：https://www. rotobo-cavex.jp ※２月１日（月）に開設します。 
 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：▶CAVEXウズベキスタン担当 大内、森 / CAVEX全般；輪島、橋之爪 

 共通連絡先：TEL；03-3551-6218 / Email；central-asia@rotobo.or.jp 
※CAVEXの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。詳細は別紙各項目をご参照

ください。 

https://www.rotobo.or.jp/
mailto:central-asia@rotobo.or.jp
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（別紙） 
 
1．日本・ウズベキスタンビジネスウェビナー  
 

CAVEXでは、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に、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う国別投資ウェビナーを開催します。

ウズベキスタンのウェビナーにつき以下のとおりご案内します。 
 

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」 

開催概要 
 

 日 時：   2021年２月15日（月）14:00～17:30（ウズベキスタン時間 10:00-13:30） 
 主 催：   （一社）ロシアNIS貿易会、ウズベキスタン共和国商工会議所（予定） 
 協 力：   経済産業省、日本ウズベキスタン経済委員会、 

   在日ウズベキスタン共和国大使館（予定） 
 参加料：無料  / ◆ 言語：日露同時通訳 
 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。 

 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 
 

プログラム（1/27時点） 
 

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 ロシア NIS 経済研究所 部長 

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 会長／三菱商事㈱ 特別顧問 

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 会頭 

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」 
 （報告者確認中） 

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」 
 （報告者確認中） 

14:35-14:45 
（10:35-10:45） 

◆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」 
 （報告者確認中） 

14:45-14:55 
（10:45-10:55） 

◆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」 

 （報告者確認中） 

https://jp-ca.org/entry/?post_id=1596
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14:55-15:05 
（10:55-11:05） 

◆CAVEX 参加企業による報告 

「Uztuqimachiliksanoat」（ウズベキスタン繊維産業協会）（報告者確認中） 

15:05-15:30 
（11:05-11:30） 

◆質疑応答 

15:30-16:00 
（11:30-12:00） ◆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 ウズベキスタン共和国商工会議所 第一副会頭 

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」 
 （報告者確認中） 

16:15-16:25 
（12:15-12:25） 

◆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」 
（報告者確認中） 

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」 
（報告者確認中） 

16:35-16:45 
（12:35-12:45） 

◆観光発展国家委員会による報告「外国人観光客誘致に向けたウズベキスタンの旅行産業発展の展望」 

（報告者確認中） 

16:45-16:50 
（12:45-12:50） 

◆CAVEX 参加企業による報告① 

 有限責任会社「Daka Inteks」（分野：縫製、報告者確認中） 

16:50-16:55 
（12:50-12:55） 

◆CAVEX 参加企業による報告② 

 有限責任会社「Livadiya Bukhara」（分野：農産品加工、報告者確認中） 

16:55-17:00 
（12:55-13:00） 

◆CAVEX 参加企業による報告③ 

 有限責任会社「Lyuks plus servis」（分野：縫製、報告者確認中） 

17:00-17:05 
（13:00-13:05） 

◆CAVEX 参加企業による報告④ 

 合弁有限責任会社「UZ-Segang」（分野：農産品加工、報告者確認中） 

17:05-17:10 
（13:05-13:10） 

◆CAVEX 参加企業による報告⑤ 

 有限責任会社「Ideal Tekstil Orzu」（分野：縫製、報告者確認中） 

17:10-17:30 
（13:10-13:30） ◆質疑応答 

※上記スケジュールは1/27（火）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

（https://www. rotobo-cavex.jp）を通じたお知らせにご注意ください。 
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２．CAVEX-B2B：ウズベキスタン（オンライン商談会） 
  

（１）概要 
CAVEXでは、中央アジア諸国の企業と日本企業との間のビジネス促進を目的に、１カ国当たり最

大20の参加企業／組織と日本企業とマッチングさせ、オンラインで面談（商談）を行うCAVEX-B2B
（以下、B2B）を開催します。ウズベキスタンからの参加企業は、「（３）CAVEX-B2B（オンライン

商談会）参加企業リスト」の通りです。ご関心の向きは以下の概要、及び「（２）B2Bの手順」をご

参照のうえ、所定の手続きにてお申し込みください。 
 

 実施期間と時間：2/15（月）～2/26（金）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。 

 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。 
 参加料：無料 
 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）。 
 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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。 

【CAVEX-B2B 実施イメージ】 
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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。 
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。 
 

※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、すなわち次項（３）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。 
 

（３）CAVEX-B2B（オンライン商談会）参加企業リスト：ウズベキスタン 

１ 

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

２ 

【企業名】有限責任会社「Livadiya Bukhara」 
【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。 

３ 

【企業名】有限責任会社「Bukhara Cotton Textile」 
【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。 

４ 

【企業名】有限責任会社「AGRICULTURAL EKSPORTS DEVELOPMENT」 
【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。 

５ 

【企業名】合弁有限責任会社「UZ-Segang」 
【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） 
【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。 

７ 
【企業名】有限責任会社「Lyuks plus servis」 
【ウェブサイト URL】http://vakkoni.com/index.php?q=en 

https://uzts.uz/en/
https://www.youtube.com/channel/UCvxMWkLWRV3xn8Yy3tusohQ
https://bctdenim.com/
http://agroprominvest.uz/
https://sunfinite.com/
https://ideal-garments.uz/
http://vakkoni.com/index.php?q=en
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【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。 

８ 

【企業名】有限責任会社「Daka Inteks」 
【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。 

９ 

【組織名】ウズベキスタン電機企業協会（Uzeltechsanoat） 
【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。 

10 

【組織名】ウズベキスタン共和国国家資産管理庁 
【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。 

11 

【企業名】有限責任会社「Great Rich」 
【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。 

12 

【企業名】有限責任会社「Aziya Fruits Garden」 
【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。 

13 

【企業名】有限責任会社「Art Soft Holding」 
【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。 

14 

【企業名】有限責任会社「Nafis Tex Group」 
【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。 

15 

【企業名】有限責任会社「Asror tekstil sanoat」 
【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。 

16 

【企業名】有限責任会社「Agro Eksim Gold」 
【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） 
【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。 

18 
【企業名】合弁有限責任会社「Sarbonteks」 
【ウェブサイト URL】http://sarbonteks.uz/ 

https://dakatex.ru/en/
https://uzeltech.uz/en/
https://davaktiv.uz/en
http://www.artsofttex.uz/
http://nafistex.uz/
https://dmaretti.com/
http://sardobatextile.uz/
http://sarbonteks.uz/
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【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。 

19 

【企業名】有限責任会社「Yaskanamu Future」 
【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。 

20 

【企業名】有限責任会社「CRAFERS」 
【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。 

 
 
 

（ご参考）  
 

【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 

ウェブサイト開設 

２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ 
【祝日】 

１２ １３ 

１４ １５ 
 
 

ウズベキスタン 
 
 

展示会開幕 

１６ 
 
 

カザフスタン 

１７ 
 

ウェビナー開催 
キルギス 

 
B2B実施 

１８ 
 
 

タジキスタン 

１９ 
 

 
トルクメニスタン 

２０ 

２１ ２２ ２３ 
【祝日】 

２４ 
 

  
  B2B実施 

２５ ２６ 
CAVEX終了 

ウェブサイト閉鎖 
 
 

展示会場閉幕 

２７ 

 
以上 

http://www.yaskanamu.com/
http://crafers.uz/en/

