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カカザザフフススタタンン金金属属加加工工・・機機械械製製造造企企業業ググルルーーププ  

ビビジジネネススププレレゼゼンンテテーーシショョンン  

  

開開催催ののごご案案内内  
                                                         平成25年10月7日 

                                               （一社）ロシアNIS貿易会 

  

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて平成25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

供や然るべき企業の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25年10月20日より、カザフスタン金属加工・機械製造企業グループが来

日いたします。企業の概要につきましては別紙２をご参照ください。 

つきましてはこれら企業グループ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

でビジネスプレゼンテーションを開催致します。カザフスタン側より個々の企業の事業紹介に関するプレゼンテーショ

ンを行い、その後、名刺交換会を実施します。 

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、10月18日（金）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。 

ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。  

 

敬具 

記 

◆日 時： 2013年10月21日（月） 14：00～16：00 

◆会 場： 東京証券会館 9Ｆ 第8会議室 

       〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 

TEL：03-3667-9210 / 地図: http://www.ts-kaikan.co.jp/accessmap.html 

◆定 員： 30名 / ◆申し込み〆切： 10月18日（金） ＊定員になり次第締め切らせていただきます。 

◆参加費： 無料 

◆プログラム： ◇報告 

K. ヌルペイソフ 「インカル-1」社 技術部長 兼 「カズアルマトゥラ工場」社 社長 

Y. ツォイ 「カズエネルゴマシ」社 営業部長、兼「カズアルマトゥラ工場」社オーナー 

V. コハン 「メタロスクラド」社 調達部長 

V. コセンチュク 「メタロスクラド-K」社 販売部長 

M. ハムジン 「アヌル-マンギスタウ」社 社長 

 ◇質疑応答/名刺交換会 

◆使用言語： 日露逐語通訳 

◆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：片岡、鳴沢 

              TEL：03-3551-6218  FAX：03-3555-1052   

Email：central-asia@rotobo.or.jp



 

                                                            【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：片岡、鳴沢） 

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

 

カザフスタン金属加工・機械製造企業グループ・ 
ビジネスプレゼンテーション 

 

10月21日（月） 14:00～16:00 

東京証券会館 9Ｆ 第8会議室  

参 加 申 込 書 

締切日：10月18日（金）     

(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)備考 
(個別面談のご希望等、カザ

フスタン企業あるいは事務

局に何か伝達事項がおあり

でしたら右にご記入くださ

い) 

  

 

 

 

 東京証券会館 

〒103-0025  

東京都中央区日本橋茅場町 1-5-8 

TEL:03-3667-9210 

 
◆電車でお越しの方 

 東京メトロ 東西線･日比谷線 茅場町駅 

 8 番出口直結 

 東京メトロ 銀座線･東西線、都営浅草線 

 日本橋駅 D2 出口 徒歩 5 分 

 JR 東京駅 八重洲北口 徒歩 10 分 

 

◆お車でお越しの方 

 首都高速 呉服橋出口から約 5 分 



  【別紙 ２】 

 

平成 25 年度 中央アジア等産業育成ビジネスマッチング事業 

第 2 回招聘対象企業/カザフスタン金属加工・機械製造企業プロフィール 

 

1.「インカルー1」社 

企業名称 有限会社「インカル-１」(Inkar-1) 

住所 
カザフスタン カラガンダ州 テミルタウ市 ディミトロヴァ通り d.89、

kv.14 

Tel/Fax 8(7213)90-21-51、8(7213)90-97-55 

代表者 

ヌルペイソフ、クアンディ

ク・バルタバエヴィチ 

(NURPEISSOV, Kuandyk 

Baltabaevich) 

代表者役職 技術部長（オーナー） 

設立年 1998 年 所有形態 民間企業 

事業分野 
金属加工、形鋼曲げ加工機製

造、金属フレームの製造 
製品 

電縫鋼管製造用ローラー、冶

金機械部品、形鋼曲げ加工機

従業員 45 人 資本金 ８万 2,300 テンゲ 

売上高 16 億 1,600 万テンゲ 取引先銀行 BTA 銀行                  

輸出（主要品目

及び輸出規模） 

電縫鋼管製造用ローラー、パ

イプミル部品        

年間取引額：４万 4,000 ドル

輸入(主要品目

及び輸入規模）

・工具鋼丸棒（DIN1.2379）

・耐熱鋼（12X18H10T） 

・構造用鋼 

年間取引額：５万 2,000 ドル

HP www.inkar-1.kz（ロシア語） 

連絡担当者 

氏名 ヌルペイソフ、クアンディク・バルタバエヴィチ 

役職 技術部長（オーナー） 

電話番号 +7-7213-902151、+7-7015-447971 

e-mail ktpnur@yandex.ru  

 

     

 

 



2. 「カズアルマトゥラ工場」 

企業名称 有限会社「カズアルマトゥラ工場」(KazArmatura) 

住所 カザフスタン カラガンダ州 テミルタウ市 ウシンスコヴォ通り 2A 

Tel/Fax +7-7213-902151/+7-7213-909755、+7-7015-447971 

代表者 

ヌルペイソフ、クアンディ

ク・バルタバエヴィチ 

(NURPEISSOV, Kuandyk 

Baltabaevich) 

代表者役職 社長  

設立年 2012 年 所有形態 民間企業 

事業分野 
パイプライン用高圧バルブ

の製造（新規プロジェクト）
製品 

高圧ストップバルブ、ゲート

バルブ 

従業員 70 人（予定） 資本金 なし 

売上高 なし（新規事業のため） 取引先銀行 カズコメルツバンク 

輸出（主要品目

及び輸出規模） 
なし 

輸入（主要品目

及び輸入規模）

オークマ㈱製旋盤・フライス

盤             

30 万ドル 

HP なし 

連絡担当者 

氏名 ヌルペイソフ、クアンディク・バルタバエヴィチ 

役職 社長 

電話番号 +7-7213-902151、+7-7015-447971 

e-mail ktpnur@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 「カズエネルゴマシ」社 

企業名称 有限会社「カズエネルゴマシ」(Corporation KazEnergoMash) 

住所 カザフスタン カラガンダ州 テミルタウ市 ミチュリナ通り４ 

Tel/Fax 8-7213-446069 

代表者 

ツォイ、エヴゲーニー・   

ヴィクトロヴィチ 

(TSOY, Yevgeniy 

Viktorovich) 

代表者役職 営業部長 

設立年 2011 年 所有形態 民間企業 

事業分野 発電機械工場 製品 

・蒸気・温水配管用部品（エ

ルボ、ベンド） 

・発電所・熱併給発電所ボイ

ラー用節炭器管、連絡管、蒸

気ドラム 

従業員 73 人 資本金  10 万テンゲ 

売上高 
2,400 万テンゲ（2011 年）

7億 500 万テンゲ(2012 年)
取引先銀行 

ナロードヌィバンク・カザフ

スタン 

輸出（主要品目

及び輸出規模） 
200 万ドル 

輸入（主要品目

及び輸入規模）

鋼管、帯鋼、鋼板 

年間取引額：23 万ドル 

HP www.kazenergomash.kz （ロシア語） 

連絡担当者 

氏名 ツォイ、エヴゲーニー・ヴィクトロヴィチ 

役職 営業部長 

電話番号 8-7012-228444 

e-mail energy.capital74@gmail.com   

 

      

 

 

 

 

 

 

 



4. 「メタロスクラド-K」社 

企業名称 有限会社「メタロスクラド-K」(MetalloSklad-k) 

住所 カザフスタン カラガンダ州 テミルタウ市 ミチュリナ通り 14 

Tel/Fax 8-7213-980000、Fax:8-7213-984444  

代表者 

コハン、ヴャチェスラフ・パ

ーヴロヴィッチ 

(KOKHAN, Vyacheslav 

Pavlovich) 

コセンチュク、ヴャチェスラ

フ・ワシーリエヴィチ 

(KOSSENCHUK, Vyacheslav 

Vasilievich) 

代表者役職 

コハン氏―調達部長 

コセンチュク氏―販売部長 

（両者ともオーナー） 

設立年 2009 年 所有形態 民間企業 

事業分野 
建材用形鋼の製造、金属製品

の販売 
製品 

鋼板波板、帯鋼、窓枠・石膏

ボード用形鋼 

従業員 131 人 資本金 20 万テンゲ 

売上高 60 億テンゲ 取引先銀行 アルファバンク 

輸出（主要品目

及び輸出規模） 
なし 

輸入（主要品目

及び輸入規模）

亜鉛メッキ鋼板 

年間取引額：1,840 万ドル 

HP www.metallosklad.kz （ロシア語） 

連絡担当者 

氏名 ヌルペイソフ・クアンディク 

役職 コンサルタント 

電話番号 +7-7213-902151、+7-7015-447971 

e-mail ktpnur@yandex.ru  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 「アヌル-マンギスタウ」社 

企業名称 有限会社「アヌル-マンギスタウ」(Anur-Mangistau) 

住所 カザフスタン マンギスタウ州 ジャナオゼン市 コクチェム小区 28B

Tel/Fax +7-7293-434929 

代表者 

ハムジン、マフスート・

エルメクリ 

(KHAMZIN, Makhsut 

Ermekuly) 

代表者役職 社長 

設立年 2003 年 所有形態 民間企業 

事業分野 

・機械製造 

・鉱業採掘現場の設備工

事（坑井の改修、坑井設

備機械の解体、リフトの

設置） 

製品 
 

従業員 20 人 資本金 150 万テンゲ 

売上高 5,000 万テンゲ 取引先銀行 ズベルバンク・ロシア 

輸出（主要品目及び

輸出規模） 
なし 

輸入（主要品目及び

輸入規模） 
なし 

HP なし 

連絡担当者 

氏名 ハムジン・マフスト 

役職 社長 

電話番号 +7-7077-777599 

e-mail Hamzin_maksut@mail.ru  

 


