参加者受付中

イルクーツク州代表団来日
投資プレゼンテーションのご案内
平成29年10月13日
日露貿易投資促進機構事務局
(一社）ロシアNIS貿易会
このたび弊会は、レフチェンコ・イルクーツク州知事を団長とする同州代表団来日の機会をとらえ、
11月9日（木）に東京にて「イルクーツク州投資プレゼンテーション」を開催致します。
イルクーツク州は、バイカル湖に代表される自然環境･観光資源に加え、石油･ガス及び石炭、木
材などの天然資源にも豊富に恵まれたロシア有数の鉱工業地域であり、経済面で重要な位置づけ
にあります。今回の代表団には、日本でも知られるイルクーツク石油会社のほか、鉄鋼・金属加工、
木材・林業、インフラ、医療、食品加工などの部門から20以上の企業・団体が参加します。これら企業
とのビジネスマッチングも開催する予定です。別添１の「プログラム」をご参照いただき、ご関心の向き
は、別添２の「申込書」にご記入の上、2017年１１月６日（月）までにメールまたはFAXにてお申し込み
ください。また、先方企業とのB2Bをご希望の場合、別添３に記載の企業リスト及び企業概要をご確
認いただき、希望する先方企業名も併せてご教示願います。なお、州知事主催レセプションの出欠に
関しましても別添２「申込書」の該当部分にてご記入願います。
敬具

日時：

2017年11月9日(木)

◇プレゼンテーション：14:30～16:20(受付開始14:00)
◇イルクーツク州企業とのB2B：16:20～17:00

場所： ホテルニューオータニ ザ・メイン 宴会場階 Edo Room
http://www.newotani.co.jp/tokyo/access/
主催：（一社）ロシアNIS貿易会、イルクーツク州政府
後援：在日ロシア連邦大使館、駐日ロシア連邦通商代表部
講演参加費無料、日ロ同時通訳、定員は約150名
※17時より、レフチェンコ知事主催レセプションがホテル内で行われる予定です(調整中)。

【お申し込み・お問い合わせ先】

（一社）ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 担当：中居、長谷、斉藤
TEL：03-3551-6218 FAX：03-3555-1052
Email：forum@rotobo.or.jp

別添１

イルクーツク州投資プレゼンテーション プログラム
会場： ホテルニューオータニ ザ・メイン 宴会場階 「Edo Room」
時間： 14:30～16:20 （受付開始は14:00）
主催： （一社）ロシアNIS貿易会、イルクーツク州政府
後援： 在日ロシア連邦大使館、駐日ロシア連邦通商代表部
モデレーター： 岡田 邦生 (一社)ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所所長
14:00 - 14:30

日本側参加者受付

14:30

イルクーツク州投資プレゼンテーション 開会

14:30 - 14:45

挨拶
S.レフチェンコ・イルクーツク州知事
小林 洋一 （一社）ロシアNIS貿易会副会長/伊藤忠商事㈱ 副会長
E.アファナシェフ 駐日ロシア大使（予定）
S.エゴロフ 駐日ロシア連邦通商代表（予定）

14:45 - 14:50

イルクーツク州PR映像上映（予定）

14:50 - 15:00

E.オラチェフスキー・イルクーツク州経済発展大臣によるプレゼン
「イルクーツク州の投資ポテンシャル」

15:00 - 16:20

イルクーツク州企業及び投資プロジェクトに関するプレゼンテーション
（報告企業は調整中）
イルクーツク石油会社
エネプロム・ミクニ
テフノインベスト・アリヤンス
イルクーツク国際空港
イルクーツク州木材調達・輸出業者協会
マリオット・イルクーツクシティセンター
イルクーツク州投資発展エージェンシー など

16:20

イルクーツク州投資プレゼンテーション 閉会

16:20 - 17:00

イルクーツク州企業とのB2B

17:00 - 19:00

イルクーツク州知事主催レセプション （予定）

（注）2017年10月13日時点のものであり、プログラムは今後変更される可能性があります。

（了）

別添２
（一社）ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 担当：中居、長谷、斉藤
Email：forum@rotobo.or.jp
TEL：03-3551-6218 FAX：03-3555-1052

参加申込用紙
(1)申込者氏名

201７年１１月６日（月）締切
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
(5)勤務先住所

英文表記
〒

(6)勤務先TEL

(7)勤務先FAX

(8)E-mail
(9)連絡担当者

(10)担当者TEL

(11)担当者Email

(１２)B2B希望
※ 希望があります場合は、関心ある先
方企業名及びテーマを記載願いま
す。ない場合は空欄で構いません。

(１３)州知事レセプション出欠

１．出席します。

※

２．欠席します。

右のいずれかをマーク願います。

※個人情報の取扱には十分注意し、当案件以外の目的では使用いたしません。
※※ 同一企業からの参加の場合もお手数ですが、お一人様一枚ずつお申込をお願い致します。

別添３

イルクーツク州代表団 企業・団体情報
＊先方提出資料を当会にて抄訳

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

企業名
マリオット イルクーツク シティセンター
イルクーツク州投資発展エージェンシー
イルクーツク州木材調達・輸出業者協会
イルクーツク国際空港
エニセイ
イルクーツク石油会社
イルクーツク州立臨床研修病院
イルクーツキー・フトルチェルメト
医療保養施設「アンガラ」
顕微眼科手術コンプレックス・イルクーツク分院
ナラタイスキー・レスプロムホーズ
州立がんセンター
ブド・インベスト
プリバイカリエ（イルクーツクエネルゴ子会社）
テフノインベスト・アリヤンス
TON-M 企業グループ
ウラルシブメト
ウソリスキー養豚場
イルクーツク州経済特区
航空便セントラル・エージェンシー（CAVS）
エネルプロム･ミクニ

業種
観光、サービス
州政府機関
林業
運輸、インフラ
林業
石油ガス
医療
鉄鋼、鉄スクラップ
医療（リハビリ）
医療
林業
医療
林業
デベロッパー
金属（レアメタル）加工
鉱物探鉱、建材調達
金属加工、セメント製造
食肉加工
公営企業
観光
水ビジネス、機械
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１．マリオット イルクーツク シティセンター ホテル
会社名:
コートヤード マリオット イルクーツク シティセンター ホテル
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市チカロフ通り 15
代表者（姓名・役職）
クラフツォワ・エカテリーナ・ユーリエヴナ総支配人
URL
courtyardirkutsk.ru, courtyardirkutsk.com.
設立年月日・略史
マリオット イルクーツク シティセンターは、世界最大のホテル・ネットワーク、マリオット インターナショナ
ルのイルクーツク州における唯一のホテルである。開業は 2011 年 11 月。この 6 年間、コートヤード マリ
オット イルクーツクは、シベリア風のホスピタリティとヨーロッパサービススタンダードを併せ持ち、市内最
高クラスのホテルの一つとして、その水準を維持している。
事業分野（製品／サービスの概要）
ホテルは、商用旅行客向けホテルであると同時に観光客向けホテルでもある。商談、会議や宴会を行
うのに最もふさわしい環境を提供している。客室はデラックスルームが 201 室、スイートルームが 7 室。そ
のほか、収容人員 300 人のダンスホール「グランド・コートヤード」、収容人員 100 人の会議場「チャロイッ
ト」がある。当ホテルではまた、130 席のレストラン、24 時間営業のバー、コンビニエンスストア、ビジネス
センター及びフィットネスクラブが営業している。
業種
サービス分野
日本企業と共同で実施したい案件
ホテル宿泊、催事に向けた会議場の提供
問い合わせ先
マルコワ・オクサーナ・ビクトローヴナ営業担当取締役
Oxana.Markova@marriott-irkutsk.com,
+7(3952)418-000, （携帯） +7.964.814.5482
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２．独立非営利組織「イルクーツク州投資発展エージェンシー」
会社名
独立非営利組織「イルクーツク州投資発展エージェンシー」
法的所在地・実際の所在地
664025、イルクーツク市スヴェルドロフ 10-15
代表者（姓名・役職）
シェフチェンコ・ヤナ・アレクセーエヴナ総裁
URL
http://www.invest.irkobl.ru
設立年月日・略史
イルクーツク州投資発展機構は 2016 年 5 月 4 日、イルクーツク州政府の決定によって設立された。当
機構が実際に業務を開始したのは 2017 年 2 月である。当機構はこれまで 49 人の投資案件起案者、8
つの組織（開発機関、ビジネスプロジェクト、ビジネスクラブ）及び 8 つのイルクーツク州地方自治体と協
力協定を締結している。
事業分野（製品／サービスの概要）
当機構は、沿アンガラ地方経済向けの投資を誘致するために設立された組織である。当機構の第一
の任務は、投資家と事業提唱者のための「一本化された窓口」として、ビジネスプランの段階から始まっ
て財源探し、工場を配置するための土地探し、最終的には、実現させて成果を上げる段階まで無償で事
業支援を行うことである。
第二の任務は、イルクーツク州への投資資金探し、投資誘致で中心的役割を果たすこと、さらに、地域
の生産者が新しい有望な販売市場に進出する上でのアシスタントとなって、展示会、フォーラム、ビジネス
ミッションその他類似の催しで地域の投資可能性と地元企業のユニークな製品をプロモートすることであ
る。
業種
工業、農業、教育、保健、地下資源採掘、商業、給食、住宅・公共サービス事業その他
輸出・投資事業の経験
同機構は現在、10 の事業を支援中であり、49 人の投資案件起案者と協力協定を結んでいる。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
同機構は、モンゴルに駐在員事務所を置き、オランダ、ベルギー、中国、韓国、日本と協力を進める。
日本企業と共同で実施したい案件
イルクーツク州域内で実施される案件に投資する用意がある日本人投資家との協力
問い合わせ先
電話 +7 3952 48-98-98
e-mail: airio38@outlook.com
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３．イルクーツク州木材調達・輸出協会
会社名
イルクーツク州木材調達業者・木材輸出業者協会
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市バイカリスカヤ通り 295/13‐1
代表者（姓名・役職）
バクロフ・エフゲーニー・ビクトローヴィッチ会長
URL
www.irk-wood.ru
設立年月日・略史
設立年月日は 2016 年 9 月。同協同組合は、イルクーツク州林産業界の中小企業の結束を図り、効率
の高い動きを見せている企業間で経験・知識・技術交流を行う目的で設立された。当協同組合はまた、生
産面で会員企業を支援するのみならず、法律、ロジスティクスの面でもコンサルティングを行っている。
事業分野（製品／サービスの概要）
造林・消火活動、物流効率化支援、法務支援、森林利用の多角化推進、輸出促進、木材の高度加工
促進支援、軟質広葉樹材加工工場設立への支援、小企業が参画する輸入代替プログラム実現のための
支援
業種名
林業
輸出・投資事業の経験
同協同組合には豊富な輸出経験がある。会員企業は、中国、日本、トルコさらにシリアなど国際市場で
木材製品を販売している。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
継続的な輸出は日本と中国向けが圧倒的に多い。
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
会員企業は国際認証 FC (FOREST CERTIFICATION、森林認証)を保有している。
日本企業と共同で実施したい案件
イルクーツク州域内における軟質広葉樹材（ヨーロッパヤマナラシ、シラカバ）の共同加工生産立ち上
げ及びその製品の販売に関わる案件
問い合わせ先
Email: association.less@gmail.com
電話 イルクーツク市: (3952) 798-500、ブラーツク市: (3953) 409-649
バクロフ E. V. （会長） 8(983)462-80-51
カザコフ V. I. （副会長） 8(902)560-67-67
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４．イルクーツク国際空港
会社名
（株）イルクーツク国際空港
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市シリャモフ通り 13
代表者（姓名・役職）
アレクサンドル・ワシーリエヴィッチ・リャビキン社長
URL
https://iktport.ru/
設立年月日・略史
1954 年 12 月 30 日、ソ連邦閣僚会議の決定によりイルクーツク空港は国際空港のステータスを得た。
その後の最初の便が北京に向け飛び立った。1976 年、イルクーツク空港国内線新ターミナルが開業した。
2013 年 12 月 20 日、イルクーツク空港の利用客が年間 150 万人に達した。これはポストソ連時代では初
めてのことであった。現在、イルクーツク空港の旅客輸送数は年間 170 万人超で安定的に推移しており、
空港は世界 10 カ国の 60 都市と空路で結ばれている。国際線ネットワークは韓国・中国からブルガリアま
で 20 を超える路線を擁している。
事業分野（製品／サービスの概要）
航空企業（航空会社）及びその他の所有者の旅客機向けサービス提供（乗客・預け入れ手荷物サービ
ス、荷役作業、郵便、特殊液体取扱い、飛行場域内の航空管制、機内食提供、熱エネルギー・電力の供
給）。乗客・顧客向けサービス
業種名
輸送
輸出・投資事業の経験
外国航空会社との対外経済契約締結
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
アジア太平洋地域（韓国、中国、モンゴル）の航空会社との協力
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
民間航空飛行場オペレーター認証、有効期間は無期限
日本企業と共同で実施したい案件
イルクーツクと日本の都市間の空路拡充に関わる協力、日本人観光客向けイルクーツク州観光資源
開発に関わる協力
問い合わせ先
チュワショワ・エレーナ・セルゲーエヴナ航 空サービスマーケティング・販売部
電話 +7 (3952) 26-61-30
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５． エニセイ
会社名
有限会社エニセイ
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク州トゥルン市第一ザレチナヤ通り 15‐1
代表者（姓名・役職）
アブロシモワ・オリガ・ミハイロブナ
URL
enisei-tulun.rf （作成中）
設立年月日・略史
（有）エニセイ（イルクーツク州トゥルン市）はすでに 10 年、商品・サービス提供市場で一角を占めてい
る（設立は 2007 年 3 月 13 日）。当社の事業は家族ビジネスであり、会社経営陣はアブロシモフ家である。
同社が最初に手掛けたのは設備と車両のリースならびに製材サービスの提供である。当社はその後、造
林分野に業種転換し、この 7 年間はヨーロッパアカマツの採種及び実生育成、さらに廃棄物となったマツ
カサをマルチに加工する事業を手掛けている。
事業分野（製品／サービスの概要）
育林及び造林。ヨーロッパアカマツの採種（品質等級は一等）。ヨーロッパアカマツの実生育成。肥料と
しても、バイオ燃料の原料としても利用できる自社で加工したマツカサのマルチ。
業種名
林業
輸出・投資事業の経験
当社は、輸出・投資事業の経験がない。
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
ヨーロッパアカマツ種子の各生産ロット（50 ㎏）に対して国内品質認証を受けている。
日本企業と共同で実施したい案件
肥料としても、バイオ燃料の原料としても利用できる自社で加工したマツカサのマルチ
問い合わせ先
665256、ロシア イルクーツク州トゥルン市第一ザレチナヤ通り 15‐1
電話 (8-39530) 60-339
ファックス (8-3950) 60-340
携帯電話 8(902)765-51-54
e-mail: 79149028018@yandex.ru
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６．イルクーツク石油会社
会社名
有限会社 イルクーツク石油会社（（有）INK）
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市ボリショイ・リチェイヌイ大通り 4
代表者（姓名・役職）
ブイノフ・ニコライ・ミハイロヴィッチ取締役会長
セディフ・マリーナ・ウラジーミロヴナ社長
URL
www.irkutskoil.ru
設立年月日・略史
INK は、ロシアの炭化水素原料独立系生産業者のうち最大手の一角を占めている。 INK 企業グルー
プは炭化水素原料の探鉱と採掘に専門化している。INK 企業グループのポートフォリオには、イルクーツ
ク州及びサハ共和国（ヤクーチア）域内の 16 の産地を含む 25 のライセンス鉱区がある。
INK は 2000 年に設立された。2001 年、イルクーツク州で初めて石油ガス鉱床の工業的操業を開始し、
この年は３万トンの石油とガスコンデンセートを生産した。2002 年、ヤラクタ鉱床から 24 時間操業で石油
を輸送する目的で、ヤラクタ―マルコヴォ間のパイプライン建設が始まった。
2003 年、イルクーツク州で初めて石油の商業生産を開始した。2004 年、約 13 万 4000 トンの石油とガ
スコンデンセートを生産した。2005 年、自前の掘削会社、（有）INK-サービスが設立された。
2007 年、日本の石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）との協力がスタートし、その最初の合弁
企業、閉鎖型株式会社 INK-セヴェルが設立され、セヴェロ・モグジンスキー地下資源ライセンス鉱区で活
動を開始することになった。2008 年以来、INK 企業グループが自ら発見した鉱床は 9 つを数える。当グル
ープは 2010 年、ロシアで初めてガスを地層に再注入するプロジェクトを実施した。
2011 年 1 月 18 日、東シベリア-太平洋幹線石油パイプライン（ESPO）を経由してコズミノ港まで炭化水
素資源を輸送する事業が始まった。2013 年、当グループの歴史で初めて、先が水平抗井になっている油
井で多段階水力破砕が行われた。その結果、試験油井で石油噴出量が従来の 10 倍に増加した。2014
年、当グループはイルクーツク州北部で大規模ガスプロジェクトの実施に着手した。2015 年、（有）INK-サ
ービスによる生産井の掘削及び試掘の総延長が 100 万メートルの大台を超えた。
2016 年、掘削井の日常保守とオーバーホールを専門に行う（有）INK-TKRS が設立された。2016 年、
ガスプロジェクト第一段階が最終ステージに移行した。2017 年には、天然ガス・石油随伴ガス処理設備、
ヤラクタ—ウスチ・クート製品パイプライン及びウスチ・クートの液化炭化水素ガス受入・保管・出荷プラント
が始動する。引き続きガスプロジェクトの第 2 段階と第 3 段階の作業が行われる。（有）INK は 2016 年、
有力な情報分析機関 RBC によるロシアの大企業 500 ランキングで 95 位を占め、Forbes 誌によるロシア
の民間大企業 200 ランキングで 58 位につけた。
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事業分野（製品／サービスの概要）
原油、石油（随伴）ガス、天然ガス及びガスコンデンセートの生産
業種名
石油ガス産業
輸出・投資事業の経験
炭化水素資源の輸出
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
中国、シンガポール、日本、韓国、フィリピン、マレーシア、タイ、ベトナム、ニュージーランド、米国

国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
日本企業と共同で実施したい案件
東シベリア域内の探鉱プロジェクト -（有）INK と JOGMEC の合弁企業設立
問い合わせ先
電話: + 7 (3952) 211-352
E-mail: MAN_CORPORATE@irkutskoil.ru
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７．臨床研修病院
概要
地方政府予算運営保健機関 イルクーツク国家名誉勲章州立臨床研修病院（以下、IOKB）は、州住民
を対象に熟練度の高い専門化された医療を施す多くの専門科を擁するセンターであり、イルクーツク州行
政区域の治療・予防機関を対象に組織的に支援を行うセンターである。
13 の専門外科と 8 つの専門内科を擁する。周産期センターでは、専門化された産婦人科が医療に従
事している。当院では毎年、入院患者は 3 万 5000 人を超え、外来で問診・診断を受ける患者は 15 万人
を超える。 イルクーツク国立医科大学の 9 つの講座及びイルクーツク国立医師研修大学の 8 つの講座
のために臨床研修を行っている。8 名の博士、66 名の医学修士、580 人を超える医師及び 1059 名の医
療従事者が勤務し、数多くの先進的医療技術が開発・導入されている。州の他の治療・予防機関に自ら
が蓄積した経験を伝えることにより、住民に対する医療の品質向上のために重要な支援を組織的に行い、
また調整的役割を果たしている。
最先端の医療機器を備えており、肝臓や膵臓、胸部臓器の難しい再建手術・臓器保存手術、心臓手術
を行っている。当院では現在、2691 名が勤務しており、そのうち医師が 588 名、中級医療従事者が 1121
名である。職員は高いプロ意識と技能レベルの高さで際立っており、医師の 70％、中級医療従事者の
68％が高技能資格を認定されている。
所在地: イルクーツク市ユビレイヌィイ団地 100
電話／ファックス: 8-3952-46-53-30
URL: www.iokb.ru Е-mail: dudin_pe@iokb.ru
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８．イルクーツキー・フトルチェルメト
会社名
（有）イルクーツキー・フトルチェルメト
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市ポリャルナヤ通り 95
代表者（姓名・役職）
フェドセーエフ・ドミートリー アレクサンドロヴィッチ社長
URL
www.vtorchermet.com
設立年月日・略史
同社は 1941 年に設立され、1992～1993 年に民営化された。ロシアの最大手独立系鉄スクラップ供給
業者の一角を占めている。
事業分野（製品／サービスの概要）
金属製造業。ロシア及び外国の製鋼所・製錬コンビナートに供給するための鉄スクラップ
業種名
重工業
輸出・投資事業の経験
20 年の間、休みなく外国に金属スクラップを納入してきた。外国の主要な買い手は韓国の製錬業者で
ある。現在は、大規模投資プロジェクト、ブラーツク市における東シベリア最初の製鋼所の建設を推進
しているところである。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
韓国、中国、日本
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
すべての製品はスタンダード、基準に適合しており、すべての活動／製品についてライセンスや認証を
持っており、随時それらの期限は延長されている。
日本企業と共同で実施したい案件
ブラーツク市における東シベリア最初の製鋼所の建設。中古の設備、すなわち電気アーク炉技術を採
用した生産ラインの供給
問い合わせ先
窓口担当者: ポリシチュク・ミハイル・ワレーリエヴィッチ、開発担当取締役、E-mail:
mikpolish@vtrochermet.com、携帯電話: +79643523450
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９．アンガラ
会社名
株式会社 医療保養施設「アンガラ」
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市第２ジェレズノドロジナヤ通り 4
代表者（姓名・役職）
クニャズュク・オリガ・オレストヴナ社長
URL
www.kurortangara.ru
設立年月日・略史
保養施設「アンガラ」の歴史は 1901 年にさかのぼる。東シベリア最大の総合療養施設であり、毎年、
6000 人を上回る人々が療養・保養治療および医学的リハビリテーションを受けている。施設を中核として
学術研究が行われ、新しい治療法が導入されているため、シベリア地域のすべての療養施設の教授セン
ターであり、同時にイルクーツク国立医科大学院大学の理学療法学講座及び転地療養学講座の研修受
入施設でもある
特長は治療に供されるユニークな天然のファクターであって、これには硫化水素を含有する塩化ナトリ
ウム溶液（かん水）、鉱泥及び飲用・治療用ミネラルウォーターがある。
事業分野（製品／サービスの概要）
保養施設「アンガラ」は次の器官の病気治療と予防に専門化（循環器系 、神経系、消化器官及び内分
泌器官（糖尿病を含む）、運動器官、皮膚病、上気道疾患）
医療リハビリテーションとして、 急性心筋梗塞、急性脳卒中を患った患者、心臓及び大血管の手術後
の患者の完治のための心臓病リハビリ及び自律神経血管系リハビリ 、外傷リハビリ。
目的別治療・健康増進プログラム:として、「女性の健康」、「男性の健康」、「着実な減量」、「健康な心
臓」、「体の動きの自由」、「母と子」などのプログラム。その他、子供の健康増進通年キャンプ 、医療・健
康増進ツーリズム、治療・健康増進総合処置（温泉療法、マッサージ、食事療法など）も実施。
業種名
医療
日本企業と共同で実施したい案件
医療ツーリズム
問い合わせ先
電話/ファックス: (3952) 395020 - 社長応接室
E-mail: Kurortangara@mail.ru
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１０．顕微眼科手術コンプレクス
会社名
ロシア保健省連邦国家独立機関「分野横断的科学技術コンプレックス フョードロフ記念顕微眼科手術
コンプレックス」イルクーツク分院
法的所在地・実際の所在地
法的所在地: モスクワ市 127486 ベスクドニコフスキー大通り 59 А、
実際の所在地: イルクーツク市 664033、レールモントフ通り 337
代表者（姓名・役職）
シチュコ・アンドレイ・ゲンナージエヴィッチ分院長
URL
http://www.mntk.irkutsk.ru/
設立年月日・略史
顕微眼科手術コンプレックス・イルクーツク分院は 1989 年８月８日に開設された。この間、イルクーツク
州、チタ州、サハ共和国、ブリヤート共和国その他のロシアの地域住民を対象に 50 万件を超える様々
な眼病の手術が行われた。患者は主としてイルクーツク州の住民である（70％超）。この分院は、世界
の眼科部門で考えられる最新の技術と設備を採用しており、先進的経験を学ぶスクールになっている。
現在、分院では 450 名の職員が勤務しており、そのうち 50 名がレベルの高い眼科医である。
事業分野（製品／サービスの概要）
乱視、近視、遠視、緑内障、糖尿病性眼疾患、視神経疾患、角膜疾患の治療。最新の方法を駆使した
円錐角膜、白内障、網膜剥離の診断と治療。再建・再生眼科手術。癌腫瘍、硝子体混濁の治療。小児の
治療
問い合わせ先
イルクーツク市レールモントフ通り 337、
電話 +7(3952) 564137
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１１．ナラタイスキー・レスプロムホーズ
会社名
公開型株式会社 ナラタイスキー・レスプロムホーズ
法的所在地・実際の所在地
法的所在地:イルクーツク市トラクトヴァヤ通り 20/2A オフィス 3-1
実際の所在地: イルクーツク市ゴーリキー通り 36B-1-15
代表者
ソログブ・アンドレイ・ニコラエヴィッチ社長
URL
http://lesexport.org/
設立年月日・略史
設立年月日は 2001 年 2 月 12 日。OAO ナラタイスキー・レスプロムホーズは、2001 年来イルクーツク
州の木材輸出市場で活躍しているレスエクスポルト企業グループの一員である。同社は生産企業であり、
ウスチ・クート市の自社が伐採権を持つ林地で伐採作業全般を行っている。また、（有）INK の子会社であ
る（有）ベコイル-イギルマの請負業者として木材調達、木材加工を行っている。
事業分野（製品／サービスの概要）
同社は、自社保有の木材調達設備及び木材加工設備、さらにイルクーツク州の北部に面積 2 万 5000
ヘクタールの原料基地を持つ自己完結型企業である。材木の生産能力は年間 6 万立方メートルで、製品
の品質はヨーロッパスタンダードに完全に合致している。
アンガラマツやシベリアカラマツといった高品質の針葉樹腫木材の調達及び加工を行っている。これら
のユニークな樹種はシベリアにだけ生育しており、その木材構造が優れているために全世界の家具及び
建材製造者の間で高く評価されている。原木の形で、また木材高度加工製品の形で木材を中国とドイツ
に輸出している。
業種名
木材調達業、木材高度加工、原木・木材高度加工製品の輸出
輸出・投資事業の経験
レスエクスポルト企業グループは毎月、最大 8000 立方メートルの木材高度加工製品を中国及びドイツ
に輸出している。2017 年には生産拡大及び製品品質向上のために新しい設備が購入された。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
中国、ドイツ
問い合わせ先
電話: +7 3952 48-52-52
携帯電話 +79025666467 ソログブ・アンドレイ・ニコラエヴィッチ
E-mail: info@lesexport.org
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１２．州立がんセンター
概要
地方政府予算運営保健機関「州立がんセンター」は、悪性腫瘍の診断と治療を行っているシベリア連
邦管区の先進的な医療機関の一つである。大学の学部付属外科病院を基盤とした小規模のがん診療所
から生まれた今日のがんセンターは、骨や軟組織の癌、すい臓癌、肝臓癌、さらに脳腫瘍などの難しい
症例を含むあらゆる部位の悪性腫瘍の治療にあたって患者に専門化された高度技術の医療を施す最高
レベルの医療施設である。同センターは今日、26 の専門科を擁し、ブラーツク、アンガルスク、サヤンスク、
ウソリエ・シビルスコエ及びイルクーツクの地域 5 都市に拠点を置き、ベッド数は合わせて 974 台を数え
る。
毎年、2 万 5000 人を超える患者が治療を受け、2 万件を超える手術が行われ、そのうち 1 万 2000 件
は入院患者を対象とした拡大手術、容積を拡げた手術であり、8000 件超は外来患者を対象としている。
また、毎年 6000 人の患者がハイテク医療を受けている。当センターの医療は、沿アンガラ地方の住民だ
けでなく、ブリヤート共和国、チタ共和国、ハバロフスク地方、クラスノヤルスク地方、ハカス共和国及びヤ
クーチアといったシベリア連邦管区の他地域の住民も受けられる。手術台は 23 台を数える。集中治療・
麻酔室（ICU）は 7 室あって、最新の医療機器が付属する 54 のベッドを備える。そのほか、最新の CT 装
置、定位乳房生検用マンモグラフィ、腫瘍のある血管の塞栓が可能な新型血管造影装置などがある。こ
のような装備水準はヨーロッパのそれに十分匹敵するものである。最新の各種検査用医療設備によって、
悪性腫瘍につながる遺伝子配列の特定、分子遺伝学的レベルでの化学療法薬剤に対する感受性の確
定が可能である。現在、解剖学的検査室の装備補充が不断に行われているおかげで、病気を診断する
だけでなく、臨床経過も予測できるようになった。放射線診断科は、イルクーツク州及びシベリア連邦管区
で最も充実した診療科の一つである。ここには、CT が 7 台、MRT、血管造影装置がある。当センターの
誇りは、職員が高度のプロフェッショナルであることである。職員総数は 1346 名で、そのうち医師が 233
名、医師のうち教授が 3 名、博士が 8 名、医学修士が 13 名、物理学・数学修士が 1 名、生物学修士が
1 名、「ロシア連邦功労医師」の称号を授与された医師が 8 名、ロシア保健省表彰を受けた職員が 20 名、
「保健優秀勤労者」記章を授与された職員が 9 名、イルクーツク州知事表彰を受けた職員が 9 名である。
フランス、ドイツ、日本の同僚らと遠隔会議、テレビ対話及び遠隔医療相談、重い症例の検討が行われ
ている。同センターでは毎年、日本、韓国、ドイツ、米国、シンガポール、モンゴルから出席者を迎えて国
際会議が 2，3 回行われている。また、Fox Chase がんセンター（米国）、ウランバートル市（モンゴル）、国
立がん研究センター、がん研有明病院、慶應義塾大学病院（日本）、アレクサンドラ・ポーツマス病院（米
国）及びアメリカがん協会といった先進的がんセンターと国際協力を進めている。
同センターは 2005 年から東京都がんセンターと協力を進めており、毎年イルクーツク市にがん専門医、
外科医、内視鏡検査専門医を招き会議を行っている。また、胃がんと大腸がんの手術のデモンストレーシ
ョンを含むセミナーが行われている。同センターからは 12 名の医師が東京都がんセンターを訪問したが、
そのうち 4 名は複数回の訪問となった。2017 年 8 月には日本人を含む外国人同僚を招いて悪性腫瘍早
期診断セミナーが開催された。
所在地: イルクーツク市フルンゼ通 32.
電話 8-3952-214-200
URL: www.iood.ru E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com
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１３．ブド・インベスト
会社名
有限会社ブド・インベスト
法的所在地・実際の所在地
法的所在地:イルクーツク州ウスチ・クート市ルゴヴァヤ通り 20-5
実際の所在地: イルクーツク市ゴーリキー通り 36B-1-15
代表者
ブコフスキー・ラファイル ・レオニードヴィッチ社長
URL
http://lesexport.org/
設立年月日・略史
設立年月日は 2015 年 9 月 18 日。（有）ブド・インベストは、2001 年来イルクーツク州の木材輸出市場
で活躍しているレスエクスポルト企業グループの一員である。当社は生産企業であり、ウスチ・クート市の
自社が伐採権を持つ林地で伐採作業全般を行っている。また、（有）INK の子会社である（有）ベコイル-イ
ギルマの請負業者として木材調達、木材加工を行っている。
事業分野（製品／サービスの概要）
同社は、自社保有の木材調達設備及び木材加工設備、さらにイルクーツク州の北部に面積 2 万 5000
ヘクタールの原料基地を持つ自己完結型企業である。材木の生産能力は年間 6 万立方メートルで、製品
の品質はヨーロッパスタンダードに完全に合致している。
アンガラマツやシベリアカラマツといった高品質の針葉樹腫木材の調達及び加工を行っている。これら
のユニークな樹種はシベリアにだけ生育しており、その木材構造が優れているために全世界の家具及び
建材製造者の間で高く評価されている。原木の形で、また木材高度加工製品の形で木材を中国とドイツ
に輸出している。
業種名
木材調達業、木材高度加工、木材高度加工製品の輸出
輸出・投資事業の経験
レスエクスポルト企業グループは毎月、最大 8000 立方メートルの木材高度加工製品を中国及びドイ
ツに輸出している。2017 年には生産拡大及び製品品質向上のために新しい設備が購入された。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
中国、ドイツ
問い合わせ先
電話: +7 3952 48-52-52
携帯電話 +79025666467 ソログブ・アンドレイ・ニコラエヴィッチ
E-mail: info@lesexport.org
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１４．プリバイカリエ
会社名
（有）プリバイカリエ、（有）イルクーツク・ディベロップメント
法的所在地・実際の所在地
（有）プリバイカリエ
法的所在地:イルクーツク地区ブルドゥグズ大通りレスナヤ通り 1
実際の所在地:イルクーツク市スヘ・バトル通り 3-315
（有）イルクーツク・ディベロップメント
法的所在地: イルクーツク市スヘ・バトル通り 3
実際の所在地: イルクーツク市スヘ・バトル通り 4-132А
代表者（姓名・役職）
プリャエフスカヤ・エフゲーニヤ・アレクサンドロブナ社長
URL
なし
設立年月日・略史
2014 年
事業分野（製品／サービスの概要）
公開会社イルクーツクエネルゴの非中核資産（土地及び不動産）の管理、投資プロジェクトの作成及び
実施（コンセプトの立案、ビジネスプランニング、投資家との関係づくり、プロジェクト実施の監理、プロジェ
クトの採算見通し付けなど）
業種名
開発、投資、ビジネスプランニング、設計、建設監理
輸出・投資事業の経験
輸出業務・輸出供給は行っていない。投資プロジェクト一式書類の作成経験がある。現在、二つの投資
プロジェクト、「クルバトフ浴場」及び「21 世紀スクエア」を実施している。さらにいくつかの有望なプロジェク
トを実施すべく準備を進めている。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
なし
日本企業と共同で実施したい案件
「21 世紀スクエア」プロジェクト
問い合わせ先
プリャエフスカヤ・エフゲーニヤ・アレクサンドロブナ
+79140001030、topgeoplan@gmail.com
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１５．テフノインベスト・アリヤンス
会社名
閉鎖型株式会社テフノインべスト・アリヤンス（ZAO テフノインべスト・アリヤンス）
法的所在地・実際の所在地
法的所在地:モスクワ市ヴォルゴグラツキー大通り 2
実際の所在地: モスクワ事務所：109316、モスクワ市ヴォルゴグラツキー大通り 2- 509
イルクーツク事務所： 664025、イルクーツク市ガガーリン通り 38-416
代表者（姓名・役職）
コズノフ・アレクサンドル・ヴェネジクトヴィッチ社長
URL
www.columbite.ru
設立年月日・略史
ZAO テフノインべスト・アリヤンスは 2001 年に設立された。同社のパートナーかつ株主は CPRP グル
ープ（チェリャービンスク管材圧延プラント）である。同グループは、ロシアの金属製品製造業者グループ
であり、ロシアの国内最大手管材メーカーの一角を占めており、市場シェアは合わせて約 20％である。グ
ループの売り上げは 20 億ドルを超え、傘下の工場では 2 万人を超える人々が働いている。
テフノインベスト・アリヤンス社は現在、ザシヒンスキー・レアメタル鉱床を基盤とした採鉱金属製造コン
ビナート建設」投資プロジェクトを実施している。採鉱金属製造コンビナートは、鉱床区域に置かれる採
鉱・選鉱コンビナート及びアンガラ電解・化学コンピナート（国営企業ロスアトム傘下の公開型株式会社
AEHK）の敷地に置かれる湿式精錬工場から成り、鉱石の採掘と粗選鉱及び製品、すなわち純化・高純化
レアメタル酸化物（タンタル、ニオブ、ジルコニウム）及び希土類金属の全酸化物の生産で設計能力に到
達するのは 2020 年～2021 年の予定である。
事業分野（製品／サービスの概要）
レアメタルの鉱石と精鉱の処理技術の開発、建設中の採鉱金属製造コンビナートにおけるタンタルとニ
オブ、さらにザシヒンスキー鉱床の随伴組成物から取り出される化合物であるジルコニウム、希土類金属
の純化・高純化酸化物の生産におけるその処理技術の導入
業種名
レアメタルの採鉱、製錬
輸出・投資事業の経験
輸出業務は 2020 年に製品生産の開始とともに始まる。
日本企業と共同で実施したい案件
ザシヒンスキー・レアメタル鉱床を基盤とした採鉱・金属製造コンビナート建設」
問い合わせ先
コズノフ・アレクサンドル・ヴェネジクトヴィッチ社長
電話 +7(985)768-46-27、E-Mail Koznov@columbite.ru
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１６．TON-M
会社名
TON-M 企業グループ （（有）TSK «TON-M»、（有）SibGK、（有）サヤンスカヤ GGK）
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市オスヴォボジジェニエ通り 131、
代表者（姓名・役職）
カルドノフ・アレクセイ・ビクトローヴィッチ社長
URL
www.ton-m.ru; www.sibgk.ru
設立年月日・略史
TON-M 企業グループ（（有）TSK «TON-M»、（有）SibGK、（有）サヤンスカヤ GGK）は地域会社であり、
1997 年に設立された。当グループは、地質研究及び建材卸の二つの分野で活動している。
（有）SibGK 及び（有）サヤンスカヤ GGK は、高度のプロフェッショナルである専門家、すなわち地質学
専門家を集めて設立され、 鉱脈金・砂金、錫、タングステン、鉄、石膏、貴石その他の有用地下資源の探
査、探査・評価、探鉱の経験、及び科学研究を行って地質図、地質構造図及び鉱床生成図を作成する経
験を有する。これらの作業の近年の実際の成果として、ボダイビンスキー地区における 3 つの金鉱床、ヌ
クツキー地区における石膏鉱床の発見と地域の鉱業界への引き渡し、ボダイビンスキー地区及びマムス
コ‐チュイスキー地区における金、鉄及びタングステンを埋蔵する一連の有望なエリアの資源評価（そのう
ちのいくつかはこの先数年さらに地質調査を続けることとなっている）を挙げることができる。
（有）TSK «TON-M»は、建材供給で順調な業績を残しており、地域のみならず他企業と協業しながら
ロシア全国でもこのセグメントで主導的地位の一角を占めている。（有）ウルサ・エブラジヤの傘下企業、
（有）ROKVUL 及び（有）KNAUF GIPS の公式卸売業者となり、20 年以上、高品質で生態学的にクリーン
で効率的な建材を発注者に順調に供給している。長年の経験及び熟練度の高いスタッフと最新の技術設
備と専用機械を備えた物流センターによって裏打ちされた物事に対する責任ある態度のおかげでどんな
課題でも手際よく期限内に解決できる。 TON-M 企業グループはこの間、責任感のある原則を貫くビジネ
スパートナーとの評価を勝ち取った。
事業分野（製品／サービスの概要）
TON-M 企業グループ （（有）TSK «TON-M»、（有）SibGK、（有）サヤンスカヤ GGK）は 20 年以上、鉱
脈金・砂金、錫、タングステン、鉄、石膏、貴石その他の有用地下資源の探査、探査・評価、探鉱に携わっ
ている。また、建材供給を行っており、地域のみならず他企業と協業しながらロシア全国でもこのセグメン
トで主導的地位の一角を占めている。
業種名
鉱物資源の調査と再生の分野における探鉱、地球物理学的調査、地球化学的調査
建材・塗料卸売業
輸出・投資事業の経験
同社によってヌクツキー地区で石膏鉱床が発見され、同地区には国際企業 KNAUF の石膏ボード・モ
ルタル製造工場が建設された。このようにして当社によって地域に外国の巨額投資が誘致された。また、
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ボダイビンスキー地区で 3 つの金鉱床が発見され、地域の鉱業界に引き渡された。同地区には現在、採
掘・選鉱コンビナート「ヴィソチャイシー」が置かれている。
日本企業と共同で実施したい案件
現在、カムチャダル鉱区地下資源利用権更新済みライセンス IRK 03225 TR を保有している。この鉱区
の確定埋蔵量、確認埋蔵量及び C2 カテゴリー換算埋蔵量は、滑石が 10 万トン、蛇灰石が 20 万立方メ
ートルである。40 トンの蛇灰石を輸出する準備ができており、この分野で日本側と協力したい。また、これ
から採掘することになっている埋蔵量もあり、日本側と協力してさらなる蛇灰石の採掘のために必要な設
備を提供し、日本域内で販売市場を開拓することを検討している。
カムチャダル鉱床の滑石は、小片状で利用する場合も、粉末で利用する場合も基準に適合しており、T
－90 種（エキストラ）及び T－91 種（一等）に属し、ゴム製品、プラスチック、塗料、ケーブル製品の製造に
役立ち、医療及び香水製造に利用できる。つまり、事実上、滑石が使用されるすべての工業分野で使用
できる。そのためロシア連邦域内でこの良質の滑石を販売することに関心を持っている。良質の滑石を鉱
床で採掘するために必要な設備を提供する事業で、日本人投資家との協力を提案している。
問い合わせ先
イルクーツク州イルクーツク市オスヴォボジジェニエ通り 131
電話／ファックス: 8 (3952) 34-66-57
E-mail: kardonov@ton-m.ru; sibgk@sibgk.ru
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１７．ウラルシブメト
会社名
有限会社 商業・製造会社ウラルシブメト（略称、（有）TPK ウラルシブメト）
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市ニコライ・ヴィルコフ通り 9А*
電話/ファックス +7 (3952) 79-99-95
代表者（姓名・役職）
オリガ・アレクセーエヴナ・ジャルカヤ社長
URL
www.uralsibmet.net
設立年月日・略史
同社は 2004 年 6 月 25 日に設立され、ロシア連邦で 13 年以上圧延金属製品とセメントの販売活動を
している。（有）TPK ウラルシブメトは、西シベリア製鉄所、ニジニ・タギル製鉄所、ノヴォクズネツク製鉄所
を統合する（有）TK エヴラズ・ホールディングのゴールドリーダー（前線部隊の指揮官）である。プラチナス
テータスが認められているおかげで優先的供給と大量の在庫が保証されている。イルクーツク市、ブラー
ツク市、ウラン・ウデ市、チタ市に独立した事業所があるので、常に納入先を増やし、顧客基盤を拡大する
ことができている。
事業分野（製品／サービスの概要）
金属圧延製品とセメントの卸売
業種名
製鉄業
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
2017 年 6 月付けエヴラズゴールドパートナーカード（認証）No. 1140 0034 0761 007
パートナーカードは当社のパートナステータスを確認するものであり、当社が手に入れる製品が本当にエ
ヴラズの製鉄所の製品であること、品質基準に適合していることを保証するものである。
日本企業と共同で実施したい案件
協同で原材料を加工し、高付加価値製品を生産すること（金属加工、ポリマー加工を施した金属製品、
エレクトロニクス、省エネ技術）
問い合わせ先
O. A. ジャルカヤ
+7 902 5161 750
+7 (3952) 79 99 95
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１８．ウソリスキー養豚場
会社名
農業生産協同組合 ウソリスキー養豚場
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク州ウソリスキー地区ベロレチェンスキー町
代表者（姓名・役職）
スマルコフ・イリヤ・アレクセーエヴィッチ組合長
URL
ushpk.ru
設立年月日・略史
同組合は 1978 年にスタートし、年間 10 万 8000 頭の豚の育成と肥育を行っており、今日では豚肉の
生産、加工及び販売で東シベリア・極東最大手である。自社で生産した冷蔵豚肉を用いて最新の技術を
採用した工場の生産ラインでソーセージ製品と半製品が製造される。この点が、同組合で生産され、購入
者に好評で高い評価を受けている製品の争う余地のない優越性である。
製品はイルクーツク州の都市に広がる自社店舗のチェーンを通じて販売される。
事業分野（製品／サービスの概要）
自社店舗の売台には毎日、調理ソーセージ、半燻製ソーセージ、ウインナー、ウインナーソーセージ、
燻製食品、珍味肉製品、半製品が 70 トン以上入ってくる。当組合で製造される製品の品目はほぼ 130 を
数える。
業種名
農業
日本企業と共同で実施したい案件
ソーセージ、缶詰、半製品製造設備の供給
問い合わせ先
スマルコフ・パーヴェル・イリイッチ
電話 89021713848
kep@ushpk.ru

21

別添３

１９．経済特区
会社名
株式会社経済特区 （SEZ）、（株）SEZ イルクーツク州支社
法的所在地・実際の所在地
法的 所在地 モスクワ市 トヴェルスコイ通り 6
実際の住所 イルクーツク市リトヴィノフ通り 3
代表者（姓名・役職）
イワノフ・セルゲイ・ニコラエヴィッチ.支社長、
URL
russez.ru; baikal-sez.ru
設立年月日・略史
（株）経済特区は管理会社であり、17 の現行の経済特区及び新規に設置される経済特区を管轄してい
る。17 の現行経済特区のうち 4 つは工業生産型、4 つは技術導入型、 7 つは観光・レクリエーションビジ
ネス型、2 つは港湾・輸送拠点型である。
（株）SEZ（Special Economic Zones JSC）は 2006 年に設立され、国が唯一の株主である。2005 年に経
済特区連邦法が採択されてから 2010 年までインフラ建設の発注者として活動し、この分野でロシアにと
ってユニークな経験を積み重ねてきた。
2008 年、イルクーツク州区域に（株）SEZ（株）の支社が設立された。イルクーツク支社は、観光分野で
国際的な大企業、ロシアの大企業あるいは中堅の独立専業会社の中から投資家を誘致する活動に取り
組み、これらの企業と協力を進め、経済特区の発展と管理の分野で質の高い国際的経験を蓄積している。
事業分野（製品／サービスの概要）:
観光・レクリエーション型経済特区ヴァロータ・バイカラ の公共インフラ施設の建設と運営
日本企業と共同で実施したい案件
観光・レクリエーション型経済特区ヴァロータ・バイカラ における観光分野の投資プロジェクトに対する
投資家の誘致
問い合わせ先
電話: (3952) 200-320;
ファックス: (3952) 200-870;
E-mail: irkutsk@russez.ru
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２０．セントラル・エージェンシー
会社名
有限会社 航空便セントラル・エージェンシー（CAVS）
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市ゴーリキー通り 29
代表者（姓名・役職）
ゴルベワ・タチヤーナ・アナトーリエヴナ社長
URL
www.ikt.moyreys.ru.
設立年月日・略史
1976 年 8 月 25 日付民間航空省東シベリア民間航空局命令第 230 号によってアエロフロートイルクー
ツク代理店を基盤にして東シベリア民間航空局航空便セントラル・エージェンシー（CAVS VSU GA）が設
立された。2004 年 4 月 12 日付ロシア連邦資産省命令 3-a 号により国営単一企業 CAVS は 2004 年 5
月 26 日、改組されて公開型株式会社 CAVS となった（基本国家登記番号 1043801018271、TIN
3808106204）。（株）CAVS は 2014 年 10 月 9 日付け株主決定によって今日の（有）CAVS に再編された。
事業分野（製品／サービスの概要）.
航空券及び鉄道切符の販売、ツアー商品の販売
業種名
サービス業
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）.
国際航空運送協会（IATA）、無期限
日本企業と共同で実施したい案件.
バイカル湖巡りツアー、ホテル、食事、遊覧、運輸機関の予約

問い合わせ先
(3952) 500-389、ファックス 500-389、office@ikt.myreis.ru.
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２１．エネプロム・ミクニ
会社名
合弁企業 閉鎖型株式会社エネルプロム-ミクニ
法的所在地・実際の所在地
イルクーツク市スタロクジミヒンスカヤ通り 28
代表者（姓名・役職）
フォメンコ・レオニード・ミハイロヴィッチ社長
URL
www.mikuni.ru
設立年月日・略史
日ロ合弁企業エネルプロム-ミクニは 2004 年 3 月 17 日、ソ連東欧貿易会（ROTOBO）の肝入りで、ま
た、イルクーツク州政府の支援を得て、ロシアのエンジニアリング・工業グループ・エネルプロムと日本の
三國機械工業株式会社によって設立された。日本の先進技術、計器・機械設備、工学的ソリューション及
びプロジェクトをロシアの工業企業の発展と近代化のためにプロモートすること、さらにロシア連邦域内に
最新の機械製造工場その他の工場をつくるために日本の投資を誘致することが使命である。
事業分野（製品／サービスの概要）
日本の機械設備、計器及び部品のロシア・CIS 諸国市場における輸出入、小売及び卸売
業種名
商業
輸出・投資事業の経験
輸出業務の経験がある。
仕向国（輸出が継続的に行われている相手先国を列挙のこと）
カザフスタン、ウズベキスタン、モンゴル、ベラルーシ、ウクライナ、グルジア、キルギス
国内／国際認証の有無（保有する場合には名称と有効期限を記載のこと）
ライセンス文書：機械設備及び計器の関税同盟技術規則認証書及び適合宣言書
日本企業と共同で実施したい案件
汚水処理分野における日本の経験と技術の導入
日本製汚水処理設備の供給
問い合わせ先
クラフチェンコ・オクサーナ・ウラジーミロヴナ業務執行取締役
イルクーツク市スタロクジミヒンスカヤ通り 28
電話 +7 (3952) 45-22-11
kravchenkoOV@enerprom.ru
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