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キキルルギギスス・・タタジジキキススタタンン食食品品加加工工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27年9月18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27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27年10月13日より、キルギス・タジキスタンより食品加工企業グル

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いたします。キルギス・タジキ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。

なお、別途、訪問企業との個別面談のご希望も承っておりますのでお気軽にご照会ください。 

ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、よろしくご検討のほど、お願い申し上げます。 

敬具 

記 

◆日 時： 2015年10月14日（水） 14：00～15：30 

◆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 

◆定 員： 15名 / ◆申し込み〆切： 10月8日（木） ＊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1. バルカッド(Barkad)社 セルケバエフ社長 （ハム、冷凍餃子、パスタ等） 

◇報告2. サビタクノワ (Sabitakunova)社 サビタクノワ社長 （コーン菓子） 

 ◇報告3. エコス・インターナショナル(Ekos International)社 ベイシェムビエフ社長 (虹鱒養殖・加工) 

 ◇報告4. マコーリ(Makolli)社 ハキモフ社長 (マカロニ製品、パン、ウェハース菓子、小麦粉) 

◇報告5. タジスニェク(Tajsnack)社 フマトクロワ副社長 （スナック菓子、食用ヒマワリ種、ピスタチオ） 

◇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 

 

キルギス・タジキスタン食品加工企業グループ 
ビジネスプレゼンテーション 

 

10月14日（水） 14:00～15:30 

（一社）ロシアNIS貿易会会議室 

参 加 申 込 書 

締切日：10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)備考 
(個別面談のご希望等、キル

ギス・タジク企業あるいは事

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) 

  

 

 （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 



  【別紙 ２】 

 

平成２7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/ 

キルギス・タジキスタン食品加工企業グループプロフィール 
 

1.キルギス企業 「バルカッド（Barkad）」 

企業名 有限会社「バルカッド（Barkad）」 

住所 Kyrgyz, Bishkek City, Intergel’po Str., 1/8 

Tel/Fax +996-312-461332, +996-312-461337 

HP http://www.barkad.kg/（ロシア語） 

代表者 
セルケバエフ、クバヌィチ イサクノヴィチ 

（SERKEBAEV Kubanych Isakunovich） 
代表者役職 社長 

設立年 2002 年 資本金 2,215,641 ソム 

事業分野 食品加工 製品 

冷凍食品（ペリメニ、ハンバ

ーグ他）、ハム・ソーセージ、

パスタ 

従業員数 74 人 売上高 50,000,000 ソム／年 

輸出 なし 輸入 なし 

担当者 

  

 

氏名  
セルケバエフ、クバヌィチ イサクノヴィチ 

（SERKEBAEV Kubanych Isakunovich） 

役職 社長 

電話番号 +996-551-334407 

E-mail kubanych0604@mail.ru 

 

    

冷凍水餃子（ペリメニ）              ハム              冷凍ハンバーグ（カツレツ） 

 

 

 

 

http://www.barkad.kg/
http://www.barkad.kg/polufabrikaty-zamorozhennye/pelmeni/сибирская-тайна-мясо-молодых-бычков-detail
http://www.barkad.kg/kolbasy/varenye-kolbasy-i-vetchiny/prezidentskaya-detail


２. キルギス企業 「サビタクノワ（Sabitakunova）」  

企業名 「サビタクノワ（Sabitakunova）」社 

住所 Kyrgyz, Bishkek City, Kozhobergenova Str., 110 

Tel/Fax +996-312-551-297 

HP http://www.naturo.kg/（ロシア語） 

代表者 
サビタクノワ ジャミラ 

（SABITAKUNOVA Zhamila,） 
代表者役職 社長 

設立年 2008 年 資本金 － 

事業分野 食品加工 製品 コーン菓子 

従業員数 12 人 売上高 16,000,000 ソム／年 

輸出 なし 輸入 コーン菓子原料 10 万ドル分（ウクライナ） 

担当者 

  

 

氏名 
サビタクノワ ジャミラ 

（SABITAKUNOVA Zhamila） 

役職 社長 

電話番号 +996-773-999602 

E-mail jamila58_58@mail.ru 

                    

甘いコーン菓子    NATURO              SHOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturo.kg/


３. キルギス企業 「エコス インターナショナル(Ekos International)」 

企業名 有限会社「エコス インターナショナル(Ekos International)」 

住所 Kyrgyz, Bishkek City, Chui Ave, 40 

Tel/Fax +996-771-333-656 

HP - 

代表者 

ベイシェムビエフ、オルジャス・トゥイ

ンタエヴィッチ 

（BEISHEMBIEV Olzhas Tyntaevich） 

代表者役職 社長 

設立年 2005 年 資本金 1,000,000 ソム 

事業分野 虹鱒の養殖・加工 製品 魚製品 

従業員数 20 人 売上高 1,000,000 ドル／年 

輸出 魚製品 60～70 万ドル 輸入 餌、魚製品、機械 30～40 万ドル  

担当者 

  

 

氏名 
ベイシェムビエフ、オルジャス・トゥインタエヴィッチ 

（BEISHEMBIEV Olzhas Tyntaevich） 

役職 社長 

電話番号 +996-771-333-656 

E-mail ecos.int@gmail.com 

 

虹鱒の養殖・加工 

 

 



4.タジキスタン企業 「マコーリ（Makolli）」 

企業名 有限会社「マコリ（Makolli）」 

住所 Tajikistan, Dushanbe City, R. Nabieva Str., 345/1 

Tel/Fax +992-900-303-030 

HP www.makolli.tj 

代表者 
ハキモフ、 オシム・ユスフォヴィチ 

（KHAKIMOV Osim Yusufovich） 
代表者役職 社長 

設立年 2003 年 資本金 1,900,000 ソモニ 

事業分野 食品加工 製品 
パン、マカロニ製品、菓子（ウェ

ハース等）、小麦粉 

従業員数 85 人 売上高 2,778,000 ソモニ／年 

輸出 
現在交渉中（アフガニスタンへのテスト輸

出あり） 
輸入 なし 

担当者 

  

 

氏名 
ハキモフ、 オシム・ユスフォヴィチ 

（KHAKIMOV Osim Yusufovich） 

役職 社長 

電話番号 +992-900-005-518 

E-mail makolli@mail.ru 

 

      

   マカロニ             ウェハース菓子                 パン        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.makolli.tj/


5.タジキスタン企業 「タジスニェク（Tajsnak）」 

企業名 有限会社「タジスニェク（Tajsnak）」 

住所 Tajikistan, Dushanbe City, R. Nabieva Str., 345/1 

Tel/Fax +992-900-000-808  

HP - 

代表者 
ハキモフ、 オシム・ユスフォヴィチ 

（KHAKIMOV Osim Yusufovich） 
代表者役職 社長 

設立年 2011 年 資本金 1,445,000 ソモニ 

事業分野 食品加工  製品 

チップス、スハリキ（パンのスナ

ック菓子）、食用ヒマワリ種、ピス

タチオ他  

従業員数 20 人 売上高 245,000 ソモニ／年 

輸出 チップス、スハリキ（アフガニスタン） 輸入 

油、スパイス（ロシア）、 

梱包材（中国）、ポテトペレット

（ベラルーシ） 

担当者 

  

 

氏名 
ハキモフ、 オシム・ユスフォヴィチ 

（KHAKIMOV Osim Yusufovich） 

役職 社長 

電話番号 +992-900-000-808 

E-mail tajsnack@mail.ru 

 

       

       チップス       スハリキ（パンスナック菓子）   ピスタチオ 

          

 

 

 


