
企業概要

2015年に輸入卸売業者として設立。水産物・同加工品、デザート、その他食品を主に取り扱う。販売先は、日本食レストラ
ン、大手小売店など多岐にわたり、日本企業との取引経験も豊富。輸出ー輸入・在庫・配送までをグループ会社を含め、トー
タルで行うことができ、小ロットの取引などにも柔軟に対応が可能。日本食品への関心が高まる中、ビジネス拡大を視野に取り
扱い品目の多様化と取り扱い量の増加を目指している。シンガポールだけでなく、マレーシアでの販売も可能。
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企業名 Okamura Trading Singapore Pte Ltd

業種 ＨＰ商社・卸売業 -

＜バイヤー①＞

顧客層 中間層、大衆市場

水産加工品 用途 保存方法

取り扱っている
主な日本食品

水産加工品、冷凍デザート、冷凍麺類　等

販売先 飲食関連、卸売業者、百貨店、スーパー　等

冷凍 賞味期限 12ヵ月

用途 保存方法 冷凍 賞味期限 12ヵ月

賞味期限

用途 保存方法 賞味期限

用途 保存方法 賞味期限

＜バイヤー②＞

企業名 Kirei Japanese Food Supply Pte Ltd

代理店名・
指定商社名

株式会社オカムラ食品工業希望 日本側代理店・指定商社経由

調達希望
商材

商流

商材⑤

商材④

商材③

商材②

商材① 業務用・小売用

業務用・小売用

用途 保存方法

冷凍デザート

取り扱っている
主な日本産品

食品全般、アルコール類

販売先 飲食関連、ホテル、スーパー、ケータリング 顧客層 富裕層、中間層、大衆市場

業種 商社・卸売業 HP

企業概要

シンガポール最大手の日本食サプライヤーの一社。カンボジアにも支店有。高品質な日本食材及び酒類の取扱がメイン。ド
ライ品、冷凍品各種をはじめ日本酒、ビール、焼酎などの酒類も取扱がある。また、航空輸送による鮮魚等も週2回豊洲より
直接仕入れるなどバライエティは豊富。

商材② アルコール 用途 保存方法 商談による 賞味期限

商材① 日本食品全般 用途 保存方法

保存方法 賞味期限

賞味期限

商談による 賞味期限

商流 希望 商談内容による
代理店名・
指定商社名

特になし

保存方法 賞味期限

商材⑤ 用途 保存方法

調達希望
商材

商材④ 用途

商材③ 用途

企業概要
2014年12月に輸入卸業社として設立。主要顧客は当地小売り最大手のコールドストレージ。取扱い商品は全て日本商品で
あり、日本企業との取引経験も豊富。加工品、調味料、菓子、飲料等が中心。

取り扱っている
主な日本産品

グロサリー（75％）、冷凍食品（25％）

販売先 自社店舗、スーパー、卸売業者 顧客層 中間層、大衆市場

＜バイヤー③＞

企業名 FOODCO SG PTE LTD

業種 商社・卸売業、小売業 HP

商材② スナック菓子 用途 業務用・小売用 保存方法 常温 賞味期限

商材① 菓子類 用途 小売用 保存方法

保存方法 常温・冷蔵 賞味期限 6ヵ月

賞味期限 1ヵ月

常温 賞味期限 6ヵ月

6ヵ月

商流 希望 日本側代理店・指定商社経由
代理店名・
指定商社名

ダイショージャパン株式会社

保存方法 常温・冷蔵・冷凍 賞味期限 12ヵ月

商材⑤ 果物 用途 業務用・小売用 保存方法 冷蔵

調達希望
商材

商材④ 麺類 用途 業務用・小売用

商材③ 飲料（アルコール除く） 用途 業務用・小売用



企業概要

1956年創業の老舗輸出入卸売業社。日本食の取扱いが9割を占めており、顧客はデパート、専門飲料店、スーパーマー
ケット、コンビニ、ホテル、レストランと多岐に渡っている。マレーシア、インドネシア、タイ、中国等周辺国ともパートナーシップを
有しており幅広く輸出入を展開、取扱い商品も多様。

取り扱っている
主な日本食品

加工食品、菓子類・スイーツ、麺類、冷凍食品、アルコール類

販売先 飲食関連、スーパー（明治屋、伊勢丹）、ホテル 顧客層 中間層
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＜バイヤー④＞

企業名 Soon Seng Huat (Singapore) Pte Ltd

業種 商社・卸売業 ＨＰ

商材② 漬物 用途 小売用 保存方法 冷蔵 賞味期限

商材① 麺類 用途 小売用 保存方法

保存方法 冷蔵 賞味期限 12ヵ月

賞味期限 12か月

常温 賞味期限 12ヵ月

12ヵ月

商流 希望 日本側代理店・指定商社経由
代理店名・
指定商社名

商材により異なる

保存方法 常温 賞味期限 12ヵ月

商材⑤ 菓子類 用途 小売用 保存方法 冷蔵

調達希望
商材

商材④ 加工食品 用途 小売用

商材③ 冷凍食品 用途 小売用

企業概要

シンガポールにまだ出回っていないユニークで特別な食材を広める目的で設立。大企業からの仕入より、中小企業と密接に
関わっていきたいとの意向。商品群は特に日本酒を含むアルコール飲料や生鮮物の取扱いが中心。オンライン販売も今後
行っていく予定である。主要顧客はスーパーマーケット、レストラン中心で、将来的には周辺国へも販売先を増やしていく予
定。

取り扱っている
主な日本産品

日本酒

販売先 飲食関連、ホテル、自社店舗、卸売業者、スーパー等 顧客層 富裕層、中間層

＜バイヤー⑤＞

企業名 Epicure Central Pte Ltd

業種 商社・卸売業 HP

商材② 食品加工 用途 業務用・小売用 保存方法 商談による 賞味期限

商材① 日本酒 用途 業務用・小売用 保存方法

保存方法 冷蔵、冷凍 賞味期限 12ヵ月

賞味期限 12ヵ月

商談による 賞味期限 12ヵ月

12ヵ月

商流 希望 日本側代理店・指定商社経由
代理店名・
指定商社名

アグリホールディングス株式会社

保存方法 商談による 賞味期限 12ヵ月

商材⑤ 菓子類 用途 業務用・小売用 保存方法 商談による

調達希望
商材

商材④ スナック菓子 用途 業務用・小売用

商材③ 水産物 用途 業務用・小売用




