「中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX）」関連行事

日本・トルクメニスタンビジネスウェビナー
「貿易・投資の可能性」
および
「CAVEX-B2B：トルクメニスタン」
開催のご案内
2021年２月12日
一般社団法人
拝啓

ロシアNIS貿易会（ROTOBO）

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、トルクメニスタンからは10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。以下にトルクメニ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・トルクメニスタンビジネスウェビナー ２月19日（金）
▶CAVEX-B2B：トルクメニスタン（オンライン商談会）



特設ウェブサイト：https://www.rotobo-cavex.jp



本件連絡先： （一社）ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所

2/15（月）～2/26（金）

担当：▶CAVEXトルクメニスタン担当 森、中馬 / 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。

（別紙）
1．日本・トルクメニ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。
トルクメニ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・トルクメニスタンビジネスウェビナー
「貿易・投資の可能性」
開催概要
 日 時：

2021年２月19日（金）14:00～16:30（トルクメニスタン時間 10:00-12:30）

 主 催：

（一社）ロシアNIS貿易会、在日トルクメニスタン大使館

 協 力：
 参加料：無料


経済産業省、日本トルクメニスタン経済委員会
/ ◆ 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17日（水）12:00 （日本時間）
 申し込み先URL：

https://jp-tr.org/entry/?post_id=1041

日本時間
（トルクメニスタン時間）

プログラム

14:00-15:00
（10:00-11:00）

セッション１：伝統分野におけるさらなる協力の発展

14:00-14:03
（10:00-10:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会

14:03-14:08
（10:03-10:08）

◆日本側来賓挨拶
都梅 博之 日本トルクメニスタン経済委員会 会長／
伊藤忠商事㈱ 常務執行役員、機械カンパニープレジデント

14:08-14:20
（10:08-10:20）

◆CAVEX 参加組織による報告①「トルクメニスタンへの投資」
ペルマン・ピガモフ トルクメニスタン財務・経済省経済リスク防止庁

14:20-14:32
（10:20-10:32）

◆CAVEX 参加企業による報告②
「国営コンツェルン『トルクメンガス』のガス化学・ガス処理コンプレクスプロジェクト実現の方向性」
アガゲリディ・ホジャエフ トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンガス」
国際経済関係部長臨時代行

14:32-14:44
（10:32-10:44）

◆CAVEX 参加企業による報告③「トルクメニスタン化学分野の有望な投資プロジェクト」
ユーリー・マラムハ トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」 投資・資本建設副部長

14:44-14:55
（10:44-10:55）

◆CAVEX 参加組織による報告④「2020～2025 年の発展戦略」
ハルムラト・ガラエフ トルクメニスタン国営商品・原料取引所

14:55-15:00
（10:55-11:00）

◆日本側コメント①
岡垣 豊 元・在トルクメニスタン日本国大使館 一等書記官
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ロシア NIS 経済研究所

部長

専門家

分析・新技術副部長

15:00-15:30
（11:00-11:30）

◆休憩/リザーブ

15:30-16:30
（11:30-12:30）

セッション２：新分野開拓の可能性

15:30-15:32
（11:30-11:32）

◆開会
輪島

15:32-15:41
（11:32-11:41）

◆CAVEX 参加組織による報告⑤「トルクメニスタンにおける繊維産業の発展」
グセイン・グセイノフ トルクメニスタン繊維工業省「トルクメンバシ・テキスタイル・コンプレクス」副社長

15:41-15:50
（11:41-11:50）

◆CAVEX 参加組織による報告⑥「トルクメニスタンにおける展示会・見本市活動」
ケマル・アマノフ トルクメニスタン商工会議所 展示会・見本市部長

15:50-15:59
（11:50-11:59）

◆CAVEX 参加企業による報告⑦「
『Tac Hil』社の経験」
サヘル・アシロフ 個人事業主「Tac Hil」 輸出マネージャー

15:59-16:07
（11:59-12:07）

◆CAVEX 参加企業による報告⑧「自然からの喜び—私たちからの品質」
ドヴレトムハメト・アタガルリエフ 個人事業主「Miweli Ulke」 社長

16:07-16:15
（12:07-12:15）

◆CAVEX 参加企業による報告⑨「共同の取り組み—より大きな可能性」
バイラムゲリディ・ベゲンジョフ 事業体「Mukhammet-Balkan」 マーケティングディレクター

16:15-16:23
（12:15-12:23）

◆CAVEX 参加企業による報告⑩「
『Abadan Haly』とは」
シリン・アブサマトヴァ 公開型株式会社「Abadan Haly」 デザイナー

16:23-16:28
（12:23-12:28）

◆日本側コメント②
下社 学 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 企画部 海外地域戦略主幹（ロシア・ユーラシア）

16:28-16:30
（12:28-12:30）

◆閉会

実樹

（一社）ロシア NIS 貿易会

ロシア NIS 経済研究所

部長

※上記スケジュールは２／12（金）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。

２．CAVEX-B2B：トルクメニスタン（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。トルクメニ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。
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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
【CAVEX-B2B 実施イメージ】

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。
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。
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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：トルクメニスタン
【企業名】トルクメニスタン財務・経済省
【ウェブサイト URL】https://fineconomic.gov.tm/ru （ロシア語）

１

【活動分野】経済分析および予測、国家予算の立案および執行、国家財政および金融市場の発展、保
険・監査業務、マネーロンダリング・金融テロ対策、国による金融規制、会計・財務報告手法の確保、
知的財産の保護といった分野における政策の立案・実現
【企業名】トルクメニスタン繊維工業省

２

【ウェブサイト URL】www.textile.gov.tm

（ロシア語・英語）

【活動分野】繊維部門（繊維部門、革靴製造部門、縫製部門の諸企業等の業務調整）
【企業名】トルクメニスタン商工会議所

３

【ウェブサイト URL】https://www.cci.gov.tm/en/ （英語）
【活動分野】商業・経済、学術、技術における海外パートナーとの関係構築に係る支援
【企業名】トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンガス」

４

【ウェブサイト URL】https://turkmengaz.gov.tm/en （英語）
【事業分野】ガス鉱床の開発、天然ガスおよびガスコンデンセートの採掘、精製、輸送、ガスおよび
その精製の結果得られた製品の販売、輸出
【企業名】トルクメニスタン国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」
【ウェブサイト URL】－

５

【事業分野】鉱物肥料に対するトルクメニスタンの農業需要の充足、ならびに国内需要向けと輸出向
けの双方を狙いとした鉱物肥料生産の規模および品目の拡大、ヨウ素製品生産規模の拡大、高品質製
品の生成を目的とした既存の臭化ヨウ素資源の複合的な利用
【企業名】トルクメニスタン国営商品・原料取引所

６

【ウェブサイト URL】https://www.exchange.gov.tm/?lang=en （英語）
【事業分野】商品・原料取引所による仲介サービス、国内メーカーのための取引および競売の実施、
石油製品、繊維・絨毯製品、化学産業製品、農業製品等の輸出
【企業名】個人事業主「Tac Hil」

７

【ウェブサイト URL】http://tachil.com/ （英語）
【主力製品等】ポリ袋、ウェットティッシュ、液体洗剤、食器用洗剤、消毒剤、香水
【企業名】個人企業「Miweli Ulke」

８

【ウェブサイト URL】http://miweliulke.com/ （トルクメン語）
【事業分野】野菜・果物の卸商取引、冷蔵倉庫保管
【企業名】事業体「Mukhammet-Balkan」

９

【ウェブサイト URL】https://mbgrouptm.com/en/home/ （英語）
【事業分野】建設、絨毯生産、レストランビジネス、靴生産、皮革生産
【企業名】公開型株式会社「Abadan Haly」
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【ウェブサイト URL】http://www.abadanhaly.net/# （英語）
【主力製品等】絨毯および絨毯製品

11

【企業名】企業家ジュマニヤゾフ・アタジャン（商標『AK GAR』
）
【ウェブサイト URL】http://www.akgar.com.tm/
【主力製品等】砂糖、キャラメル、チューイングキャンディ等砂糖菓子等

4

【企業名】企業家ベグジャノヴァ・アマンドゥルスン（製菓企業『BALAM』）

12

【ウェブサイト URL】―
【主力製品等】ケーキ、パイ、パン等
【企業名】製菓工場「Bars」

13

【ウェブサイト URL】https://barstm.com/

（ロシア語）

【主力製品等】チョコレートバー、パウンドケーキ、チョコレートペースト等
【企業名】製菓工場「Mekan」

14

【ウェブサイト URL】―
【事業分野】キャラメル、チョコレート菓子、ワッフル、クッキー等
【企業名】企業家ドゥルディエフ・イラマン（商標『SNEKO』
）

15

【ウェブサイト URL】―
【事業分野】野菜・果物・ハーブ・きのこ類の乾燥製品
【企業名】個人事業主「Datly Serbet」

16

【ウェブサイト URL】http://tazeay.com/index_eng.html （英語）
【主力製品等】クッキー、パウンドケーキ、マフィン、ワッフル等

17

【企業名】個人事業主「Turkmenistan Rysgaly」
（商標『Ak Bulut』）
【ウェブサイト URL】http://akbulut-ab.com/ （トルクメン語）
【主力製品等】ウェットティッシュ、乳児用オムツ、シャンプー、シャワージェル、ハンドソープ、
髭剃り等の衛生製品

（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

２

３

４

５

６

ウェブサイト開設

７

８

９

１０

１１
【祝日】

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

ウズベキスタン

カザフスタン

タジキスタン

トルクメニスタン

ウェビナー開催
キルギス
B2B実施
展示会開幕

２１

２２

２３
【祝日】

２４

２５

２６

２７

CAVEX終了
ウェブサイト閉鎖
B2B実施
展示会場閉幕

以上
5

