はじめに
2021年２月１日（月）～26日（金）、ロシアNIS貿易会は「中央アジア・バーチャルEXPO
（以下、CAVEX）」を開催した。
本事業は、新型コロナウィルスに対応する新しい形での中央アジア５カ国の企業と日本
企業との交流を目的として実施した。２月１日（月）にオンラインプラットフォーム（特設ウェブ
サイト）を公開し、２週間のプレオープン期間中にサイトを通じて参加国の基礎情報や企業・
組織を紹介し、B2Bの受付をスタートした。15日（月）からは小規模なバーチャル展示会を
開催し、19日（金）までの本開催期間がスタートした。本開催期間中は１日１カ国ずつのナ
ショナルデイを設定し、展示会場の特設サイトで対象国のPR動画を映写したり、オンライン
で対象国の投資ウェビナーを開催したりした（ウェビナーの詳細は別稿）。20日（土）以降も
ウェブサイトや展示会の公開を続け、フォローアップを行った。
CAVEXの特設ウェブサイトおよびバーチャルミニ展示会には各国の政府機関、組織、企
業が参加し、日本企業に向けて商品や投資プロジェクトのPRを行った。以下にその概要を
ご紹介する。

展示会場の全体図

特設ウェブサイト／バーチャル展示会参加企業一覧：ウズベキスタン
【組織名】ウズベキスタン繊維産業協会（Uztuqimachiliksanoat）
【ウェブサイト URL】https://uzts.uz/en
【活動分野】国内約 1,970 社の繊維・縫製・ニット製品メーカーを会員に持つ企業協会。国産縫製品のブランディング
や海外展開、国内縫製工場の近代化に係る投資誘致などに従事。
【企業名】有限責任会社「Livadiya Bukhara」
【Youtube URL】https://www.youtube.com/channel/UCvxMWkLWRV3xn8Yy3tusohQ （ロシア語）
【事業分野/主力製品】食品加工用の遠赤外線乾燥機の製造を主軸事業とする。また小売販売向けに乾燥野菜チッ
プスやドライフルーツ、天然サプリメントの生産も行う。
【企業名】有限責任会社「Bukhara Cotton Textile」
【ウェブサイト URL】https://bctdenim.com
【事業分野/主力製品等】英国との合弁企業。デニム・ジーンズが主力製品。綿花栽培から完成品まですべてを手掛
ける垂直統合型の事業モデルを展開。
【企業名】有限責任会社「AGRICULTURAL EKSPORTS DEVELOPMENT」
【ウェブサイト URL】http://agroprominvest.uz
【事業分野/主力製品等】2020 年５月に創業した、ブハラ州に所在する農産品生産加工企業。果物・豆類が主力商
品。輸出に力を入れており、輸出額はすでに総額 69 万 500 ドルに達する。
【企業名】合弁有限責任会社「UZ-Segang」
【ウェブサイト URL】https://sunfinite.com
【事業分野/主力製品等】韓国との合弁企業。フェルガナ州に所在し、果物を中心とした農産品の生産加工に従事。
韓国の最新技術を実装した自社工場・物流センターを構える。
【企業名】有限責任会社「Ideal Tekstil Orzu」
【ウェブサイト URL】https://ideal-garments.uz （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】紳士向け衣料品（ズボン、シャツ、ジャケット、コート、ジャンパーなど）の生産に従事。自社
ブランド「Ideal Garments」を展開。
【企業名】有限責任会社「Lyuks plus servis」
【ウェブサイト URL】http://vakkoni.com/index.php?q=en
【事業分野/主力製品等】スーツ、ジャケット、シャツ、コート、ジャンパーなど紳士向け衣料品を生産。自社ブランド
「Vakkoni Collection」を展開。
【企業名】有限責任会社「Daka Inteks」
【ウェブサイト URL】https://dakatex.ru/en
【事業分野/主力製品等】ニット製品の生産に従事。綿糸の生産から完成品の梱包まで至るプロセスをすべて自社で
内製化。モスクワに在外事務所と倉庫を保有する。
【組織名】ウズベキスタン電機企業協会（Uzeltechsanoat）
【ウェブサイト URL】https://uzeltech.uz/en
【事業分野】国内約 90 の電機メーカーが加入する企業協会。会員企業は主に家電製品、ケーブル・導体製品、動力
製品の３部門に分けられ、協会はそれらの発展に係る戦略立案や投資誘致に従事。
【組織名】ウズベキスタン共和国国家資産管理庁
【ウェブサイト URL】https://davaktiv.uz/en
【事業分野】国家資産の効率的な管理に係る政策の実行機関。国有企業の民営化を図るべく、政府保有株の民間放
出を推進。
【企業名】有限責任会社「Great Rich」
【事業分野/主力製品等】ニット製品、婦人向けパジャマ、肌着、子供向けスポーツシャツ、おむつなどを生産。製品は
100％綿および竹布を素材とする。
【企業名】有限責任会社「Aziya Fruits Garden」
【事業分野/主力製品等】ブハラ州に所在し、農産品・ドライフルーツの生産加工に従事。

【企業名】有限責任会社「Art Soft Holding」
【ウェブサイト URL】http://www.artsofttex.uz
【事業分野/主力製品等】ナマンガン州初となるタオル製品メーカー。地場産の綿 100％を使用した紡績糸、タオル、
ガウンなどを生産。
【企業名】有限責任会社「Nafis Tex Group」
【ウェブサイト URL】http://nafistex.uz （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】ナマンガン州に所在する衣料品メーカー。紳士・婦人・子供向けニット製品の生産に従事。
自社製品のうち 90％を輸出に供する。
【企業名】有限責任会社「Asror tekstil sanoat」
【ウェブサイト URL】https://dmaretti.com （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】ナマンガン州所在の紳士服メーカー。自社ブランド「D.Maretti」のもと、スーツ、シャツ、コー
ト、ウインドブレーカーなどを生産。CIS 諸国をメインに製品を輸出。
【企業名】有限責任会社「Agro Eksim Gold」
【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】カラカルパクスタン自治共和国に所在する農産品生産企業。主力はトマトで、3.6 ヘクター
ルの専用温室栽培施設を保有する。
【企業名】有限責任会社「Sardoba Tekstil」
【ウェブサイト URL】http://sardobatextile.uz（ロシア語）
【事業分野/主力製品等】縫製品・ニット製品の生産に従事。主力製品は作業服・防護服だが、シャツや肌着、キャッ
プなども生産。モスクワに駐在事務所を構え、輸出は現状すべてロシアへ行う。
【企業名】合弁有限責任会社「Sarbonteks」
【ウェブサイト URL】http://sarbonteks.uz
【事業分野/主力製品等】英国との合弁企業。包帯、手術用被布、脱脂綿、ロールガーゼ、カットガーゼなど医療用被
覆材の生産に従事。2018 年より自社製品の輸出を開始。
【企業名】有限責任会社「Yaskanamu Future」
【ウェブサイト URL】http://www.yaskanamu.com （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】ニット製品を主力とする縫製企業。自社ブランド「YSK」のもと、100％綿花素材のトレーナー
やシャツなど衣料品を国内で展開。
【企業名】有限責任会社「CRAFERS」
【ウェブサイト URL】http://crafers.uz/en
【事業分野/主力製品等】中央アジア有数の製菓メーカー。チョコレート菓子、ビスケット、ワッフルなどを主軸とし、国
内および CIS 諸国に多数の直営店「Sweet House」を展開。

特設ウェブサイト／バーチャル展示会参加企業一覧：カザフスタン
【企業名】有限責任事業組合「Baharat」
【事業分野】家畜・鶏用混合飼料生産
【企業名】有限責任事業組合「Alma Agri Industries」
【ウェブサイト URL】http://www.mirakgroup.com （英語）※プロジェクトパートナーMirak Groupe のサイト
【事業分野】キノコ、野菜・果物の加工および缶詰
【企業名】「High tech XXI 」
【ウェブサイト URL】https://www.ht21.kz/ （ロシア語）
【事業分野】建物の自動監視システム製造
【企業名】有限責任事業組合「Zhas-Kanat 2006」
【ウェブサイト URL】http://zhk2006.kz/en （英語）
【事業分野】養鶏、鶏肉生産
【企業名】有限責任事業組合「Sembell」
【事業分野】牛肉の生産・加工

【企業名】有限責任事業組合「Kazakh Osseter」
【事業分野】魚の養殖、魚製品の製造
【企業名】有限責任事業組合「Dosset Farm」
【事業分野】羊肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Qazaq Astyq Group」
【ウェブサイト URL】http://qazaqastyq.kz/en/home （英語）
【事業分野】植物油脂製造
【企業名】有限責任事業組合「EMC Agro」
【ウェブサイト URL】http://www.emcagro.kz/en
【事業分野】豚肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Meat Processing and Service」
【事業分野】牛肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Kartex Group」
【事業分野/】水および飲料の生産
【企業名】有限責任事業組合「Raduga」
【ウェブサイト URL】https://www.kdr.kz （ロシア語）
【事業分野】紙製品のほか、プラスチック製品、インスタント食品、石鹸など 1,000 品目を生産
【企業名】有限責任事業組合「Almerek」
【ウェブサイト URL】https://www.almerek.com
【事業分野】医薬品、医療用製品の生産・卸売、医療用使い捨て製品の生産
【企業名】法人連合「カザフスタン油脂連合協会」
【事業分野】カザフスタン共和国における油脂産業の発展
【企業名】有限責任事業組合「Beisenfarm」
【事業分野】特許取得薬剤「ノタロロン」（肝硬変、肝炎（A 型、B 型、C 型）の治療、肝臓疾患の予防）のプロモーショ
ン、生産、販売
【企業名】有限責任事業組合「Sezual」
【ウェブサイト URL】https://sezual.com/en （英語）
【事業分野】視覚障がい者支援製品の開発・生産
【企業名】アスタナ国際金融センター
【ウェブサイト URL】https://aifc.kz （英語）
【活動分野】投資家へのカザフスタンや中央アジア諸国の、国や民間の有価証券、大小様々な規模のビジネス・プロ
ジェクトの提案など
【企業名】国営企業「カザフインベスト」
【ウェブサイト URL】https://invest.gov.kz （英語）
【活動分野】投資における優遇措置および投資プロジェクトの実現と今後の推進のために必要な様々な許認可取得
のサポートなど、国による投資家への支援措置の実施
【企業名】国営企業「カザフツーリズム」
【ウェブサイト URL】https://qaztourism.kz/en （英語）
【活動分野】カザフスタン観光産業のプロモーション
【企業名】カザフスタン産業・輸出センター「カズインダストリー」
【ウェブサイト URL】https://qazindustry.gov.kz/en （英語）
【活動分野】カザフスタン製造業の発展支援のための体系的な措置の実施、および経済特区・インダストリアル・ゾー
ン発展のコーディネート

特設ウェブサイト／バーチャル展示会参加企業一覧：キルギス
【企業名】農業事業体「Eco Ferma」
【インスタグラム URL】https://www.instagram.com/ecoferma_market_kg （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】有機栽培の農産物を使用したオーガニック食品の生産を手掛ける。グラノーラ、ナッツペー
スト、ロースイーツなどが主力商品。
【企業名】農業事業体「Tomat KG」
【ウェブサイト URL】http://www.tomat.kg/tomat-kg.html
【事業分野/主力製品】濃縮トマトペーストの生産に従事。加工トマトの栽培からペーストへの加工まで一貫して自社
で行う。着色料や香料など添加物は使用していない。
【企業名】Studio CHAPANSAR
【ウェブサイト URL】https://chapankg.com/en/glavnaya-english/#
【事業分野/主力製品等】中央アジア諸民族の伝統衣装を現代的にアレンジしたアウターウェアを製作するファッショ
ンスタジオ。数々の国際コンクールで受賞実績あり。
【企業名】有限責任会社「Aroniya Farm」
【FaceBook URL】https://www.facebook.com/Aronia-Pharm-1684638408331869 （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】医薬品やサプリメントを製造する製薬会社。製造・品質管理の基準である GMP 認証を取
得しており、国内だけでなく CIS や欧州諸国で自社製品を展開。
【企業名】有限責任会社「Kirtaun Layn」 (ТМ Keremet Construction)
【ウェブサイト URL】http://keremet.kg
【事業分野/主力製品等】国内総合建設会社で、主に高所得者層向け集合住宅建設の分野を主軸とする。
常に世界の建設市場のトレンドを注視し、先進的なイノベーションを積極的に取り入れる。
【組織名】キルギス共和国食肉生産加工業者協会「Kyrgyz-Et」
【事業分野/主力製品等】2014 年設立の食肉関連従事者による協会。畜産農家や食肉加工企業が協会に加入し、
会員に対して輸出先拡大や認証獲得、最新技術の導入などの支援を行う。
【企業名】有限責任会社「ejoo trade」
【ウェブサイト URL】https://ejoo.kg （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】食品の輸入および販売を専門とする商社。油脂製品や食品・飲料素材などが主な取扱商
品。現在は植物由来の原料から成る食品包装材の輸入パートナーを探している。
【企業名】有限責任会社「Aiko Seiko」
【事業分野/主力製品等】採掘業や軍事産業向けの作業服、保護具、軍装品、特殊布地などを製造。カザフスタンや
ロシアへ製品の輸出を行う。現在スキーウェアなど民生品の製造開始を計画中。
【企業名】I DO MARKETING
【ウェブサイト URL】https://idomarketing.io
【事業分野】国内最大手のデジタルメディアエージェンシー。サイトやアプリの開発、ネット広告、デジタル教育などを手
掛ける。Google や Yandex（ロシア検索エンジン）の公式代理店。
【組織名】農業協同組合「Alysh-Dan Organic」
【事業分野/主力製品等】有機栽培によるドライ・アプリコットを扱う農業団体。国際有機認証である IMO control、
Organic standard、Fairtrade を取得済み。輸出先はロシアとカザフスタン。
【企業名】国際観光登山センター「Tien-Shan」
【ウェブサイト URL】https://itmc.travel
【事業分野】トレッキングや登山、乗馬ツアーなどアドベンチャーツーリズムを手掛ける旅行会社。過去30年以上に渡
り諸外国の個人および法人に旅行商品を提供。
【組織名】公共財団「Rescue service in mountains of Kyrgyzstan」
【ウェブサイト URL】https://rescue.centralasia.kg/en/home
【事業分野】山岳救助を専門とする非営利団体。外国人登山客の山岳救助実績多数あり。国際山岳救助協議会
（ICAR）の会員。

【企業名】有限責任会社「Ulay Style」
【ウェブサイト URL】http://ulay.kg （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】包装袋、ポリエステル糸、ボタン、ファスナー、バックルなどアパレル製品向け付属品を製
造。小ロットながらカザフスタンやロシアへ輸出実績あり。
【企業名】有限責任会社「М-Vector」
【ウェブサイト URL】http://m-vector.com/en
【事業分野】市場調査やビジネス・コンサルティングなどのサービスを提供。国内外・官民問わず多数のクライアントを
抱える。ギャラップ国際協会キルギス代表を務める。
【企業名】有限責任会社 「Ecoproduct Asia」
【ウェブサイト URL】http://www.ecoproduct.kg/en
【事業分野/主力製品等】果物・野菜ジュースの製造販売に従事。直搾りジュースの生産では国内首位の地位を占め
る。商品輸出先はロシアやカザフスタンなど
【企業名】有限責任会社「BM Assist」
【ウェブサイト URL】―
【事業分野/主力製品等】主にスポーツおよび娯楽施設など非居住用建設の元請け業務を行う建設会社。
関連資機材の輸入も行う（主に中国とトルコ）。
【企業名】有限責任会社「Aliya」
【ウェブサイト URL】https://aliyafurs.kg （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】羊毛皮の加工および同製品の製造を専門とする企業。紳士・婦人用上着、帽子、スリッパ、
絨毯、ホームインテリアなどが主な商品ラインナップ。
【企業名】有限責任会社「Imperial Group Company」
【ウェブサイト URL】http://imperial-group.org （ロシア語）
【事業分野/主力製品等】キルギス初の国産靴メーカー。イタリア製の製造ラインを保有し、一般用から産業用・軍隊
用まで幅広い種類の靴を生産。
【企業名】有限責任会社「Manyz.KG」
【ウェブサイト URL】https://export.gov.kg/en/for-importers/exporters/manyzkg
【事業分野/主力製品等】クルミおよび蜂蜜を主力商品とするキルギス南部の企業。自然環境への負荷が少ないエコ
ロジカルな生産を掲げ、消費者へ訴求。輸出先は中国やロシアが中心。

特設ウェブサイト／バーチャル展示会参加企業一覧：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）
【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
【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
【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」
【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」
【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
【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」
【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」
【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」
【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」
【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
【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
【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』）
【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」
【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」
【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』）
【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」
【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
【企業名】個人事業主「Turkmenistan Rysgaly」（商標『Ak Bulut』）
【ウェブサイト URL】―
【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

バーチャル展示会上に設置された特設ステージ（ナショナルデイ仕様のデザイン）

各国ブース（正面）

各国ブース内には企業紹介とスクリーンを設置

ブース内でQ&Aに対応

特設ウェブサイト

ガイドが出迎え、実際の展示会らしさを演出

本事業のためのオンラインプラットフォー

した。ブース内には、B2Bの候補となる企業・

ムとしてCAVEX特設ウェブサイトを設置した。

組織・政府機関のポスターが10点ずつ掲示さ

トップページでは、CAVEX事業の概要や参

れ、ポスターをクリックすると製品やプロジ

加国を紹介するとともに、バーチャルミニ展

ェクトを紹介するカードや動画を見られる仕

示会の入口を設置したり、投資ウェビナーの

組みになっていた。また、ブース内にはスクリ

申し込みを受け付けたりして情報提供を実施

ーンも設置され、そこでも国や企業の紹介動

した。 また、国別ページを作成し、当該国に

画を見ることができた。他にもそれぞれのブ

ついての基礎情報を紹介し、B2Bの候補となる

ースでB2Bの面談希望や国・企業に対する質問

各国の企業・組織・政府機関の情報を掲載し、

を受け付けた。

ナショナルデイに開催される投資ウェビナー
への参加やB2B面談の希望を受け付けた。

展示会場の一番奥に設置された特設ステー
ジでは、
（タジキスタンを含む）各国のPR動画
や投資ウェビナーの記録が公開された。２月
15 日（月）～19日（金）のナショナルデイに
は、毎日、国ごとに異なるデザインの静止画が
表示されていた。

おわりに
本事業は中央アジア５カ国を対象とし、各
国の投資誘致機関、商工会議所、また在日大使
館等が現地側のカウンターパートとなり、参
加企業・団体・組織の選定や企業情報の収集に
ご尽力いただいた。この場をお借りして、事務
局一同より改めて御礼申し上げたい。
約１カ月の開催期間中、約1,200人のユーザ
ーがウェブサイトを訪れ、約700人がバーチャ
ル展示会に来場した。特設サイトもバーチャ
特設ウェブサイトトップページ

ル展示会もロシア語サイトも作成していたこ
とで日本はもちろん、中央アジアやロシアな
どからも多くのアクセスがあった。

バーチャル展示会
2021年２月15日（月）からは、バーチャル展
示会を開催した。バーチャル空間に設けられ
た展示会の受付ではロボットが来場者を出迎
え、会場には（タジキスタンを除く）各国のナ
ショナルブースと特設ステージが設置された。
国旗をモチーフとした国別カラーや民族的
模様で飾られたナショナルブースでは各国の

新型コロナの影響で、諸外国への行き来が
難しくなり、日本と中央アジアの交流も滞っ
ている。しかし一方で、現地へ足を運ぶことが
難しく、情報を入手しづらい中央アジアであ
っても、オンラインを駆使して交流を図るこ
とができるということが今回のCAVEXでわか
った。これを機に日本と中央アジアと交流が
深まることを期待したい。（構成：中馬 瑞貴）

本稿は『ロシア NIS 調査月報』2021 年４月号にも掲載されています。

