
※1)紹介動画をぜひご覧ください。

※2)企業番号１～１０は商談日が１２月１５日（第１日目）、企業番号１１～２０は商談日が１２月１６日（第２日目）となります。

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業、卸売業、小売業

★日本代理店：　なし

http://www.cocowonder.com.ph/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

米国、アジア、欧州、アフリカ

オーストラリア

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

J. Emmanuels Pastries

業種：製造業、卸売業者

★日本代理店：　なし

商談目的 希望商談先 輸出実績

https://www.facebook.com/houseofpili/

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://wlfoods.com.ph/

2

https://youtu.be/Gox1mDkFUpA

3

W.L. Food Products
https://youtu.be/ksi9dpvZ2Tw

「フィリピン食品ビジネス・オンライン商談会2021」 参加企業リスト

https://youtu.be/1-TuG2G5dnk

Andy Albao Corporation

1

オーガニック認証 (USDA 

NOP, EU Organic and JAS 

Organic)、ハラール認証、

コーシャー認証、米国FDA、

フィリピンＦＤＡ

カカオパウダー、カカオニブ、ココ

ナッツオイル、MCTオイル、ココ

ナッツシュガー、ココナッツビネガー、

ココナッツチップス、ココナッツトル

ティーヤ、ココナッツブレッド、ココ

ナッツスプレッド

スーパーマーケット、食料品店、

飲食店、商社、

食品・化粧品メーカー

輸出先の開拓、

OEM/ ODM委託元の開拓

ピリナッツ（ロースト、ハニー、

ガーリック、バーベキュー、チリ、

ヒマラヤ岩塩、シーソルト、ナチュ

ラル）

HACCP、GMP、大統領賞受賞

（４回）、その他民間団体によ

る受賞多数

輸出先の開拓、OEM／ODM先の開拓 日本、米国日本および近隣国へのピリナッツ

スナック類、ビスケット・クッ

キー類、麺類、コーヒー、飲料

FDA

商社、卸売業者、小売店、

スーパーマーケット

輸出先の開拓 台湾、中国、ベトナム、シンガポール、

マレーシア、豪州、カナダ、米国、中

https://youtu.be/1-TuG2G5dnk
https://youtu.be/1-TuG2G5dnk
https://youtu.be/1-TuG2G5dnk
https://youtu.be/1-TuG2G5dnk
http://www.cocowonder.com.ph/
https://youtu.be/Gox1mDkFUpA
https://youtu.be/Gox1mDkFUpA
https://www.facebook.com/houseofpili/
https://youtu.be/ksi9dpvZ2Tw
https://youtu.be/ksi9dpvZ2Tw
https://wlfoods.com.ph/
https://youtu.be/Gox1mDkFUpA
https://youtu.be/ksi9dpvZ2Tw
https://youtu.be/1-TuG2G5dnk


企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://www.bananachips.com.ph/

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://jncphilippinebananachips.com/

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし

http://magicmelt.com/about-us/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://youtu.be/Ra6rPmMuKoA

6

Magic Melt Food Inc.

https://youtu.be/M3c3SYCOPcg

4

See's International Food

Mfg. Corp. https://youtu.be/OEknwxmPHI8

5

CJ Uniworld Corporation

ゴールドチップス

最高級バナナチップス）

BRC、HACCP、オーガニック認証

(EU、米国)、ハラール認証、コー

シャー認証

商社、卸売業者、小売業者輸出先、OEM/ODM委託元 日本、米国、欧州、中国、

豪州、韓国

オーガニックバナナチップス FSSC22000(Ver.5)、GMP、

HACCP、ISO9001(2015)

ハラール認証、コーシャ―

認証

卸売業者、小売業者、販売業者 日本、米国、欧州、アジア輸出先の開拓

菓子類

ビスケット、クッキー、パン

ハラール認証、HACCP、

GMP

卸売業者、小売業者、販売業者

商社

米国、カナダ、中東、

ニュージーランド

輸出先の開拓

https://youtu.be/OEknwxmPHI8
https://mybiginc.com/　（工事中）
https://youtu.be/OEknwxmPHI8
https://www.bananachips.com.ph/
https://youtu.be/M3c3SYCOPcg
http://www.eaudecoco.com/
https://youtu.be/M3c3SYCOPcg
https://jncphilippinebananachips.com/
https://youtu.be/Ra6rPmMuKoA
https://youtu.be/Ra6rPmMuKoA
http://magicmelt.com/about-us/
https://youtu.be/Ra6rPmMuKoA
https://youtu.be/M3c3SYCOPcg
https://youtu.be/OEknwxmPHI8


企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし

http://www.eaudecoco.com/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし

https://pasciolcoagriventures.business.site/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：その他

★日本代理店：　なし

http://www.marketreachinternational.com/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

8

Pasciolco Agri Ventures

https://youtu.be/_crYZnY4Fbc

9

Market Reach International

Resources
https://youtu.be/SEJsJpdY8JQ

7

Eau de Coco Inc. https://youtu.be/3GVdfURcsBs

—

ココナッツウォーター、ココナッツ

果肉、ココナッツスムージー、ス

パークリングココナッツウォーター、

ココナッツウオーターパウダー、

ココナッツフレーク、ココナッツ

ピューレ等

FSSC22000、HACCP、GMP、

オーガニック認証、コー

シャー認証、ハラール認証

オーガニックバージンココナッツオ

イル、オーガニックココナッツジャ

ム、オーガニックココナッツシロッ

プ、オーガニックココナッツシュ

ガー、オーガニックココナッツバル

サミコ、オーガニックココナッツア

ミノ、オーガニックココナッツ酢

オーガニック認証(JAS含む）、

コーシャー認証、ハラール認証、

GMP、HACCP、FDA（EU、

USA）

食品（ドライフルーツ、

チップス、缶詰、麺類等）、

冷凍食品（フルーツ、野菜、ケーキ

等）、その他（ヘアケア、フェイ

シャル関連製品）

ハラール認証、ISO、FDA

輸出先の開拓、

ビジネスパートナーの開拓

飲料メーカー、健康食品関連企業

商社、販売業者

卸売業者、小売業者、商社
米国、カナダ、ドイツ、

ロシア、アジア諸国

輸出先の開拓、

OEM/ODM委託元の開拓

輸出先の開拓 中東、アジア、ニュージーラン

ド、その他
商社、卸売業者等、ド

ラッグストア

参加キャンセル

https://youtu.be/3GVdfURcsBs
http://www.eaudecoco.com/
https://youtu.be/_crYZnY4Fbc
https://youtu.be/_crYZnY4Fbc
https://youtu.be/_crYZnY4Fbc
https://pasciolcoagriventures.business.site/
https://youtu.be/SEJsJpdY8JQ
https://youtu.be/SEJsJpdY8JQ
https://youtu.be/SEJsJpdY8JQ
http://www.marketreachinternational.com/
https://youtu.be/_crYZnY4Fbc
https://youtu.be/SEJsJpdY8JQ
https://youtu.be/3GVdfURcsBs


企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://imohsohealthy.com/

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://www.facebook.com/BuenasPH/ 商社、卸売業者 ー

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業、その他 商談目的 希望商談先 輸出実績

★日本代理店：　なし 米国、シンガポール、香港

https://generalnutrifoods.com/

10

Innovative Packaging Industry

Corporation　(Oh So Healthy!) https://youtu.be/VNmlK79fvGY

https://youtu.be/VPBWiwZkgYs

https://youtu.be/4rMkKV7BA9o
General Nutrifoods

Philippines, Inc.

Gem Foods International, Inc.

12

11

缶詰食品

マグロ加工食品、ツナ缶多種

（オリーブオイル漬、チリ味、

レモン＆ペッパー味）、いわし缶

詰

フルーツジャム、麺類、ソース、

調味料、冷凍フルーツ、冷凍野

菜、冷凍根菜類

HACCP、ハラール認証、ドル

フィンセーフ認証、OU、GMP、

BRC、IFS、MSC、FDA

輸出先の開拓

輸出先の開拓 商社、卸売業者

GMP、HACCP、ハラール

認証、FSSC ISO22000、

QMS

フルーツ＆ベジタブルチップス FSSC22000、米国FDA、Non GM、

ハラール認証、Vegecert

卸売業者、代理店、商社、

ヘルシースナックのバイヤー

輸出先の開拓 日本、米国、シンガポール、カナ

ダ、豪州

https://youtu.be/VNmlK79fvGY
https://youtu.be/VNmlK79fvGY
https://imohsohealthy.com/
https://youtu.be/VPBWiwZkgYs
https://youtu.be/VPBWiwZkgYs
https://www.facebook.com/BuenasPH/
https://youtu.be/4rMkKV7BA9o
https://generalnutrifoods.com/
https://youtu.be/VNmlK79fvGY
https://youtu.be/VPBWiwZkgYs
https://youtu.be/4rMkKV7BA9o


企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

ISO, GMP, HACCP

業種：製造業、その他

★日本代理店：　なし

https://www.ginebrasanmiguel.com/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業、その他

★日本代理店：　なし

https://www.greenleavesfood.com/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

Merlo Agricultural

Corporation
FDA、LTO

業種：製造業、卸売業、小売業

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://www.merlofarminggroup.com

/our-company
―

https://youtu.be/kSkNqdnlFaI

https://youtu.be/8NJ6pW1PTTU

https://youtu.be/vltzoeR5fmU

13

JNRM Corporation

Ginebra San Miguel Inc.

15

14

アルコール類全般

サンミゲールブランド（ジン、ラ

ム、ウォッカ、ブランデイー）、

エチルアルコール

冷凍フルーツ、冷凍野菜、冷凍食品、

ノンデイリーアイスクリーム、イン

スタント食品、マッシュルームチッ

プス、マッシュルームペースト、調

味料、業務用フレイバーエッセンス、

食品色素、ケーキミックス等

コーヒー、ココア

米国FDA、FDA、

ハラール認証、SIALイノベーショ

ン賞受賞、Katha賞受賞

商社、卸売業者、大型専門店等

輸出先の開拓、卸売業者、代理店

の開拓

米国、UAE、台湾、サイパン、

香港、韓国、ベトナム、インド

輸出先の開拓、卸売業者、代理店 商社、卸売業者、小売店 米国、中東、オーストラリア、

輸出先の開拓、市場調査 商社、コーヒー専門店等

https://youtu.be/vltzoeR5fmU
https://youtu.be/vltzoeR5fmU
https://youtu.be/vltzoeR5fmU
https://www.ginebrasanmiguel.com/
https://youtu.be/kSkNqdnlFaI
https://youtu.be/kSkNqdnlFaI
https://youtu.be/kSkNqdnlFaI
https://www.greenleavesfood.com/
https://youtu.be/8NJ6pW1PTTU
https://www.merlofarminggroup.com/our-company
https://www.merlofarminggroup.com/our-company
https://youtu.be/kSkNqdnlFaI
https://youtu.be/8NJ6pW1PTTU
https://youtu.be/vltzoeR5fmU


企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

FDAライセンス、CPR認証

業種：製造業

★日本代理店：　なし

https://nublendscorp.wixsite.com/nublendscorp/a

bout 商談目的 希望商談先 輸出実績

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

N.A.

業種：その他

★日本代理店：　なし 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://siap-seaweed.tripod.com/

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：卸売業、小売業

★日本代理店：　なし

https://mybiginc.com/

商談目的 希望商談先 輸出実績

ー

Nublends Corporation

Seaweed Industry Association of the

Philippines (SIAP)

https://youtu.be/TQ_CUGk04kQ

https://youtu.be/miX3jaK0zQg

https://youtu.be/Xw1xThbKoT4

Business Innovations

Gateway Inc.

18

17

16

カラマンシ―ジュース、カラマン

シ―ピューレ、カラマンシ―エキ

ス、カラマンシ―マーマレード

海藻全般、カラギーナン

健康食品、Gustoオーガニック野

菜ジュース（マンゴ味）、BIG5-

O植物由来オメガ３-６-９カプセ

ル、ベリーグルータタブレット

（美白用)、15Biotaプロバイオ

ティックスカプセル

FDA、ハラール認証

ドラッグストア、卸売業者、

小売業者、美容関連企業等

輸出先の開拓

1.輸出先の開拓

2. 印刷およびパッケージ関連商品の

購買

1.商社、卸売業者

2. 印刷およびパッケージ

関連業者

韓国、UAE

米国、アセアン諸国、中国、欧州輸出先の開拓、ジョイントベン

チャー先の開拓

海藻類の輸入業者、食品加工

業者、アニマルフード製造業

者、製薬・化粧品・バイオス

ティミュラント関連業者

https://youtu.be/Xw1xThbKoT4
https://youtu.be/Xw1xThbKoT4
https://youtu.be/Xw1xThbKoT4
https://nublendscorp.wixsite.com/nublendscorp/about
https://nublendscorp.wixsite.com/nublendscorp/about
https://youtu.be/miX3jaK0zQg
https://youtu.be/miX3jaK0zQg
https://siap-seaweed.tripod.com/
https://youtu.be/TQ_CUGk04kQ
https://mybiginc.com/　（工事中）
https://youtu.be/TQ_CUGk04kQ
https://youtu.be/TQ_CUGk04kQ
https://mybiginc.com/　
https://youtu.be/TQ_CUGk04kQ
https://youtu.be/miX3jaK0zQg
https://youtu.be/Xw1xThbKoT4


企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし

http://marcaleon.com/ 商談目的 希望商談先 輸出実績

企業

番号
企業名 取扱い商品 取得認証 紹介動画

業種：製造業

★日本代理店：　なし

http://sl-agritech.com/?page_id=1663 商談目的 希望商談先 輸出実績

https://youtu.be/irZKhr1L__U

SL Agrifood Corporation

https://youtu.be/Wavhei6zx2Q

20

Limketkai Manufacturing

Corporation

19

ココナッツオイル、食用オイル全

般（パームオイル、マーガリン、

ショートニング、キャノーラ油

等）調味料

※マルカレオンブランド

FSSC22000、ハラール認証

コーシャ認証

カベンディッシュ種バナナ、

ドンナマリアブラウンライス

（ヘルシースナックフード）

ISO、ハラール認証、GMP、

HACCP

卸売業者、商社、スーパーマー

ケットチェーン、食料品店

中国、マレーシア、シンガ

ポール、米国、アルゼンチン、

パキスタン

輸出先の開拓

商社、販売業者、卸売業者

（青果、健康食品関連の）

米国、中国、クウェート、アラ

ブ首長国連邦、サウジアラビア
輸出先の開拓

https://youtu.be/irZKhr1L__U
https://mybiginc.com/　（工事中）
https://youtu.be/irZKhr1L__U
https://youtu.be/irZKhr1L__U
http://marcaleon.com/
https://youtu.be/Wavhei6zx2Q
https://youtu.be/Wavhei6zx2Q
https://youtu.be/Wavhei6zx2Q
http://sl-agritech.com/?page_id=1663
https://youtu.be/irZKhr1L__U
https://youtu.be/Wavhei6zx2Q



