「中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX）」関連行事

プレゼンテーション
「日本企業に向けたカザフスタンの投資・輸出の可能性」
および
「CAVEX-B2B：カザフスタン」
開催のご案内
2021年２月４日
一般社団法人 ロシアNIS貿易会（ROTOBO）
拝啓 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、カザフスタンからは20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。以下にカザフ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▶プレゼンテーション

２月16日（火）

▶CAVEX-B2B：カザフスタン（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
担当：▶CAVEXカザフスタン担当


森、中馬

共通連絡先：TEL；03-3551-6218 /

/

2/15（月）～2/26（金）

CAVEX全般；輪島、橋之爪

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．プレゼンテーション：日本企業に向けたカザフスタンの投資・輸出の可能性
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。
カザフスタンのウェビナーにつき以下のとおりご案内します。

プレゼンテーション
「日本企業に向けたカザフスタンの投資・輸出の可能性」
開催概要
 日 時：

2021年２月16日（火）14:00～17:30（カザフスタン時間 11:00-14:30）

 主 催：

（一社）ロシアNIS貿易会、国営企業「カザフインベスト」

 協 力：

経済産業省、日本カザフスタン経済委員会、
在日カザフスタン共和国大使館
/ ◆ 言語：日露同時通訳



参加料：無料



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12日（金）12:00 （日本時間）
 申し込み先URL：

https://jp-kz.org/entry/?post_id=1457

日本時間
（カザフスタン時間）

プログラム

14:00-15:30
（11:00-12:30）

セッション１：投資環境

14:00-14:03
（11:00-11:03）

◆開会・議事説明
輪島 実樹 （一社）ロシア NIS 貿易会 ロシア NIS 経済研究所 部長

14:03-14:08
（11:03-11:08）

◆日本側来賓挨拶
髙原 一郎 日本カザフスタン経済委員会 会長／丸紅㈱

14:08-14:15
（11:08-11:15）

◆CAVEX 参加組織による報告①「カザフスタンの投資環境」
ダニヤル・アイトクロフ 国営企業「カザフインベスト」 投資誘致部カントリーマネージャー（アジア担当）

14:15-14:22
（11:15-11:22）

◆CAVEX 参加組織による報告②「経済特区およびインダストリアル・ゾーンの投資の可能性」
エルラン・カリムジャノフ カザフスタン産業・輸出センター「カズインダストリー」
インフラ発展局 副局長

14:22-14:29
（11:22-11:29）

◆CAVEX 参加組織による報告③「カザフスタンの投資環境におけるアスタナ国際金融センターの役割」
アイダル・ジャントゥリン アスタナ国際金融センター セールス・プロモーション部チーフマネージャー

14:29-14:36
（11:29-11:36）

◆「投資家支援のメカニズムとしての官民パートナーシップ」
マハバト・イサベコヴァ 官民パートナーシップセンター プロジェクトマネージャー

14:36-14:43
（11:36-11:43）

◆「
『United Chemical Company』の石油化学分野プロジェクト」
ヌルスルタン・シャルカロフ 「United Chemical Company」 プロジェクトマネージャー

14:43-14:50
（11:43-11:50）

◆「カザフスタンにおける暗号マイニングの可能性」
アルマン・コヌシュパエフ 「Blockchain KZ」社 副社長
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取締役副会長

14:50-14:57
（11:50-11:57）

◆CAVEX 参加組織による報告④「自動化・制御システム分野における可能性」
アイドス・チャリザトフ 「Hightech 21」社 ディレクター

14:57-15:02
（11:57-12:02）

◆日本側コメント①
内海 礼浩 ㈱三菱 UFJ 銀行 アルマティ駐在員事務所長

15:02-15:30
（12:02-12:30）

◆質疑応答

15:30-16:00
（12:30-13:00）

◆休憩/リザーブ

16:00-17:30
（13:00-17:30）

セッション２：輸出の可能性

16:00-16:02
（13:00-13:02）

◆開会
輪島

16:02-16:10
（13:02-13:10）

◆「カザフスタンの輸出の可能性」
バシュタイ・オメルベク カザフスタン共和国貿易・統合省

16:10-16:18
（13:10-13:18）

◆「カザフスタンの貿易政策について」
ヌルラン・クルバティロフ 貿易政策発展センター「カズトレード」 副社長

16:18-16:26
（13:18-13:26）

◆CAVEX 参加企業による報告⑤「カザフスタンの油脂分野の発展について」
コンスタンチン・ネヴゾロフ 法人連合「カザフスタン油脂連合協会」 会長

16:26-16:34
（13:26-13:34）

◆CAVEX 参加企業による報告⑥「植物油および高タンパク飼料の日本への輸出とビール生産」
アルティンベク・ヌラトゥリ 有限責任事業組合「Qazaq Astyq Export (Qazaq Astyq Group)」 副社長

16:34-16:42
（13:34-13:42）

◆「日本への食品輸出と日本製設備の輸入」
エルタイ・カディル 有限責任事業組合「RAMAZAN」 社長

16:42-16:50
（13:42-13:50）

◆CAVEX 参加企業による報告⑦「食肉加工および肉製品の輸出について」
セルゲイ・リンベルグ 有限責任事業組合「Meat Processing and Service」 ディレクター

16:50-16:58
（13:50-13:58）

◆CAVEX 参加企業による報告⑧「魚類・魚卵工場の建設」
アザマト・サディコフ 有限責任事業組合「Kazakh Osseter」副社長

16:58-17:03
（13:58-14:03）

◆日本側コメント②
高橋 渉 ㈱Deloitte & Touch CIS

17:03-17:28
（14:03-14:28）

◆質疑応答

17:28-17:30
（14:28-14:30）

◆閉会

実樹

（一社）ロシア NIS 貿易会 ロシア NIS 経済研究所 部長

対外関係局 局長

ジャパンサービスグループ パートナー

※上記スケジュールは２／４（木）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。
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２．CAVEX-B2B：カザフスタン（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。カザフ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。



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

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。
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：カザフスタン
【企業名】有限責任事業組合「Baharat」

１

【ウェブサイト URL】－
【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」

２

【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 のウェブサイト
【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」

３

【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」

４

【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」

５

【ウェブサイト URL】－
【事業分野】牛肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Kazakh Osseter」

６

【ウェブサイト URL】－
【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」

７

【ウェブサイト URL】－
【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」

８

【ウェブサイト URL】http://qazaqastyq.kz/en/home/
【事業分野】植物油脂製造
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（英語）

【企業名】有限責任事業組合「EMC Agro」

９

【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」
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【ウェブサイト URL】－
【事業分野】牛肉の生産・加工
【企業名】有限責任事業組合「Kartex Group」

11

【ウェブサイト URL】－
【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」

12

【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」

13

【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」

14

【ウェブサイト URL】－
【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」

15

【ウェブサイト URL】－
【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」

16

【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

17

【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」

18

【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」

19

【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」

20

【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
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（ご参考）
【CAVEX行事カレンダー】
2021年２月
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１
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２
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以上
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