
国籍 必要な材料

日本
Dry fish, seafood, flour

干し魚、シーフード、小麦粉

日本

Mochi (or gooseberry) flour, baking ingredients (topping cream, cornstarch, sugar (powdered 

sugar)

モチ（もしくはグースベリー）粉、焼き菓子の材料（トッピングクリーム、コーンスターチ、
砂糖（粉砂糖））

ベトナム

Beef, pork (imported and VNM). Seafood, vegetables, fruits, spices. Wine, beer. Utensils: 

plates, forks, chopping boards, spoons. Kitchen Equipment: freezer,cooler. Brick

牛肉、豚肉（輸入及び国産）、シーフード、野菜、果物、調味料、ワイン、ビール。食器：お
皿、フォーク、まな板、スプーン、調理器具、冷凍庫、冷蔵ショーケース、れんが

日本
Soy beans, DO oil, GDL sugar (France)

大豆、ガソリン、グルコデルタラクトン(フランス）

韓国
Fresh Fruit: Kumquat, Avocado, Lemon, Dragon Fruit, Mango, etc.

フレッシュフルーツ：きんかん、アボカド、レモン、ドラゴンフルーツ、マンゴーなど

国籍 必要な材料

日本
Plastic material

プラスチック原料

日本
Molds, screws, plastic gloves used in manufacturing

金型、スクリュー、生産中に使用するプラスチック手袋

DEMAND／入居企業様が探されている材料

FOOD AND BEVERAGE　/　食品・飲料品

MOLD, PLASTIC PRODUCTS　/　成形、プラスチック製品
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日本
Plastic mold products

プラスチック成型品

シンガポール
Plastic materials used as jigs and such as acrylic plastic, Pom plastic, bakelite plastic, etc.

治具として使用されるプラスチック材料、（例）アクリルプラスチック、Pomプラスチック、ベークライトプラ
スチックなど。

日本
Plastic material, cutlery, tools

プラスチック原料、刃物類、工具

国籍 必要な材料

ベトナム
Packaging, carton box, stamp, label

包装、段ボール、スタンプ、ラベル

キプロス
Carton box

段ボール箱

日本
Carton box

段ボール箱

韓国
Carton boxes, PP bags, paper boxes

段ボール箱、PPバック、紙の箱類

日本
Cardboard cover, cardboard, plastic tray for packing, sponge: 11mm thick, 280mm long, 431mm 

horizontal

板紙表紙、段ボール、梱包用プラスチックトレー、スポンジ：厚さ11m x  長さ280mm x 431mm幅

日本
Cardboard covers, Packages, Cardboard rolls

板紙表紙、包装、段ボールロール

韓国
Cardboard rolls, paper cores, carton boxes, PE Stretch film

段ボールロール、紙管、段ボール箱、PEストレッチフィルム

日本
Styrofoam box

発砲スチロールの箱

日本
Carton box

段ボール箱

日本
Carton boxes, adhesive tape, printing on carton boxes

段ボール箱、粘着テープ、段ボール箱への印刷

PACKAGING, LABEL／梱包、ラベル類
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韓国

Drum (container) 200L, Aseptic bag, Heat resistant PET bottles 500ml  - 1000ml, Alum bag 

500ml  - 1000ml

ドラム缶（容器）200L、無菌包装袋、耐熱ペットボトル500ml~1000ml、アルミバッグ
500ml~1000ml

国籍 必要な材料

スウェーデン
Brass rivet, terminal

銅リベット、ターミナル

ベトナム
VNM coffee filter - aluminum, Color coated for aluminum coffee filter

ベトナムコーヒーフィルター　アルミ、アルミのコーヒーフィルタのカラーコーティング

日本

Materials for production and installation of ventilation ducts: Zinc-plated steel sheet, Stainless 

steel (201, 304, 430), iron V, bolt fasteners, rivets, threaded connectors, silicone, liquid silicone

空調ダクトの製造および設置用材料：亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼（201,304,430）、鉄V、ボルト締結
具、リベット、ねじ込みコネクタ、シリコーン、液体シリコーン

日本
Galvanized steel V-shape 

亜鉛メッキ鋼V字型

シンガポール
Steel (SKD11, S45C,S50C,DC53, etc.)

スチール（SKD11, S45C,S50C,DC53など）

日本

Aluminum sheet (A5052 / A6062 / A2017 / A7073). Surface treatment (treatment methods: 

alumite, color alumite, hard alumite)

アルミニウムシート（A5052 / A6062 / A2017 / A7073）。 表面処理（処理方法：アルマイト、
カラーアルマイト、ハードアルマイト）

METAL／金属製品
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日本

Bolts, screws, ... / Steel, steel sheet, stainless steel / Aluminum, hard plastic / bearings, ... / Belt 

conveyors / Inverters, motor / Roller/ Machining details / Paint / Chrome plating

ボルト、スクリュー、... /鋼、鋼板、ステンレス鋼/アルミニウム、硬質プラスチック/ベアリン
グ、... /ベルトコンベア/インバータ、モータ/ローラー/機械加工の詳細/塗装/クロムめっき

国籍 必要な材料

キプロス
Hooks, sewing machines, pattern cutting paper

フック、ミシン、型紙

韓国
Thread 40/2, thread 41/2, 2-hole button, sewing accessories, needle, 4-way cotton fabric

40/2の糸、41/2の糸、２穴ボタン、縫製アクセサリー、4ウェイ綿織物

国籍 必要な材料

スウェーデン
Companies collect recyclable waste

リサイクルできる廃棄物の回収が可能な企業

日本
Companies carrying out customs procedures

税関手続きができる企業

日本 Office supplies　オフィス用品

日本
Glu-stix, glue gun, foam, machine maintenance

グルースティックス、グルーガン、スポンジ、機械メンテナンス

ベトナム
Chemicals: for cleaning & washing

化学薬品：洗浄用

日本
Stationery (pen, paper, hand soap, etc.)

文房具（ペン、紙、ハンドソープ等）

OTHERS／その他

GARMENTS／縫製品
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