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⑨ ヤンタ社 
日時 2019 年 10 月 31 日（木）14:40～17:00 ヤンタ社 穀物エレベーター 
 1966 年創業の大手グループ。穀物や畜産品の生産、物流、卸売においてイルクーツク、

アムール州等に拠点を持つ。アムール州ベレゾフカに最大 9 万トン、ポヤルコヴォに

最大 4 万 5,000 トンの大豆を貯蔵可能。油脂製品のほか、大豆粉、飼料、乳製品、養

鶏、銀行、冷蔵コンビナートなどの事業を行う。ロシア国内に 12 の営業拠点を持ち、

アジア地域では北京とパタヤに駐在員事務所、ハルビン、バンコク、大阪に販売代理店

がある。 
 1 日当たり 3,500 トンの大豆の受入、1 日 2,000 トンの出荷が可能。大豆受入の際は、

水分、タンパク量を量り、水分が高いものは乾燥を、ゴミが多いものは選別を行い、サ

イロに保管。 
 

図表 57 ヤンタ社訪問の様子 

 
視察の様子 

 
保管用サイロ 

 
搬出用鉄道 

 
検査室 
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⑩ アグロ・ロジスティカ社 
日時 2019 年 11 月 1 日（金）12:00～13:30 アグロ・ロジスティカ社 
 2013 年より農業大手“Sodruzhestvo”グループ（カリーニングラード）とアムール州

知事の協力協定により、アムール州ポズデエフカ村ロムネンスキー地区農業物流セン

ターの再建事業を行う。センターでは穀物ならびに油糧作物の受入、乾燥、加工、保存、

洗浄、包装、出荷を行う。投資総額 100 億ルーブル、面積 9 ㏊、新規雇用 200 名、年

間積替重量 20 万トン（予定）。シベリア鉄道の輸送に有利な立地で、日本や中国への輸

出を計画している。 
 施設は 2019 年 4 月に完成し、12 万トンの穀物を保管可能となっている。 
 フォトセパレーターは導入していない。トルコ製のセパレーターを導入しており、ごみ

（夾雑物）の除去、大豆の大きさの選別が可能。フォトセパレーターは必要ないので導

入予定はないが、要望があれば購入可能。 
 

図表 58 アグロ・ロジスティカ社訪問の様子 

 
倉庫内部 

 
保管されている大豆の様子 

 
選別機内部 

 
選別機のメッシュ（交換可能） 
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⑪ アムールアグロコンプレックス社 

日時 
2019 年 11 月 1 日（金）14:30～15:00 アムールアグロコンプレックス社 
2019 年 11 月 1 日（金）16:00～17:30 MEZ Amurskiy 

 大豆生産、大豆油の抽出・精製・製品化、その他大豆加工製品の生産を行う。アムール

州のベルゴロスクなど 7 地区に 8 つの拠点を持ち、穀物、じゃがいも、畜産品を生産

している。2019 年の播種面積は 10 万 2,000 ㏊、過去 10 年間で 5 倍に拡大した。 
 日本には小麦・大麦の輸出を既に行っており、将来的にアジア市場に大豆かす、大豆粉

の輸出を検討。 
 

図表 59 アムールアグロコンプレックス社訪問の様子 

 
精製工場での生産物 

 
精製工場のコントロールルーム 

 
意見交換の様子 

 
販売用大豆かす 
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３．ロシア極東地域から日本への招へいミッションの実施 

官民ミッション終了後、ロシア企業及び地方政府関係者等を日本に招へいし、貿易・投資

拡大のための意見交換及び日本企業等とのビジネスマッチング等を行う「招へいミッショ

ン」を実施した。 
図表 60 招へいミッションスケジュール 

日付 水産グループ 農業グループ 
1/27 

（月） （午後）ロシア極東から北海道へ移動 

1/28 
（火） 
午前 

○余市中央水産試験場 訪問 
・資源管理に関する意見交換 
・養殖に関する意見交換 
○札幌市中央卸売市場 見学 
・水産品の流通 

○福山醸造株式会社 訪問 
・醤油工場見学 
・原料に関する意見交換 
○池田食品株式会社店舗 見学 
・日本における大豆の利用 

午後 

○北海道内企業との意見交換 
・ロシア側プレゼンテーション 
・日本企業との意見交換 
・個別意見交換 

○北海道内企業との意見交換 
・ロシア側プレゼンテーション 
・日本企業との意見交換 
・個別意見交換 

1/29 
（水） （午前）北海道から東京へ移動  

午後 

○ロシア極東等農林水産業プラットフォーム会合への参加 
・開会挨拶 
・日本企業からの事業調査結果報告 
・ロシア企業からのプレゼンテーション 
・プラットフォームの活動予定 
・個別商談会 

1/30 
（木） 
午前 

○株式会社松岡 東京湾岸物流センタ

ー 訪問 
・8 万トンの商品収容能力を持つ冷凍・

冷蔵物流センター 

○東洋埠頭 神の池物流センター 訪問 
・陸揚げ、サイロ、大豆選別など 

午後 ○個別企業訪問（各自） 
○太子食品工業株式会社日光工場 訪問 
・豆腐製造見学 
・原料に関する意見交換 

1/31 
（金） 

（午前） 
○豊洲市場 訪問 
・水産品の流通 

○個別企業訪問（各自） 

 
 （午後）東京からロシア極東へ移動 
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図表 61 招へいミッション参加者名簿 

No 氏名 企業・団体名、役職 
1 マルティノフ・ゲオルギー 沿海地方水産協会 理事長 
2 ダニロフ・アレキサンドル LLC ホロクス 海外部長 
3 スレプツォフ・アルトゥル RPC NORTHERN, LLC. 社長 
4 アンティピエヴァ・タチアナ PLC ウラジオストク海洋漁業港 商業副部長 
5 コブゼフ・デニス LLC モルスコエ・スナブジェニエ  

営業担当副社長 
6 ニキフォロワ・オリガ  Green East（豆腐製造） 個人事業主 
7 ハチャイ・アレクセイ 極東 JPPV 代表取締役社長 
8 セロワ・エレーナ BBR 銀行 ウラジオストク支店 副課長 
9 ウォロブエフ・フョードル LLC ソーヤ 社長  

10 ジュー・アレキサンドル LLC インプロム 社長 
11 ルバヒン・ウラジーミル 企業グループ「アグロテック」 社長 
12 クズネツォワ・リュドミラ LLC アムールゼルノ、アグロハブ 社長 
13 タラセヴィチ・アラ 商業ハウス「ハバロフスク・マンハッタン」 社長

（極東商工会 副会長） 
14 タラセヴィチ・アレキサンドル 同 商業部長 
15 リ・アレクサンドラ LLC "DTK" アドバイザー 
16 ジャンダロフ・ヴィクトル 企業グループ「ディオン」 社長 
17 ジャンダロワ・タチアナ 企業グループ「ディオン」 会計担当役員 
18 ジェレフツォフ・ヴャチェスラフ LLC インターアグロ 部長 
19 アファナシエフ・ニコライ サハ共和国農業省 副大臣 
20 ナホトキン・アンドレイ サハ共和国議会（イル・トゥメン）  
21 ウラジミロフ・レオニード ヤクーツク農学研究所 所長 
22 タラブキナ・ナデジダ ヤクーツク農学研究所 研究員 
23 ポポワ・アレキサンドラ ヤクーツク農学研究所 研究員 
24 オシポワ・スヴェトラーナ JSC Komdragmetall Respubliki Sakha  

法務部長 
 

図表 62 招へいミッション参加ロシア企業・団体 

ウラジオストク 

沿海地方水産企業

協会 

沿海地方の水産業発展を目的として 1994 年に設立。水産物の漁獲、加

工、販売等に携わる 30 社以上が加盟。マルティノフ理事長は地域の水産

関連企業と幅広いネットワークを持ち、北海道庁勤務経験もある親日家。

日本海における水産資源の保存と活用において日露間の大きな協力可能

性を見出しており、スルメイカ、サンマ、イワシの漁獲活動に関心。 

LLC ホロクス 

冷凍海産物の卸売、運送を行う水産会社で、2017 年の売上高は 1,100 万

ルーブル。日本へも水産品を輸出。主な取扱品目は、サケマス、タラ、カ

レイ、タコ、イカ、カニ、エビ、貝類。水産業における投資事業の実現に

向けた、長期的・戦略的なパートナー探しを希望。 

RPC 
NORTHERN, 
LLC 

2015 年設立の、漁獲、加工、輸送、販売を行う水産会社。日本へも水産

品を輸出しており、日本企業数社と協力関係について協議中。水産業に

おける投資事業の実現に向けた、長期的・戦略的なパートナー探しを希

望。 
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PLC ウラジオス

トク海洋漁業港 

スケソウダラ、ニシン、サケマス類など水産物の水揚げの他、金属スク

ラップ、石炭、スラグ等の水産物以外の貨物の取扱う。取扱貨物量の拡

大に関心があり、敷地内に 3.2 万トン規模の日本製冷却装置、スケコ・

カズノコ等のオークション会場、品質検査施設を備えた多目的施設を建

設中で、2021 年完成予定。 

モルスコエ・スナ

ブジェニエ 

漁業用の網などを生産する漁具メーカーで、創業約 20 年でロシアにおけ

る漁具生産量第 1 位となる。アミタ工業、東洋工業などの日本製機器を

導入。日本の漁具市場への進出のために、潜在的顧客となる水産会社と

のマッチングを希望。 

Green East 
（豆腐製造） 

ロシア極東産の大豆を使用しオーガニック豆腐ブランド「GreenEast」
を展開。日本企業との協力経験はないが、豆腐製造技術（特に絹豆腐）を

学ぶとともに、今後使用する梱包材、にがり、機材に対する日本からの

共同出資者を募集。 

極東 JPPV 

日本側 JBIC、ロシア側極東発展基金及び極東投資誘致・輸出促進エージ

ェンシーによる共同出資により、2018 年 4 月設立。ロシア進出を検討し

ている日本企業対し、ビジネスマッチング、許認可取得、税関手続き等

をサポート。 

BBR 銀行 ウラジ

オストク支店 

1994 年にカリーニングラードで設立され、1995 年より現在の名称

（Балтийский Банк Развития : バルチック開発銀行）を名乗ってい

る。2019 年 12 月現在の純資産は約 585 億 4,123 万ルーブル、ロシアの

全銀行で 88 位。水産物や自動車部品等の取引を行う日露の企業をサポー

ト。日本のカウンターパート企業と協力しての外貨契約の増加に関心。 
アムール州 

LLC ソーヤ 

アムール州の農業大手の 1 つ。4,000ha の農地で大豆、小麦、トウモロ

コシ、オート麦等を生産。将来的な大豆の対日輸出の本格化に必要とな

る機材の購入に関心。北海道への訪問経験があり、継続的に日本側との

意見交換を行ってきた。フォトセパレーター導入における数量・価格に

ついての協議を希望。 

LLC インプロム 

栽培面積 5,000ha で大豆年間 8,000 トン、小麦年間 800 トンを生産。対

中輸出を行っている。先行開発地域「プリアムーリエ」にてチューブバ

ッグサイレージを用いた穀物保存のための投資事業を実施中。同特区で

新たに大豆加工事業を検討中であり、味噌や醤油の生産技術を持つ日本

側パートナーを募集している。 

カムチャッカ地方 

企業グループ「ア

グロテック」 

24 年以上にわたり、カムチャッカ最大の農業法人として穀物、肉、飼料

等を生産。カムチャッカ地方における農業の包括的な発展に向け、日本

との協力を希望している。 

ハバロフスク地方 

LLC アムールゼ

ルノ(LLC アグロ

ハブ) 

2014 年より小麦、ソバ、大麦、豆類などの穀物栽培、飼料の生産・販売

等に従事。先行開発地域「ハバロフスク」にて物流・卸売拠点「アグロハ

ブ」を整備。農・水産物の加工技術、冷蔵・冷凍装置の導入、食品の対日

輸出に関心あり。極東 JPPV 推薦企業。 

商業ハウス「ハバ

ロフスク・マンハ

ッタン」 

卸売業を営んでおり、ロシアにおける Henkel の販売代理店。また、加工

企業に対して食品原料を供給している。ハバロフスク、ウラジオストク

から日本への物流の問題や、食品原料の調達に関心がある。 
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LLC “DTK” 

コムソモリスク・ナ・アムーレを拠点に農業用泥炭、有機肥料、敷材等を

生産・販売。日本との既存取引の進展、販路拡大を希望。極東連邦大学の

テクノパーク、モスクワ郊外の経済特区スコルコボに入居。ロシアにお

ける農業廃棄物の有効活用に向けて日本企業との協力を希望。 

企 業 グ ル ー プ

「DION」 

1993 年より自動車部品の輸入において日本とのビジネス経験あり。木材

輸出事業（板、丸太、割り箸）拡大のための第１段階として中小企業との

ネットワーキングを希望。 
ザバイカル地方 

LLC インターア

グロ 

ザバイカル地方・チタにて養豚、食品卸売、外食・観光事業に取り組んで

いる。日本企業との協力経験はないが、日本食事業における協力を希望。

具体的には食品梱包のマーケット分析、日本の伝統食（特にラーメン）

をつくる技術、食品の対日輸出に関心があり、外食業者、食品梱包業者

との面会を希望。 

サハ共和国 

ヤクーツク農学研

究所 

農業分野における日本との協力関係活発化に向けた意見交換を希望。サ

ハ共和国のオーガニックな肉加工品（サハ共和国固有品種の牛、鹿、馬、

仔馬）、冷凍魚、水産加工品（川魚、湖魚）の品質向上と生産・輸出拡

大、日本の技術を活用した協力関係構築に関心。 

JSC 
Komdragmetall 
Respubliki 
Sakha 

サハ共和国の農業関連事業で出資者となる企業で、日本製機材購入時に

決定権を持つ。 
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