
 

 

 

 
在大阪パキスタン領事館より、第 10 回「エキスポ・パキスタン」のご案内です。  
 
「エキスポ・パキスタン」とは、パキスタンを代表する輸出製品及びサービス産業が一堂に会する
国内最大級の国際展示会です。本展示会には、パキスタン国内のみならず周辺国の企業も出
展をしております。 
 
毎年、４日間にわたって行われる「エキスポ・パキスタン」は、世界各国からご参加頂いた多くの
企業にとって“パキスタン・ビジネス“の契機となっており、翌シーズンの重要な供給源になってお
ります。 
 
２００５年の初回以降、毎年開催されている「エキスポ・パキスタン」ですが、前回 2015 年の開
催では、国内外から多数のバイヤーにご参加頂き盛況のうちに閉幕致しました。会期中に成立し
た商談の総額は推定 12億米ドルに上ります。 
 
パキスタン貿易開発庁（TDAP）では、パキスタンの輸出製品は一堂に会する過去最大級の「エ
キスポ・パキスタン」へと皆様をご招待致します。是非、この機会にパキスタンへお越しくださいま
せ。皆様のお申し込みをお待ち申し上げております。 
 
開催概要  

 主催： パキスタン貿易開発庁 Trade Development Authority of Pakistan(TDAP) 

 開催日程： 2017年 11月 9 日（木）～12日（日） 

 開催地： パキスタン、カラチ市 

 公式ウェブサイト： http://www.expopakistan.gov.pk 

  

2015 年開催実績:  12億米ドル以上の商談成立 

 各国商工会議所、経済団体等と 70以上の覚書を締結 

 77 ヶ国から 1,100名以上のバイヤーが参加 

 合計 2万人以上の来場者 

 6 カ所の展示ホールに 570 ブースが出展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
お問合せ、お申し込み先 
 
在大阪パキスタン領事館 （担当：宮田） 
大阪市住之江区南港北 2-1-10、ATC ビル ITM4階 
TEL:   06-6569-3106 
FAX:   06-6569-3107 
Email: pakcom.oka@tdap.gov.pk 

9th-12th November 2017 

KARACHI EXPO CENTER 

第 10 回「エキスポ・パキスタン」開催のご案内 

【日本からご参加者される皆様への特典】 
 

日本からご参加頂く企業の皆様にはビザ申請、ご宿泊先、現地企業との商談の事前調整、 
通訳、現地工場の視察手配等を総合的にサポート致します。また、現地ご到着後からイベント
会期中の移動に伴う交通手段は参加者全ての方に対して主催者（TDAP）が手配を致します。  
 
会期中のご宿泊・往復渡航費につきましては、別途、ご提出頂く「Buyers Profile Form」 
（参加申込書）に基づき、審査の上、補助制度の適用がなされます。 
補助制度が最大に適用される場合、現地でのご宿泊、往復の渡航費が免除されます。 
※渡航費の補助金額には上限かございます。 
 
ご参加をご希望の方は、別紙の参加申込書にご記入の上、2017年 9 月 29 日（金）までに、 
下記宛にファクシミリまたはメールにてお申込みください。 

FAX 番号：06-6569-3107 
EMAIL：   pakcom.oka@tdap.gov.pk 

主催： パキスタン政府商務省 パキスタン貿易開発庁 



 
 
 

         エキスポ・パキスタンにて展示される商品 
 

繊維製品:   ベッド用品、キッチン＆バス用品、生地、綿及び綿糸、タオル、
既製品（デニム、ジャケット、トップス等）、ニットウェア（靴下、ト
ップス、セーター等）、デザイナー・ウェア、作業服（安全服、
ユニフォーム等）、スポーツウェア、テント及びキャンバス生地、
手織り伝統生地、刺繍ドレス等  

  
皮革製品:      なめし皮、革製衣服、革製アクセサリー、革製手袋、革靴等  
  
医療器具・医薬品:   外科手術器具、検査器具、病院寝具及び車椅子、医薬品、

ジェネリック医薬品、画像診断用フィルム及び関連製品、 
生薬、歯科用器具、美容器具等 

  
食料品:    海産物、魚介類、精肉及び加工肉、調理済食品、青果物、 

ナツメヤシ、菓子類、乳製品、米、 スパイス、飲料、蜂蜜等  
  
工業製品:    セメント、塩ビ管、セラミック及びタイル製品、食器類、ステンレ

ス金属製調理器具、電子機器、家電製品、工業用薬品、 
石油製品、プラスチック製品等 

  
自動車・自動車部品： 自動車、潤滑油、農業用車両、旅客車両、自動車部品、 

タイヤ等  
  
スポーツ用品：  サッカーボール、クリケット用品、ホッケー用スティック、 

バスケットボール用品、テニスラケット、武道用具  
  
サービス業:    情報技術（IT）、金融サービス、ヘルスケア、物流、海運、 

建設、保険、コールセンター、旅行業等 
  
鉱物・金属:    縞瑪瑙、大理石、花崗岩、天然鉱石等 
  
室内インテリア:     手芸品、家具、カーペット、ラグ等  
  
宝石類 :      貴石・半貴石、真珠、ジュエリー類  
  
その他 :      化粧品、文房具、筆記具、ハーブ製品等 
 
 

詳細は、エキスポ・パキスタン公式サイトをご覧ください。 
   www.expopakistan.gov.pk 
 

9th-12th November 2017 

KARACHI EXPO CENTER 



 
 

 

 

 

 

                                                                      
 

 

 

在大阪パキスタン領事館 宛までお送りください。                       【申込み締切：2017年 9月 29日（金）】 

  
 
                                                                                                     

1. 氏名
NAME

（日本語）:  （ローマ字） 

2. 所属
SECTION

（日本語）:  （英語） 

3. 役職
DESIG

（
N

日本語
ATION

）：  （英語） 

４. 会
COM

社名
PANY

（日本語）:            （英語） 

5.  連絡先
ADDRESS

住所:  〒 
 
 

6. 電話番号
PHONE

: 7. ファックス
FAX

番号: 

8. メールアドレス
E-MAIL

：       

9.  ホームページ
WEBSITE

：     

 
10. NATURE OF BUSINESS: (Kindly tick the appropriate box.) 

 事業形態：（該当するものを選び、チェックを入れてください。） 
Chain Store 

 チェーン小売 

Buying House 

 商社 

Importer 

 輸入業 

Others 

 その他（具体的にご記入ください）： 

 
11. ANNUAL TURNOVER/SALES (US$) 

年商：（米ドルでご記入ください。） 

12. ANNUAL IMPORTS (US$): 

年間輸入額：（米ドルでご記入ください。） 
 
13.   PRODUCT(S) OF INTEREST IN EXPO PAKISTAN: 

 エキスポ・パキスタンにてご関心のある製品をご記入ください。 
 (Pls. specify e.g. in case of garments denim shorts, Trousers, shirts (etc.) to facilitate match making) 
 ※円滑な企業紹介を行うため具体的な製品名をご記入ください。例：衣類（デニムショート、ズボン、シャツ等）。 
 
 

TRADE PROFILE 
Kindly tick the appropriate box and provide the supplementary details: 

下記の中から当てはまるものを選びチェックを入れてください。 

 

 パキスタン企業と貿易の取引実績がある。Trade with Pakistan. 

 貿易業だがパキスタンの企業との取引はない。Major trade, but not trading with Pakistan. 

 貿易業ではないが、前向きに検討している。 Not involved in trade but looking forward to. 

 商工会議所、協会、貿易促進団体である。Representative of Chamber/ Association & Trade Promotion Organisation. 

 官公庁にて調達関連を担当している。Representative of Government involved in procurements. 

9th - 12th November 2017 

KARACHI EXPO CENTER 

BUYERS PROFILE FORM 

第 10 回「エキスポ・パキスタン」 参加申込書 
2017 年 11 月 9 日（木）～12日(日) 

カラチ・エキスポセンター 

※ご記入頂いた情報は、主催者と共有の上、各種連絡・情報提供のために利用させて頂きます。 

FAX:    06-6569-3107   または     E-Mail:    pakcom.oka@tdap.gov.pk 


