
 

第 2回「テキスポ・パキスタン 2019」 開催のご案内 

 

この度、パキスタン政府・商務省、並びにパキスタン貿易振興庁(TDAP)、及び在大阪パキスタン領事館よ
り、第 2回「テキスポ・パキスタン」が、2019年 4月 11日(木)～14日(日)にかけてパキスタン・ラホール・
センターにおいて開催されます事をお知らせ致します。 
 
繊維産業はパキスタンの産業を主導する最大の産業で、パキスタンの輸出の６０％を占めています。パキ
スタンは世界で第４位の綿花の生産国であり、また原料の生産、紡績、紡織、染色から縫製、装飾に至る
までの一貫した製造が可能な数少ない国の一つです。 
   
「テキスポ・パキスタン」は、パキスタンの繊維産業を最大限ご紹介する展示商談会です。2016 年の初回
開催では、52ヵ国からご参加頂き、綿糸、生地、手工芸品からベッドリネンまで、世界中のバイヤーと出展
社との間で 700 件以上の商談が行なわれました。4 日間にわたり開催されるテキスポは、世界中の多数
のビジネスにとりまして、来シーズンへの買い付け・注文への主要な調達ポイントとなっております。 
 
展示される主な製品 
 

1. 合成シルク、合成繊維 6. 手芸品(繊維製） 11. テクニカル・テキスタイル 

2. 
衣類 （ファッション、伝統衣装、基礎
衣料、既製服、アクセサリー) 

7. ニット、編み製品 12. 繊維織物、不織布 

3. ニットウェア、靴下 8. チュールレース、刺繍等 13. 繊維機械 

4. テリータオル 9. 原綿 14. テント、キャンバス生地 

5. ホームテキスタイル、寝装具、リネン 10. 生地、毛糸、紡績糸 15. 
カーペット 
その他繊維製品 

 
展示会概要 
 
主催：   パキスタン貿易開発庁 (TDAP) 
日程：   2019年 4 月 11 日（木）～14日(日) 
会場：   ラホール・エキスポ・センター （パキスタン・ラホール市） 
公式ウェブサイト： http://www.texpo.tdap.gov.pk 
 
 
【日本からご参加者される皆様への特典】 
 
現地に到着後からイベント会期中の国内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。 また、ご宿泊・渡航費につきましては、別途、ご提出頂く参加申込書
「Buyers Profile Form」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。 
（渡航費の補助には上限がございます。） 
 
参加をご希望の方は、別紙の参加申込書にご記入の上、2019年 3月１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 
 
 
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 
TEL: 06-6569-3106 
FAX: 06-6569-3107 
Email: pakcom.oka@tdap.gov.pk 
大阪市住之江区南港北２丁目１-１０ 
アジア太平洋トレードセンターＩＴＭ棟４Ｈ-１ 

 



 

 

 

在大阪パキスタン領事館宛までお送り下さい。                         申込締切：2019年 3 月１日(金) 

 

 

 

1. 氏名
Name

（日本語）: （ローマ字）: 

2. 役職
Designation

（日本語）: （英語）: 

3. 会
Co

社名
mpany

（日本語）: （英語）: 

4. 連絡先
Address

住所: 〒 
  

5. 電話番号
Phone No

: 6. ファックス
Fax No

番号: 

7.  メールアドレス
E-mail

：   

8. ホームページ
Website 

：   

9. 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 (Please Specify): 

その他 （具体的にご記入ください。）：                                     

 

貴社の製品カテゴリ（該当する製品にチェックを入れて下さい。）Product Categories： (Pleased do Identify) 

□ Art Silk & Synthetic Textile 

合成シルク、合成繊維 

□ Fashion Garments 

ファッション衣料 

□ Knitwear & Hosiery 

ニットウェア、靴下 

□ Textile Machinery  

繊維機械 

□ Bed Wear 

寝装具 

□ Foundation Garments 

基礎衣料 

□ Leather Garment 

革製衣料 

□ Terry Towels 

テリータオル 

□ Cotton Bags / Sacks 

コットンバッグ 

□ Garments Accessories 

衣服アクセサリー 

□ Raw Cotton 

原綿 

□ Traditional Garments 

伝統衣服 

□ Cotton Cloth 

コットン生地 

□ Home Textile 

ホームテキスタイル 

□ Readymade Garments 

既製服 

□ Tulle Lace, Embroidery, etc. 

チュールレース、刺繍など 

□ Cotton Thread 

綿糸 

□ Handicraft (Textile) 

手芸品（繊維製） 

□ Tents & Canvas Goods 

テント、キャンバス生地製品 

□ Yarn 

毛糸 

□ Cotton Yarn 

コットン毛糸 

□ Knitted or Crocheted 

ニット、編み製品 

□ Textile Fabrics Woven 

繊維織物 

□ Other (Write Detail) 

その他 (詳細をご記入ください。) 

 

                     

□ Fashion Accessories 

ファッション・アクセサリー 

□ Fabrics 

生地 

□ Carpets 

カーペット 

 

 

10. Annual Turnover/Sales (US$) 年商：（米ドルでご記入ください）                                                                          

 

11. Annual Imports (US$):        年間輸入額：（米ドルでご記入ください）                                                               

 

12. Textile Product(s) of interest in TEXPO:   テキスポにてご関心のある繊維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）                                                                                       

 

13. Trade Profile 貿易プロフィール: 

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.  
 
※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。 

BUYER’S PROFILE FORM 
第 2 回「テキスポ」 2019 参加申込書 

2019年 4 月 11 日（木）～14日(日) ラホール・エキスポセンター 

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

 

 

ID Photo 

証明写真 

(3cmｘ3cm） 


