


SHAKO International is a new generation Trading, buying 

and consultancy house. Dedicated to best solution for 

Apparel, leather goods and handicrafts. Our motto is to do 

all the challenging jobs and make impossible to possible. We 

start our journey where everybody gives up. Our versatile 

staffs are experienced in US standard, European standard, 

Japanese standard and as well as Korean standard.  

 
シャコインターナショナルは新しい世代のトレーディング、バイ
ングそしてコンサルタントハウスです。我々は得意のは布帛(アパ
レル)、カットソー、ニット製品、革製品、そして手工芸品です。
私たちのモットーは、全ての挑戦的な仕事する事と皆不可能と
思ってる事を可能にする事。ほかの皆あきらめるところから我々
の仕事始まります。私たちの多目的な職員は米国標準、ヨーロッ
パ標準、日本標準また韓国の標準の経験があります。 

SHAKO INTERNATIONAL 
シャコインターナショナル 



We Do 
私たちはやる 

 
トレーディング： 

全ての種類の商品を輸出 と 輸入。 

 
バイング： 

我々は得意のは布帛(ゕパレル)、カットソー、ニット製品、革製品、そして手工芸
品です。 私たちは米国標準、ヨーロッパ標準、日本標準また韓国の標準の経験が
あります。我々は、各項目（布帛(ゕパレル)、カットソー、ニット製品、革製品、
そして手工芸品）のための選択された工場のグループを持ってます。みんなこのビ
ジネスに最適で、ほとんどがコンプラゕンス工場ですが、比較的安い価格。 結
果、最高の品質と時間通りの納品。 

 
コンサルタント： 

私たち自身の実践的な経験と必要な政府のすべての部門へ強力なリンクあるので 

私たちはあなたに最高の物流サポートを提供し、 
あなた自身の会社、工場またはその他の施設を設立できます。我々はあなたの成功
へのガドします。 

 

 



ビジョン 
シャコはバングラデシュの最初の企業で、品質管理、コンプラゕンス、テストの手続きで
正式に認定されました。 

 
私たちの目標 

プロダクションの芸術を完璧にする 

 
私たちの倫理 

品質。 完璧。 コミットメント 

 
私たちのアプローチ 

革新的なシステムによって支えられた最高の品質に焦点を当てたモチベーションスタッフ 

 
私たちの強み 
カスタマズされたサービス、細部への配慮、時間管理、デザンの革新、競争力のある価
格設定。 世界的に！ 



Woven & Denim 
(織物＆デニム) 

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


Woven & Denim 
織物＆デニム 

We produce  all sort of fashionable denim items for Men, Ladies & Kids 

 
我々はメンズ、レデゖース＆キッズのためのフゔッショナブルなデニムゕテムのすべての並

べ替えを生成する 



Knitwear 
カットソー 

We produce T-shirt, polo shirt, Polar fleeces, Kid's wear (any item) Ladies & Gents 

underwear, Tank top Swimming shorts, Jacket, Shorts and all kinds of fashionable knit 

items. 

 
我々はTシャツ、ポロシャツ、ポーラーフリース、キッズウェゕ（任意のゕテム）レデゖー
ス＆ジェントを生産しています。下着、タンクトップスミングショーツ、ジャケット、
ショートパンツ、すべての種類のフゔッショナブルなカットソーゕテムをやってます。 



Sweater 
ニット 

We produce Sweater pullover, Cardigan, Vest, Ladies wear, Gent’s wear, Kids wear 

and all kinds of latest fashion manufacturer 
我々はセータープルオーバー、カーデゖガン、ベスト、レデゖースウェゕ、メンズウェゕ、
キッズウェゕ、最新のフゔッションメーカーのすべての種類を生産しています 



Jacket 
ジャケット 

We produce all kind of fashionable  denim and knitted  jacket, including padding and  

 
私たちはフゔッショナブルなデニムやニットジャケットのすべての種類パデゖングと非パデゖ

ング含めて生成してます。 



Cap 
キャップ 



Leather Goods 
レザーグッズ 



Jute & Handicrafts 
ジュート＆手工芸品 



Photo Gallery of Factory 
私たちの工場のフォトギャラリー 



Photo Gallery of Factory 
私たちの工場のフォトギャラリー 



Quality Control Process 
品質管理プロセス 

品質管理プロセス 

 
我々は、各マーチャンダザーの下に強力な品質管理システムを持っています。私たちの
QC`sは、生産の各セクションでンラン検査を行います。 1日の特定の時間に、QA

スーパーバザーは、各セクションのQCによって渡された服の30％をチェックします。 

彼らは常に100％の商品をチェックします。 すべてのQCは、主なポントを強調するQA

スーパーバザーに毎日のレポートを提出します。 QAスーパーバザーは、マネージン
グデゖレクターに加えて、関連するマーチャンダザーにレポートを提出します。 上記の
手順を維持した後、Merchandiserは出荷前に最終検査を行います。 



We care our worker 

Corporate Social Responsibility 



We care our worker 



Contact Us 
お問い合わせ 

Our staffs speaks multi-language (Bangla, English, Japanese, 

Hindi etc.) 
 
スタッフは多言語（Bangla、英語、日本語、ヒンデゖー語など）を
話します。 

 
Mail Address：meher@shako-int.com, azad@shako-int.com, 

afjal@shako-int.com, info.shako.int@gmail.com  

      
 088-01720128457 (メへル) 日本語。 

 088-01733077877 (MR. ファルハン) 

 088-01713015203 (MR. アフジャル) 

  

Web Site: http://www.shako-int.com 

FB Site: http://www.facebook.com/shakoint 
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