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日本ブース名 JAPANESE FOOD CULTURE MUSEUM （日本食文化美術館）

ブースコンセプト
日本食文化美術館
～日本産農林水産物等の背景も含めた“食文化”としてのインパクトある発信～

日本ブースを設置する
見本市名

香港Food Expo 2012

見本市主催者 香港貿易発展局

開催日程

2012年8月16日（木） 10：00～18：00 購買者対象

2012年8月17日（金） 10：00～18：00 購買者対象

2012年8月18日（土） 10：00～22：00 消費者対象

開催会場
香港 Hong Kong Convention & Exhibition Centre
（トレードホール／パブリックホール／グルメホール） ※日本ブース設置はトレードホール内

入場料（トレードホール）
購買者（バイヤー）：16日、17日はバイヤー登録で入場料無料
一般消費者：18日のみ、パブリックホール入場料（25HK＄）又は、

グルメホール+パブリックホールのセット料金（40HK＄）を支払えば、無料

開
催
規
模

会場規模 約39,000㎡

来場者数
昨年実績

購買者（百貨店・スーパーマーケット・レストラン・卸等のバイヤー）：
16,627名（16日10,425人 17日6,202人） ※対前年25％増加
消費者：373,373名

総出展者数
（日本の出展者）

1,110社（主要参加国：中国288社、日本222社、韓国111社、アメリカ21社、フィリピン14社）

JAPANESE FOOD
CULTURE MUSEUM
会場構成
（288㎡）

調理デモ
セミナー実施コーナー

ＢＡＲを想定させるスタイリッシュなカウンターを再現。日本
酒のある店舗イメージを描くことも可能。調理デモ・セミ
ナー・試飲等の実施にも活用した。

日本酒展示コーナー

日本酒に特化した展示コーナー。出展者の商品を中心に
産地別に日本酒を陳列。ライトアップなとの演出でボトルの
デザイン性も際立たせた。壁面には窓を設置し、ブース外
からも覗きこむことも可能にした。

試食・交流スペース
調理デモやセミナー実施時には聴講席として、交流会時に
は歓談スペースとして使用するなど、多目的に活用。

商品（日本酒以外）展示コーナー
日本酒以外の商品を陳列。各商品には説明カードも付け、
ＰＲを行った。壁面には「利用シーン」のイメージ絵画を
展示した。

実施概要
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事前準備

フォローアップ

香港FoodExpo2012における日本食PRイベント「本番」

●“食し方”調理デモ
（8/16、17：現地バイヤー対象、8/18：現地消費者対象）

●日本酒セミナー
●日本食材の食し方セミナー（味噌・みりん）
●香港FoodExpo2012出展事業者・団体等による商品プレゼンテーション
●その他日本産農林水産物等に関連する情報発信
●ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ ＲＥＰＯＲＴ上映

●“食し方”調理デモ
●日本酒ソムリエによる日本酒PR
●試食・試飲懇談会
●ＪＡＰＡＮＥＳＥ FOOD ＲＥＰＯＲＴ上映
●商品展示ＰＲ／コンシェルジュによる商品説明
●日本食材説明書『JAPANESE FOOD BIBLE』の配布

日本食PRイベント

試食・試飲交流会

●関係機関及び出展者との連絡調整、食材調達依頼、展示物作成 等
●メディア・プレスのプロモートの実施
●弊社の香港バイヤーネットワークを活用した、より多くのバイヤーが来場するための活動

●プレス・メディア対応
●参加者（バイヤー・消費者・出品者）対象アンケートの実施

その他

●使用食材・ＰＲ内容に関する問い合わせ対応
●日本食材等に関する情報発信『ＪＡＰＡＮ ＦＯＯＤ ＰＲＯＦＩＬＥ』

実施概要

展示・装飾

●日本食文化美術館をコンセプトにした装飾施工
●日本酒の展示
●日本産農林水産物等商品（日本酒以外）の展示
●日本食文化をテーマにした絵画の展示
●ポスターの掲示
●コンシェルジュによる商品等説明
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Hong Kong Convention & Exhibition Centre

３

会場図面／全体



香港FoodExpo2012における日本食PRイベント

実施報告書

4

会場図面／日本食文化美術館

ＢＡＲを想定させるスタイリッシュ
なカウンターを再現。
日本酒がある店舗のイメージ。

日本酒展示コーナー

日本酒に特化した展示コーナー。
出展者の商品を中心に陳列。
壁面には窓を設置し、ブース外からも
覗きこむことが可能にした。

日本酒以外の商品を陳列。
壁面には「利用シーン」の
イメージ絵画を展示した。

商品（日本酒以外）展示コーナー

調理デモやセミナー実施時には
聴講席として、交流会時には歓
談スペースとして使用するなど、
多目的に活用した。

試食・交流スペース

香港Food Expo2012内 日本食PRスペースにおいて、『日本食文化美術館』をコンセプトにレイアウトし、
日本の“食文化”のＰＲを実施。集中してセミナー等を体感できる「調理デモ・セミナー実施コーナー」や、自
由に展示品の閲覧が可能な「展示コーナー」等を配置し、多くの購買者・消費者等に来場頂けるよう配慮。
また、内部を覗きこむことができる窓の設置や、導線角度を意識した表示サインなどで、注目度を高める工
夫を行った。

調理デモ・セミナー実施コーナー
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実施体制

㈱JTB西日本
西川 太郎

運営管理責任者
進行管理・プレス対応

運営

㈱電通・メディアパレット
兼坂 京子

岡部 堅太郎

メディア・プレス対応

㈱日浩キングスメン
ウィルソン 桐香
ジャスミン・ロー
キット・チャン

会場装飾設営

逐次通訳：
Lam Chun, Iris （広・英・中・日）

コンシェルジュ：
山本智恵（英・中・日）
佐藤あかね（英・日）
蓮輪宏美（広・日）
井上智絵（英・日）
山本麻衣（英・日）
仲居小波（英・日）

コンシェルジュ・通訳

㈱ＪＴＢ西日本

調理デモ/セミナー/
試食・試飲交流会/スタッフ管理

颯田 康一(ディレクター）
荒木 宏幸

岡田 健一郎
長坂 憲人

出品者対応/展示/
商品プレゼンテーション/記録

ナバラタナ ミユル（ディレクター）
明石 武山
広瀬 洋祐

主催者

農林水産省輸出促進グループ
小島 グループ長
南部 課長補佐

岡本 係長

ＦｏｏｄＥｘｐｏ運営

香港貿易発展局
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展示・装飾の概要

具体的実施内容／展示・装飾

展示・装飾の全体評価

日本食文化美術館内の展示・装飾では、香港Food Expo2012に日本から出展されている事業者・団体
からの協力を得て、日本酒を含む日本農林水産物等を30社より44品目の商品を提供。

壁面には京都市立芸術大学・京都造形芸術大学の学生及びOB、OGの協力を得て、日本食に関連する
ライフスタイルや食の利用シーン等をテーマにした絵画を展示するほか、ポスターでもＰＲを実施。

展示の内容については、コンシェルジュが各来場者への商品の説明をおこなった。

●日本食文化美術館をコンセプトにした装飾施工

●日本酒の展示（7社8点）

●日本産農林水産物等商品（日本酒以外）の展示（23社36点）

●日本食文化をテーマにした絵画の展示（12点）

●ポスターの掲示（農林水産省作成ポスター2点、おいしいロゴポスター2点）

●コンシェルジュによる商品等説明

【成果】
・出品物は、北海道、東北から鹿児島まで幅広い地域の出品物を展示することが出来た。
・香港の消費者の中には絵画を撮影したり、購入の問い合わせがあり、関心を持っていただき日本

食文化のPRにつながった。
・全体的な装飾として「BAR」の空間を演出。BARカウンターをバックに撮影するバイヤー、消費者が多

くおり、SNSなどで日本食文化の広報にもつながった。

【反省点】
・展示にボリュウム感がなかった。
・絵画については突飛な表現の絵もあり、選定に留意が必要である。

【改善策】
・より多くの企業の出品を集めるために、募集期間を3週間程度は確保する。（今回は10日間）
・出展者から、PR用の幟、POR、チラシなど現場での調達も積極的に実施する。
・産学交流を意識したPR展開の場合は、学生にもっと事業の趣旨を説明する機会を設ける。
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展示品リスト

日本酒の展示 （7社8点）

日本産農林水産物等商品（日本酒以外）の展示 （23社36点）

出品者名 住所 出品商品名

1 福田酒造(株) 長崎県平戸市 1 長崎美人

2 小玉醸造(株) 秋田県潟上市 2 太平山　点巧

3 亀萬酒造（合） 熊本県葦北郡 3 亀萬赤米酒・緋穂（ヒスイ)

〃 〃 4 亀萬にごり原酒

4 菊水酒造 高知県 5 純米大吟醸　四万十川　／　発砲清酒　きららきくすい

5 亀泉酒造 高知県 6 純米大吟醸　貴賓

6 島崎酒造 栃木県那須鳥山市 7 大吟醸　熟露枯（うろこ）秘蔵　５年

7 JI-GLOBA（株） 岩手県 8 北国の恋人

出品者名 出品商品名

1 久保田米業（香港）有限公司 1 魚沼産こしひかり

2 ドットオノックス(株) 2 香母酢

3 (株)松前屋 3 FUMI NATURAL UMAI UMAI Seasonong spray

〃 4 UMAI NATURE(プレーン）

4 豊橋糧食工業(株) 5 むぎ姫

〃 6 無洗米麦ごはん

5 (有)柏崎青果 7 黒にんにく

〃 8 ごぼう茶

6 山梨県果実輸出促進協議会 9 モモ

〃 10 ブドウ

7 桜野園 11 さくら紅茶

〃 12 一福ほうじ茶

8 (株)角谷文次郎商店 13 三州三河みりん

〃 14 三州梅酒10（濃酵タイプ）

9 ニシモト食品(株) 15 わさびり～ふ　辛口（ＳＰＩＣＹ　ＨＯＴ）

10 ミナミ産業(株) 16 萬来豆乳

〃 17 香味味塩（抹茶、ゆず、わさび）

11 竹田飲料㈱ 18 おいしい竹田の水

〃 19 TAKETA　H2Ｏ

12 マルコメ(株) 20 A輸出用料亭の味500g

13 (株)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 21 炊飯ミネラル

〃 22 寿司飯ミネラル

14 (有)こやま園 23 丹波なた豆茶

15 (株)四季菜 24 ハチ公プリン

〃 25 お米deぷりん

〃 26 米粉ダクワーズ

16
エムケイ開発(株)
（ピュアフラワー(株)）

27 酒粕パウンドケーキ

〃 28 和牛マスコットの模型、展示ポスター

17 (株)アルク 29 乾燥なまこ

18 ヤマシン㈱ 30 白しょうゆ

19 ヤマシン㈱ 31 白だし

20 マルヤ水産㈱ 32 北海道産紅ずわいがにフレッシュ缶詰

21 福島県 33 精米

22 (有)カネヨ販売 34 ゆずぽんず

〃 35 MIX海藻サラダ

23 エムケイ開発㈱ 36 鳥取和牛

具体的実施内容／展示・装飾
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具体的実施内容／日本食PRイベント

●“食し方”調理デモ （8/16、17：現地バイヤー対象、8/18：現地消費者対象）
・8/16 ともえ鮨総料理長渡邊正行氏による「有田焼の器で楽しむ日本料理「具足煮」
・8/17 なお膳オーナー兼総料理長佐藤直行氏による「日本の四季を味わう“和”の料理」
・8/18 ムラカミアソシエーツ代表取締役村上祥子先生による「電子レンジでお手軽料理」

●日本酒セミナー
Momose Company Limited代表取締役百瀬あゆち先生による「日本酒セミナー」

●日本食材の食し方セミナー
・仙台味噌醤油株式会社部長林猛氏による「味噌の食し方」
・株式会社角谷文治郎商店代表取締役角谷文治郎氏による「みりんの食し方」

●香港FoodExpo2012出展事業者・団体等による商品プレゼンテーション
・有限会社カネヨ販売
・株式会社グリーンハート・インターナショナル
・桜野園
・ミナミ産業株式会社
・亀萬酒造合資会社
・マルコメ株式会社
・エムケイ開発株式会社

●その他日本産農林水産物等に関連する情報発信
・福島県
・社団法人九州経済連合会

●ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ ＲＥＰＯＲＴ上映

日本食PRイベントの成果と課題

【成果】
・PRイベントのクッキングデモンストレーションでは、現地のライフスタイル（電子レンジ等）、現地で流通し
ている食材（冬瓜等）を利用したイベントを実施し、参加者から積極的な質問が出てきた。例えば、冬瓜を
煮る時間や煮るにあたって何を調味料として入れるのかという質問は、今後の販路開拓するための販売
促進活動のヒントになると考えられる。
・クッキングデモンストレーションで使用した食材（マルヤ水産等）や出展者による食し方セミナー
（仙台味噌醤油等）や商品プレゼンテーションを実施したことによって個々のブースにバイヤーが訪問し、
成約に貢献した。

【反省点】
・クッキングデモンストレーションにおいて、目線より高いBARのカウンターで実施したため、直視ができず

臨場感に欠ける内容となった。
・使用した出品物のPRに主眼を置き過ぎ、日本料理の「うまみ」の出し方等日本料理の特性につい

て説明することが出来なかった。

【改善策】
・臨場感を意識し、来場者の五感に訴える演出を心がける。
・日本食材ならではの繊細な調理方法など日本独自の文化で育まれた「食」のPRに留意する。
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日本食PRイベントプログラム

※空き時間は『ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ ＲＥＰＯＲＴ』を上映

　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

8/16(木） 8/17（金） 8/18（土）

OPEN OPEN OPEN

【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】　桜野園

【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】　ミナミ産業(株)
【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】(株)ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】　亀萬酒造（合）

福島県PR　13：45～14：00

【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】（有）カネヨ販売

【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】　マルコメ(株)

CLOSE
【商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】　エムケイ開発(株)

CLOSE

CLOSE

食し方セミナー〔角谷文治郎商店〕
17:30～18:00

　　〔レセプション〕試食・試飲交流会
　　　　　　　　18:00～19:30
18:00　開会あいさつ
18:10　調理ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ〔ともえ鮨〕
18:50　試食・試飲交流会

福島県PR　15:30～16:00

日本酒セミナー〔百瀬あゆち〕
16:20～17:00

日本酒セミナー〔百瀬あゆち〕
10:20～11:00

調理デモ　〔なお膳〕
12:00～12:30

調理デモ　〔なお膳〕
15:00～15:30

調理デモ　〔ともえ鮨〕
11:00～11:30

記者会見　

食し方セミナー〔仙台味噌醤油〕
13:00～13:30

日本酒セミナー〔百瀬あゆち〕
14:10～14:50

香港Food Expo 2012　における日本食PRイベントスケジュール

九州・香港経済交流セミナー
15:45～18:00

日本酒セミナー〔百瀬あゆち〕
14:00～14:40

食し方セミナー〔角谷文治郎商店〕
12:45～13:15

日本酒セミナー〔百瀬あゆち〕
10:40～11:20

日本酒セミナー〔百瀬あゆち〕
14:40～15:20

福島県PR　11:15～11:40

電子レンジを使ったﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
〔村上祥子〕
12:00～13:00

電子レンジを使ったﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
〔村上祥子〕
16:15～17:15

食し方セミナー〔仙台味噌醤油〕
14:00～14:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

具体的実施内容／日本食PRイベント
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日本酒セミナーへの日本酒提供 （8社13点）

出品者名 住所 出品商品名

1 小玉醸造(株) 秋田県潟上市 1 太平山　点巧

2 亀萬酒造（合） 熊本県葦北郡 2 亀萬赤米酒・緋穂（ヒスイ)

〃 〃 3 亀萬赤米酒・緋穂（ヒスイ)

〃 〃 4 亀萬にごり原酒

〃 〃 5 亀萬にごり原酒

〃 〃 6 亀萬純米限定酒

〃 〃 7 亀萬純米限定酒

3 福田酒造(株) 長崎県平戸市 8 長崎美人

4 菊水酒造 高知県 9 純米大吟醸　四万十川

5 亀泉酒造 高知県 10 純米大吟醸　貴賓

6 島崎酒造 栃木県那須鳥山市 11 大吟醸　熟露枯（うろこ）秘蔵　５年

7 JI-GLOBA（株） 岩手県 12 北国の恋人

8 合名会社　大谷忠吉本店 福島県白河市 13 未定

出品者名 住所 希望利用日時

1 (有)カネヨ販売 鹿児島県鹿児島市 8/16(木)　ＰＭ15:00～15:15

2 亀萬酒造（合） 熊本県葦北郡 8/18（土）　PM13：30～13：45

3 ミナミ産業(株) 三重県四日市市 8/18（土）　PM13：15～13：30

4 桜野園 熊本県水俣市 8/18（土）　AM10：15～10：30

5 (株)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 大阪府吹田市 8/17（金）　PM13：30～13：45

6 マルコメ(株) 東京都新宿区 8/18（土）　PM15：45～16：00

7
エムケイ開発(株)
（ピュアフラワー(株)） 鳥取県 8/18（土）　PM18：15～18：30

香港FoodExpo2012出展事業者・団体等による商品プレゼンテーション参加 （7社）

“食し方”調理デモへの食材提供 （8社）

出品者名 住所 出品商品名 提供先

1 (株)松前屋 大阪市中央区 昆布粉 ともえ鮨

2 (株)角谷文次郎商店 愛知県碧南市 三州三河みりん ともえ鮨

3 ニシモト食品(株) 福岡県大野城市 無添加・無着色　柚子こしょう ともえ鮨

4 亀萬酒造（合） 熊本県葦北郡 純米限定酒 ともえ鮨

5 マルヤ水産 宮城県亘理郡 北海道産紅ずわいがにフレッシュ缶詰 なお膳

6 土佐食 高知県 姫かつおスティックハーフ（しょう油、ゆずぽん） 電子レンジクッキング（村上祥子）

7 久保田米業（香港）有限公司 HongKong 魚沼産こしひかり 電子レンジクッキング（村上祥子）

8 マルコメ(株) 東京都新宿区 A輸出用液みそ料亭の味500g 電子レンジクッキング（村上祥子）

マルコメ(株) 東京都新宿区 A輸出用液みそ絶品の味 電子レンジクッキング（村上祥子）

具体的実施内容／日本食PRイベント
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“食し方”調理デモ

香港FoodExpo2012出展者の商品等を用いて『日本食材の“食し方”調理デモ』を実施。日本食材という
“和”の要素を取り入れつつ現地の嗜好・スタイルにあったメニューを実演・試食提供することで、購買者や
現地消費者等の興味を喚起。

イベント初日・2日目は現地購買者等を対象としたデモ、最終日は現地消費者等を対象とした調理デモを
行い来場者全体に訴求。特に、電子レンジの普及率が90％を超え手軽な調理が支持されている香港の事
情もあり電子レンジを使用した料理研究家の第一人者 村上祥子先生による現地消費者等を対象とした調
理デモを実施。

実施日 8月16日11：00～11：30 来場人数21名 ／ 18：20～18：50（試食交流会時）

内容 有名シェフによる調理デモンストレーション①

テーマ 有田焼の器で楽しむ日本料理

担当シェフ ともえ鮨 総料理長 ／ 渡邊 正行 （わたなべ まさゆき） シェフ

料理

具足煮

選定理由

日本の食文化が伝わりやすく、

かつダイナミックな視覚効果が

期待されるため、武士の鎧から

名前をとった具足煮を選定。

【成果】
・料理の背景の説明や実演を行うだけでなく、ともえ鮨の特長である有田焼の器を積極的に取り入れ

た視覚でも楽しめる盛り付けを披露することで、賑わいを創出できた。

【反省点】
・カウンター越しのクッキングデモンストレーションで、固定カメラによる映像演出は臨場感に欠けた。
・使用食材のPRに重点を置いたため、 「旨味」など日本独特の調理方法の説明が希薄となった。

【改善策】
・来場者の興味を惹きつけるために、手が届くくらいの距離感でデモを実施するか、離れている場合

はシェフの手の動きに合わせたカメラワークが必要である。

具体的実施内容／日本食PRイベント

ともえ鮨総料理長渡邊正行氏による「有田焼の器で楽しむ日本料理「具足煮」

成果と課題
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実施日 8月17日12：00～12：30 来場人数27名／ 15：00～15：30 来場人数32名

内容 有名シェフによる調理デモンストレーション②

テーマ 日本の四季を味わう“和”の料理

担当シェフ なお膳 オーナー兼総料理長 ／ 佐藤 直行 （さとう なおゆき） シェフ

料理

冬瓜スープ煮のかに餡かけ

選定理由

香港にいながら日本の季節を

感じることのできる料理とする

ため、夏を乗りきる冷涼さを

感じる「冬瓜スープ煮のかに

餡かけ」を選定。

【成果】
・購買者自身でも調理できるよう、だしの取り方をはじめ調理の全工程について分かりやすい説明

を実施したことにより、来場者の興味を喚起することができた。
・本調理デモでは、香港FoodExpo2012出展企業であるマルヤ水産のカニのほぐし身を使用し、

デモンストレーション中、シェフによる商品説明の場を設けた。出品者からは、自社の商品PR
や商談につながったと喜びの声をいただき、改めて調理デモの効果を認識した。

【反省点】
・カメラを固定して映すのをやめ、カメラを手動で映す改善を行ったが、カウンター越しの説明と

クッキングデモンストレーションでは、臨場感の大幅な改善には至らなかった。

【改善策】
・クッキングデモンストレーションを効果的に行うには、クッキングデモンストレーションを実施する

シェフと来場者との距離感がなくす必要がある。

具体的実施内容／日本食PRイベント

“食し方”調理デモ

なお膳オーナー兼総料理長佐藤直行氏による「日本の四季を味わう“和”の料理」

成果と課題
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実施日 8月18日 12：00～13：00 来場人数50名 ／ 16：15～17：15 来場人数62名

内容 電子レンジを使った調理デモンストレーション

テーマ 電子レンジでお手軽料理

担当シェフ
㈱ムラカミアソシエーツ 代表取締役、料理研究家、管理栄養士

村上 祥子 （むらかみ さちこ） 先生

料理

米飯、鯖の味噌煮、プリン

選定理由

通常、調理に時間のかかるもの

を電子レンジで簡単に調理する

ことのできる上記、3品を選定。

【成果】
・電子レンジでご飯が炊き上がる瞬間など、実際に電子レンジを覗いてもらい、臨場感が出るよう

に、BARカウンターの前面にテーブルと電子レンジを配置し調理デモを実施。結果、講師と参加
者が一体となって進行が進み、大変盛況となった。

・来場者も大変多かったことから、香港でのお手軽料理のニーズが高いことがわかり、今後の販路
開拓についても大きなヒントとなった。

【反省点】
・消費者向けに実施したため、3日目のみの実施であったが、現地購買者にも訴求力のある内容

であった。

【改善策】
・現地購買者へも簡単なレシピで作れる日本食材・商品を積極的に提案する機会を設ける。

具体的実施内容／日本食PRイベント

“食し方”調理デモ

ムラカミアソシエーツ代表取締役村上祥子先生による「電子レンジでお手軽料理」

成果と課題
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実施日

8月16日 14：10～14：50 来場人数29名 ／ 16：20～17：00 来場人数31名

8月17日 10：20～11：00 来場人数18名 ／ 14：00～14：40 来場人数33名

8月18日 10：40～11：20 来場人数20名 ／ 14：40～15：20 来場人数42名

講師
Momose Company Limited

代表取締役 百瀬 あゆち 先生

内容

14

日本酒セミナー

香港でレストラン等へのコンサルティング実績を持つ利き酒師 百瀬あゆち先生を起用し、日本食文化
及び現地のマーケットに合った内容で日本各地の日本酒の味・効能・歴史・相性の良い料理等を来場者
へ解説した。

実施内容 時間 実施場所

1
日本酒ソムリエによる講演
講演テーマ：日本酒の歴史と魅力／日本酒の作り方／
日本酒の味（純米、大吟醸、生酒、古酒など）の違い）

30分
調理デモ・セミナー
コーナー

2
“きき酒”体験 （実際に試飲いただき、酒の味の比較を
実施）

10分
調理デモ・セミナー
コーナー

3 日本酒ソムリエによる日本各地の日本酒PR（商品説明） 常時
試食交流会時展示
コーナー

【成果】
日本酒を大吟醸・吟醸・古酒・純米のカテゴリーに分け、それぞれの特長を説明。実際に日本酒を試飲
いただく“きき酒”体験を実施したことにより、現地バイヤー・消費者とも日本酒の作り方、味の種類まで
細かく理解している方は意外に少ないことが分かった。

【反省点】
香港では、ビジネスシーンでは英語が通用するが、香港の消費者の多くは広東語であり、中国本土から
の参加者には、北京語が必要になる。

・今後、香港でプロモーションをする際は商品のテイスティングだけでなく、日本酒に造詣の深い蔵元
の方が実施したほうが効果的であることが分かった。

・セミナー参加者に、使用言語の確認を取るとともに複数の通訳を配置する。

具体的実施内容／日本食PRイベント

Momose Company Limited代表取締役百瀬あゆち先生による「日本酒セミナー」

成果と課題
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日本食材の食し方セミナー（味噌とみりん）

日本産農林水産物等への理解促進のため、日本食材に関連する情報についてセミナーを実施した。講
演だけでなく試食・試飲等も交え、日本食材の魅力を来場者へアピール。

実施日
8月16日 12：00～12：30 来場人数24名

8月18日 16：15～17：15 来場人数33名

内容 日本食材の“食し方”セミナー①

テーマ 味噌の食し方

講演者
仙台味噌醤油 株式会社 林 猛 部長

（宮城県仙台市若葉区）

実施日
8月17日 12：45～13：15 来場人数21名

8月18日 17:30～18：00 来場人数30名

内容 日本食材の“食し方”セミナー②

テーマ みりんの食し方

講演者

株式会社 角谷文治郎商店

代表取締役 角谷 利夫 （ｽﾐﾔ ﾄｼｵ）

（愛知県碧南市）

【成果】
・日本独特の食材である「味噌・みりんの食し方」に関するセミナーを、香港FoodExpo2012の出展者

である仙台味噌醤油様、角谷文治郎商店様に協力いただき実施。
味噌汁以外の味噌の使い方レシピの説明や、調味料として様々なシーンで活用することができる
みりんの万能性などの説明には注目が集まった。

・セミナー終了後、仙台味噌醤油様の出展ブースに数社の購買者がつめかけ、商談が行われた。
・角谷文治郎商店様からも、「みりんが消費者に十分に理解されていない調味料であることが分かっ

たため、今後積極的な啓発活動を行っていきたい」というお声をいただき、購買者・消費者等の参
加者だけでなく、セミナーを実施したメーカーにとっても有益なセミナーであった。

【反省点】
・生産者は、セミナー講演に慣れていないことから、プログラムの時間通りに実施できないことがあった。
【改善策】
・生産者が実施するセミナー前後のプラグラムは間隔を空けて実施する必要がある。

具体的実施内容／日本食PRイベント

仙台味噌醤油株式会社部長林猛氏による「味噌の食し方」

成果と課題

株式会社角谷文治郎商店代表取締役角谷文治郎氏による「みりんの食し方」
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実施日

1回目 8月16日（木） 13:45～14:00 【15分】 来場人数18名

2回目 8月16日（木） 15:30～16:00 【30分】 来場人数21名

3回目 8月17日（金） 11:15～11:40 【25分】 来場人数24名

実施内容

福島県プレゼンテーション

モニタリング情報検索サイト「ふくしま新発売」

英語版を用いてモニタリング調査結果の公表、表の見方などを紹介する。

福島県の桃のＰＲ。

テーマ 農林水産物の安全情報、安全・安心に関する取り組み 等

講演者 福島県 ／ 農林水産部 参事兼農産物流通課長 吉田 肇 氏

１７

【成果】
・福島県に住んでいる福島県に方によるプレゼンテーションを通じ、福島県がいかに安全・安心に

対して熱心に取り組み、魅力ある産品を生産・製造している地域であるかということが参加者に伝
わった内容であった。

・安全・安心の取り組み説明があった後、来場者からは福島県産の桃が食べたいという声が多く上
がった。

【改善策】
・福島県産品の安全性のPR等については、その継続性とPR手法として、生産者自身の説明などを

取り入れていくことで、より説得力が増すと考えられる。

具体的実施内容／日本食PRイベント

その他日本産農林水産物等に関連する情報発信

福島県/福島県PR

成果と課題
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内容
九州～香港 経済交流セミナー

～“美味しい”を、オール九州Kyushu／日本Japanから香港へ～

担当者 社団法人 九州経済連合会 国際部 柳井 誠二

出席者
〔香港側〕香港食品業界関係者、香港中華総商会（ＣＧＣＣ）、香港貿易発展局

〔九州側〕講演者、関係者

実施内容

開催挨拶(4分×4名 16分)

九州経済連合会 ①理事 国際委員長 麻生 泰 氏

② 農林水産省 九州農政局長 吉村 馨 氏

(九州農業成長産業化連携協議会 顧問)

③ 経済産業省 九州経済産業局長 広実 郁郎 氏

(九州農業成長産業化連携協議会 顧問)

④ 香港中華総商会 副会長 Dr. Ian Chan

基調講演(25分)

「Food island九州の農産物と観光の魅力」

九州農業成長産業化連携協議会副会長

中村学園大学学長 甲斐 諭 氏

講演（19分×4）

①「九州（宮崎）農畜産物のご紹介」（19分）

九州農業成長産業化連携協議会副会長

宮崎県経済農業協同組合連合会会長 羽田 正治 氏

②「日本の貿易パートナー、香港」(19分)

香港貿易発展局プロダクト・プロモーション本部ディレクター

Ralph Chow 氏

③「食を楽しむ九州の旅」 (19分)

九州観光推進機構 海外誘致推進部長 武濤 研二郎氏

④「香港食品産業と九州への期待（仮）」 （19分）

香港日本食品輸入業協会首席

味珍味(香港)有限公司主席 Frankie Wu 氏

⑤「香港と九州を結ぶ大公網」 （5分）

Japan Online 株式会社 代表取締役社長 青木 麗子 氏

質疑応答（11分）

閉会

16

その他日本産農林水産物等に関連する情報発信

具体的実施内容／日本食PRイベント

社団法人九州経済連合会/経済交流セミナー ※スペース提供のみ
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試食・試飲交流会の概要

スケジュール 実施内容

18：00～18：20
開会挨拶
挨拶者：農林水産省 農林水産大臣 郡司 彰 氏

香港貿易発展局 総裁 Ｆｒｅｄ Ｌａｍ 氏

18：20～18：50

“食し方”調理デモ（ともえ鮨 総料理長 渡邊正行シェフ）

日本酒ソムリエによる日本酒PR

（Momose Company Limited 代表取締役 百瀬あゆち先生）

商品展示PR
日本食材説明書
(JAPANESE FOOD 
BIBLE)配布

18：50～19：30 試食・試飲懇談会 JAPANESE FOOD ＲＥＰＯＲＴ上映

＜試食・試飲交流会プログラム＞

開催名称 試食・試飲交流会

開催日時 平成24年8月16日（水） 18：00～19：30

開催場所
日本食文化美術館スペース
（香港 Food Expo 2012 会場内 （Hong Kong Convention & Exhibition Centre）） 約288㎡

参加者 現地購買者27社、メディア・プレス4社、出品者12社、その他関係者等

実施内容

＜日本食の紹介、魅力の訴求＞
●“食し方”調理デモ
●日本酒ソムリエによる日本酒PR
●試食・試飲懇談会
●JAPANESE FOOD ＲＥＰＯＲＴ（PR映像）上映
●商品展示PR /コンシェルジュによる商品説明
●日本食材説明書『JAPANESE FOOD BIBLE』の配布

具体的実施内容／試食・試飲交流会

【反省点】
・間延びのしないスピード感とメリハリを出したクッキングデモンストレーションが出来ていなかった。
・カウンター越しのクッキングデモンストレーションのため、臨場感が伝わりにくかった。

【改善策】
・クッキングデモンストレーションに必要不可欠な五感への訴求、日本独特の調理方法など
について、実際の開催時を想定した入念なリハーサルをすることが必要である。

試食・試飲交流会全体の課題
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試食・試飲交流会への出品（商品提供）リスト

試食・試飲交流会への出品 （14社31点）
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出品者名 住所 出品商品名

1 エムケイ開発(株) 鳥取県西伯郡 1 酒粕パウンドケーキ

エムケイ開発(株) 〃 2 各種パウンドケーキ

2 (株)冨貴食研 大阪府高槻市 3 金ごまドレッシング

3 (有)柏崎青果 ※商品提供のみ 青森県上北郡 4 黒にんにく

(有)柏崎青果 〃 5 黒にんにく　試食用小袋

4 山梨県果実輸出促進協議会 山梨県甲府市 6 モモ

山梨県果実輸出促進協議会 〃 7 ブドウ

5 桜野園 熊本県水俣市 8 さくら紅茶

桜野園 〃 9 一福ほうじ茶

桜野園 〃 10 むかし茶

桜野園 〃 11 煎茶

6 ニシモト食品(株) 福岡県大野城市 12 九州明細ドレッシング（金ごま、黒ごま、柚子こしょう、梅しそ）

ニシモト食品(株) 〃 13 博多　黄金のたまごめん

ニシモト食品(株) 〃 14 わさびり～ふ（ＳＰＩＣＹ　ＨＯＴ）

ニシモト食品(株) 〃 15 無添加・無着色　柚子こしょう

7 ミナミ産業(株) 三重県四日市市 16 萬来豆乳、純にがりセット

ミナミ産業(株) 〃 17 香味塩（抹茶、ゆず、わさび）

8 (株)角谷文次郎商店 愛知県碧南市 18 三州三河みりん

(株)角谷文次郎商店 〃 19 三州梅酒

9 (株)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 大阪府吹田市 20 炊飯ミネラル

(株)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 〃 21 寿司飯ミネラル

10 (有)こやま園 兵庫県丹波市 22 丹波なた豆茶

11 (株)四季菜　※商品提供のみ 秋田県秋田市 23 ハチ公プリン

(株)四季菜 〃 24 お米deぷりん

(株)四季菜 〃 25 米粉ダクワーズ

12 亀萬酒造（合） 熊本県葦北郡 26 亀萬赤米酒・緋穂（ヒスイ)

亀萬酒造（合） 〃 27 亀萬にごり原酒

亀萬酒造（合） 〃 28 亀萬純米限定酒

13 豊橋糧食工業㈱ 愛知県豊橋市 29 むぎ姫

豊橋糧食工業㈱ 〃 30 無洗米麦ごはん

14 鹿児島県 鹿児島県 31 焼酎　数種類

具体的実施内容／試食・試飲交流会
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試食・試飲交流会における配布物

日本食材説明書（JAPANESE FOOD BIBLE)の配布

本事業で使用した日本食材等の説明パンフレットを作成し、試食・交流会に参加された現地購買者
及びメディア・プレス等に配布。主要食材についての情報やレシピ紹介についても記載し、日本産農
林水産物等への理解に役立てた。

＜説明書への主な掲載内容＞

主要食材の生産地・旬の時期・特徴・食し方
①掲載対象品目
（日本食文化美術館での使用食材から選定）

お米、味噌、昆布、お茶、日本酒、桃、
ぶどう、柚子 8品目程度

②掲載内容
掲載品目の特長、生産地、収穫（旬）の時期、
食し方

日本食材を活用したメニューレシピ
試食交流会で実演したレシピ

調達するための情報

具体的実施内容／試食・試飲交流会
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プレス・メディア等の参集

具体的実施内容／その他

参集メディア一覧

Ｎｏ． Media

■General newspaper

1 HK Daily News

■other media

1 ERLY.com

2 炎黃春秋

3 International Daily News Group

Ｎｏ． Media Ｎｏ． Media

■TV ■Local Japanese media

1 Phoenix Satellite TV 1 Yomiuri (読売新聞)

■General newspaper 2 Concierge

1 Apple Daily 3 時事通信

2 Hong Kong Commercial Daily 4 ＮＨＫ

3 Metro Daily ■other media

4 Ming Pao 1 AFP

5 Oriental Daily News

6 Sing Tao Daily

7 Ta Kung Po

8 Wen Wei Po

9 South China Morning Post

10 HK Daily News

■economics/business

1 Hong Kong Economic Times

＜16日 記者会見と記者ブリーフィング＞

計17社

＜16日夕方 レセプション時＞

計4社

16日（木）10時～、一階エントランスホールにてオープニングセレモニーが開催され、現地のＴＶ・新聞・雑誌など
多数のメディアがセレモニーの取材を行った（ＨＫＴＤＣ主催）。開会式典では、農水省郡司大臣もご挨拶され
テープカットに御参加された。

その後、11時よりＶＩＰ内覧ツアーが実施され、郡司農水大臣と関係者一行は日本ブースを視察され、12時過
ぎから農水省日本食ＰＲイベントスペースにて、ぶら下がり記者会見を実施、17社が大臣と質疑応答を行なった。
大臣退出後に、小島輸出促進グループ長がメディアブリーフィングを実施。「第一回ＭＡＦＦとＨＫＴＤＣとの定
期会合の結果」をご説明されて、記者の質疑応答を行った。
香港のフェニックステレビ、経済紙、ＮＨＫなど現地日本支局など有力メディアが、日本食ＰＲイベントに参集した。
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参加者対象アンケートの実施

日本食文化祭典（展示・装飾/日本食ＰＲイベント/試食・試飲交流会）の評価を把握するため、現地購買
者・現地消費者・出品者を対象としたアンケートを実施。今後の日本産農林水産物等の輸出促進の取り組
みに参考となるよう、イベント全体の満足度等に関する質問のほか、現地購買者へは商品購買の際に重視
する“商談成約の鍵”となる考え方を把握するための質問を、そして現地消費者へは日本産農林水産物等
の購入に関する考え方を把握するための質問を、さらに出品者へはイベント運営やPRを行うにあたっての
改善点に関する質問などを設定し、結果を集約・分析を行った。

具体的実施内容／その他


