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国際博覧会とは
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■国際博覧会とは

○ 国際博覧会条約（ＢＩＥ条約 (※)）に基づき開催される博覧会のこと

※ Bureau International des Expositionsの略（事務局はパリ）

○ ５年ごとに行われる大規模（６ヶ月程度）の登録博（2005年 愛知、2010年上海、2015年ミラノ）と、登録博
の間に開催できる相対的に小規模（３ヶ月程度）の認定博（2008年 スペイン・サラゴサ、2012年 韓国・麗水）
がある。

■国際博覧会の意義

○ 20世紀には「開発型」「国威発揚型」の万博が隆盛を極めたが、21世紀は「人類共通の課題の解決策を
提示する｢理念提唱型」の万博に変容を遂げている。

■我が国が開催した国際博覧会

○ 我が国では、1970年の大阪万博、1975年の沖縄（海洋博）、1985年のつくば（科学博）、2005年の愛知

（愛・地球博）などを開催している。

■最近の万博の入場者数

○ 愛知（2005年） 22,050千人、サラゴサ博（2008年） 5,651千人、上海（2010年）73,084千人、

麗水（2012年） 8,203千人 ＜参考＞大阪（1970年）64,219千人

■次回以降の国際博覧会の開催国

○ 2017年（認定博）はカザフスタン（アスタナ）での開催が決定。テーマは「未来のエネルギー」

○ 2020年（登録博）はUAE（ドバイ）での開催が決定。テーマは「心を繋いで、未来を創る」

ヨ ス



■正式名称

■会 期

■開 催 地

■メインテーマ

■サブテーマ

■参加国等

■会場面積

■入場者数

2015年 ミラノ国際博覧会

2015年5月1日〜10月31日（184日間）

イタリア共和国ミラノ市郊外

Feeding the Planet, Energy for Life   地球に食料を、生命にエネルギーを

１）食料の安全、保全、品質のための科学技術
２）農業と生物多様性のための科学技術
３）農業食物サプライチェーンの革新
４）食育
５）より良い生活様式のための食
６）食と文化
７）食の協力と開発

145ヶ国・3国際機関

110ヘクタール

約2,150万人

ミラノ国際博覧会開催概要

日本館
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○ 農林水産省及び経済産業省を幹事省、国土交通省を副幹事省とし、ジェトロを参加機関とした体制を整備

○ 日本の農林水産業や食を取り巻く様々な取組、日本食、日本食文化に詰め込まれた様々な知恵と技が、

人類共通の課題解決に貢献していくことをアピール（※有識者からなる基本計画策定委員会において、基本

理念やコンセプトを策定）

○ 万博参加国中、最大規模のパビリオン面積（4,170㎡）で出展

万博日本館のマーク

食生活と農業生産の多様性

建築 多様性のうつわ

日本古来からの知恵と技を現代の日本の最先端技術を用いて応用し、伝統と
革新が共存する木材等を活用した日本館を建築

展示

自然と共生する「農林水産業」をベースに、深遠な知恵と技が凝縮された日本の
「食」と「食文化」が、持続可能な未来社会を切り拓くことをアピール

レストラン 理解を共感に変える、日本の食の体験

展示の理解を共感に変えるため、だし等の日本の優れた食を体験できる場とし
て展開。（高級日本食レストランとフードコートを設置）

催事 多くの方々が参加・発信できる行催事の展開

日本食や食文化の多様性を世界へアピールするため、全国の地方自治体や
団体の参画を公募した結果、35自治体、20団体、3官公庁が出展

日本館のテーマ
Harmonious Diversity

－共存する多様性－

祝い箸をモチーフにし、
EXPOの「E」を形作っている

＜日本館の概要＞

日本館出展概要

食生活と農業生産の多様性
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（ジャパンデー 林農林水産大臣プレゼンより）

（参考１）ミラノ万博での日本のメッセージ
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まず１つ目は、「自然と共生する農法」です。日本は国土の約７割を山林が占め、農業
に適した耕地が多くありませんが、厳しい自然環境を受け入れ、風土の特性を活かした農
業とすることでそれを克服しています。特に日本の食を語る上で欠かせない水田の役割は、
米の生産だけでなく、地域を洪水から守る等の多面的な機能を有します。また、同じ作物
を作り続けると次第に作物が育たなくなる連作障害についても、水田には常に水が流れ込
み、養分が補われるため発生しません。

このような安定した環境では、微生物により水が浄化され、魚や昆虫が繁殖し、それを
エサとするカエルや鳥が集まってくる自然の循環を生み出し、これが地力の増加に結びつ
いています。

こうした農法は生態系を崩すことなく、持続可能で自然と共生した世界に誇れる優れた
ものであり、自然と共生した農業をより多くの国々に展開することで食料供給力を増加し
ていくことが重要です。

(1/3)



ミラノ万博での日本のメッセージ
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２つ目は、「食材の力を引き出す日本の食」です。日本食の基本は、ごはんと、野菜や
魚を中心としたおかず、みそ汁からなる「一汁三菜」です。

日本では、あらゆる料理に「だし」が使われており、第５の味覚といわれる「うま味」
を含んでいます。だしのうま味を加えることで料理の味が広がるため食塩の量を減らして
も美味しさが損なわれません。最近の研究によると、うま味成分を含んだ食事では、過食
が抑えられたというデータもあり、世界で共有することで、健康な食生活が広がるものと
考えています。

また、高温多湿な日本では、かつお節や納豆のようにカビや微生物の力を利用した発酵
食品も多く生み出されています。発酵食品は保存性に優れ、食材の栄養価を高める優れた
働きがあります。例えば、大豆を発酵させた納豆はビタミンＫが大豆の数十倍にも増える
ことが知られています。

こうした日本食に含まれる素晴らしい知恵を未来にも受け継いでいき、世界の共有財産
としていくことが重要と考えています。

(2/3)

（ジャパンデー 林農林水産大臣プレゼンより）



ミラノ万博での日本のメッセージ
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最後は、「自然への敬意と感謝」です。日本における食事の際のあいさつである「いた
だきます」「ごちそうさま」は、いのちをいただくことへの敬意と感謝、自然への感謝、
食事に関わったすべての人への感謝が込められており、日本人の精神性がとてもよく現れ
ています。

また、食卓を囲む時間は、日々の食事が数え切れないほどの感謝の上に成り立っている
ことを改めて胸に刻み、世界中の人々が食べ物を粗末にしないよう親から子へと伝えてい
くことで豊かな心と食料の安定供給が実現すると感じています。

イタリアでは、パスタの味付けが各家庭で異なるなど、おふくろの味が最良とされ、家
族揃っての食事を大切にしていると聞きますので、この点はご理解頂きやすいかと思いま
す。また、こうした両国の食文化における共通点等をきっかけにして、お互いの料理や食
文化に興味と敬意を持つことで友好が深まり、国際交流が図れると幸いです。

(3/3)

（ジャパンデー 林農林水産大臣プレゼンより）



日本館の建築概要

○ 日本館の外壁には、持続可能性を体現する建築素材として、日本の伝統的木造建築物と最先

端の構造解析技術の融合である「立体木格子」を採用

○ 木同士を組み合わせることで生まれる「めり込み作用」により、釘をほとんど使わずに耐震性に

優れた構造体を実現

○ 材料として、東日本大震災の被災地である岩手県産のカラマツ集成材470ｍ3を使用
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SceneⅠ HARMONY
自然と寄り添い、多様な恵みを育む日本の食の産地

多雨・多湿な気候で急峻な土地に切り拓かれた日本の水田は、
水をその土地に留め、地表を水が覆うことにより、豊かな植生と
生物多様性を保持する国土を生み出しました。そして、人びとは
そこから食の恵みを得ると同時に、洪水や渇水など、時に災い
をもたらす自然をも治めてきました。このような営みを、自然と共
生する日本の農林水産業として、豊かな生態系が維持されなけ
れば生息できない「コウノトリ」をシンボルに紹介します。

SceneⅡ DIVERSITY

日本の農と食、食文化の多様性、さらなる拡がり

世界には様々な農業があり、それに応じた多種多様な食が
あります。また日本でも同様に、気候や風土に応じて各地域
で独自の農と食、食文化が育まれ、世界からも学びながら、
さらなる拡がりをみせています。このゾーンでは農と食、食文
化に関する 1000 を超えるコンテンツを一望することで、世界
と日本の“多様性”を実感していただきます。

日本館の展示概要
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SceneⅡ LEGACY （未来に継承される伝統と技）

未来につながる伝統の知恵と技。日本食は「未来食」

「一汁三菜」「発酵・天日干し」「出汁・うま味」「口内調味」「地域や季節
に応じた多様な食文化」など、古来から日本食に込められた様々な知
恵と技が、普遍的な価値となって、地球上の人びとの健康的な食生活
に貢献する「未来食」となることを訴求します。

SceneⅢ INNOVATION （地球的課題に貢献する日本の知恵と技）

世界の様々な食料生産や食生活を、互いに認め合い尊重しながら、独
創性に富んだ取組みを行う日本の姿勢を示します。その中で、農業や
食の画一化、食料の偏在化と栄養バランスの偏りなどの地球規模の課
題を共有し、その解決に向け、農林水産業と地域社会に根ざして人び
との生活を向上させる協同組合組織の確立、栄養バランスに優れた伝
統的な日本型食生活、自然と共生する持続的な農業生産の取組みな
どを提案し、国境を越えた食と食料生産支援の国際貢献や科学・工学
など分野を越えた先端技術なども紹介します。
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(2/3)日本館の展示概要

地球的課題に対し独創的に取組む「日本のクリエイティブ・ソリューション」



SceneⅣ COOL JAPAN DESIGN GALLERY
伝統と革新がもたらす、魅惑のクールジャパン

日本の食文化では、四季折々の食材や料理に合わせた食器も大切な
役割を演じます。和食器の形やデザイン、それを作り出す伝統の技が
現代にも伝承され、伝統的工芸品として日常的に使われています。こ
のゾーンでは、新進気鋭のアーティストによる感性を伝統で培われた匠
の技により表現した和食器など、１２産地１６品目の伝統的工芸品を展
示しています。

SceneⅤLIVE PERFORMANCE THEATER
食卓から始まる人びとの想い、絆。日本食は世界をつなぐ「地球食」

食に関わるすべての人びとや自然の恵みに対する感謝の気持ちを表
す言葉「いただきます」や「ごちそうさま」。この言葉を共有することで、
家族の絆を深め、友情を育み、コミュニケーションの輪を拡げていきま
す。一体感のある顧客参加型のショー演出を通じて、日本食が、世界
の人びとを笑顔でつなぐ「地球食」となることを体感していただきます。
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品目 交渉以前
ミラノ万博の特例措置についてのEUとの合
意内容（万博日本館への持込みの特例措置）

第三国リストへの掲載状況等

牛肉

生鮮
○
ＥＵ認定施設 からのみ

○
ＥＵ認定施設以外からも持込み可能

加工

×
第三国リスト に掲載されていないため不可

○
EU認定施設以外からも持込み可能

改正EU決定により第三国リスト
へ掲載

豚肉

生鮮

×
第三国リストに掲載されていないため不可

○
ＥＵ認定施設以外からも持込み可能

特例規則の設置

加工

○
ＥＵ認定施設以外からも持込み可能

改正EU決定により第三国リスト
へ掲載

＊ 認定施設 ： EUに輸出するための基準（HACCP等）を満たした施設
＊ 第三国リスト ： EUに輸出することができるEU域外の国（第三国）のリスト

＊

＊

特例措置が認められた部分

（参考2） ミラノ万博へ持込む日本産食品の取扱い

○ ミラノ万博では、各パビリオンにレストランの設置が義務づけられており、日本館においては、本格日本食レス

トラン及びフードコートを設置し、日本食・食文化を紹介。また、日本館内には、「イベント広場」というステージを

設け、地方自治体・団体が各地域の伝統的な食品の展示や飲食の提供を計画。

○ しかしながら、日本産食品の中には、ＥＵの現行規則に合致せず、日本からＥＵ域内への持込みができない食

品があるため、ミラノ万博における特例措置をＥＵ・イタリア政府に要請した結果、以下の特例措置が実現。
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野菜、果物については概ね持込みが可能

品目 交渉以前
ミラノ万博の特例措置についてのEUとの合
意内容（万博日本館への持込みの特例措
置）

備考

鶏肉

生鮮

×
第三国リストに掲載されていないため不可

×
第三国リストに掲載されていないため不可

加工

○
EU認定施設以外からも持込み可能

改正EU決定により第三国リスト
へ掲載

乳製品と
卵製品

×
第三国リストに掲載されていないため不可

×
第三国リストに掲載されていないため不可

水産品
○
EU認定施設からのみ

○
EU認定施設以外からも持込み可能

・フグ
→事前通報、フグ取扱施設の通知、資格のあ
る者による取扱い、ロット毎の検査等を実施し
た上で追加衛生証明書が必要

・かつお節
→ベンゾピレン等の基準を遵守する必要

二枚貝
→EU認定施設からのみ可
×かき、はまぐり、あさり

特例措置が認められた部分
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ミラノ万博へ持込む日本産食品の取扱い (2/2)



日本館レストラン

○ 展示で紹介した日本食文化を実際に体験してもらうためには、レストラン等における実食も重要。このた

め、「理解を共感に変える、日本の食の体験」をテーマに、一般社団法人日本フードサービス協会（ＪＦ）が
レストラン事業を実施。

○ 日本の食材に触れていただくため、米・和牛・かつお節など主要な食材については日本産のものを活用。

■本格日本食レストラン

技、空間、おもてなしなど、日本の食の魅力を深く追求した日
本最高峰の京風カウンター会席（美濃吉が運営）

■フードコート

日本ならではの食の楽しさや、世界に誇る食の技術などを紹
介する、バラエティ豊かなブースからなるフードコート（壱番屋、
柿安本店、サガミチェーン、モスフードサービス、人形町今半、
京樽が運営）
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日本館イベント広場

○ 万博出展にあたり、「地域の振興」や「インバウンドの増大」が重要であることから、食による「地域おこし」に
取り組んでいる地方自治体関係者や様々な食に関する取組を行っている団体等が自分たちの活動をアピー
ルできる場としてイベント広場を設置。

○ 日本食や日本食文化の多様性を世界にアピールするため、地域の方々にイベント広場への参画を公募し、
58にのぼる地方自治体等が万博に参加。（次頁参照）

14

ふぐ刺しの実演・試食イベント（山口県） 京都の伝統と革新を紹介（京都）

餅つきパフォーマンス（JAグループ）いけばな実演（全国花き輸出拡大協議会/
一般財団法人池坊華道会）

復興状況や食の安全を伝えるイベント
（福島県）

茶の湯の紹介（裏千家）



イベント広場参加自治体・団体と主な展示内容

自治体：35（27組）、団体：20、官公庁：３ 合計：58

月 参加期間 参加自治体、団体、官公庁 主な内容

1

5月

5/1～5： 5日間裏千家 茶の湯の紹介

2 5/12～16： 5日間「本場の本物」ブランド推進委員会 郷土料理と洋風アレンジ料理の実演・試食

3 5/17～18： 2日間風迢舎、インフィニータムジカ-イタリー 能管の演奏

4 5/19～20： 2日間一般社団法人ときの羽根 日中合同参加実績によるシンポジウム

5 5/21～23： 3日間NPO法人モータースポーツ子ども支援協会 伊賀食文化（米、伊賀牛、伊賀焼等）PR

6 5/24～27： 4日間山口県 山口ブランド商品等の試食等

7 5/29～30： 2日間NPO法人TABLE FOR TWO International 和食に関する体験プログラム（味噌、おにぎり等）

8 5/31～6/2： 3日間佐賀県 焼き物に関する実演・体験、器と食の展示

9

6月

6/3～6： 4日間日本陶磁器産業振興協会 器を通した日本食文化の展示

10 6/7～11： 5日間ミラノ国際博覧会京都ウィーク実行委員会（京都府／京都市／京都商工会議所）
京料理（京野菜、水産物、お酒等）の紹介、茶道・華道の展
示

11 6/13～14： 2日間「ミラノ国際博覧会 食と美の融合芸術展」実行委員会 絵画・映像・音楽・調理の実演

12 6/15～16： 2日間NPO法人こころとからだのサポート 夢飛行 鹿児島霧島特産物(米・焼酎・黒酢・茶等)PR

13 6/17～18： 2日間国土交通省 下水道が生み出すチカラ～新しいいのちの循環～

14 6/19-21： 3日間全国商工会連合会 日本文化の多様性を体感する

15 6/22～23： 2日間NPO法人長久手エンジン 伝統文化（焼き栗・日本舞踊等）の実演・試食

16 6/24～25： 2日間一般社団法人日本洋菓子協会連合会 有名パティシエによる洋菓子の提供・試食

17 6/26～27： 2日間全国花き輸出拡大協議会/一般財団法人池坊華道会 生け花、フラワーアレンジの実演

18 6/28～30： 3日間伊賀市（三重県） 忍者実演ショー、漬け物・かたやきの試食

19

7月

7/1～4： 4日間三重県 食のおもてなし、三重ブランド（松阪牛等）のPR

20 7/5～7： 3日間和歌山県 和歌山県産品の試飲、試食

21 7/9～15： 7日間JAグループ 農業生産の多様性・食生活の多様性の展示

22 7/16～19： 4日間兵庫県 兵庫食材（神戸牛等）のPR

23 7/20～23： 4日間小浜市（福井県） 和食文化伝承教室、箸作り体験

24 7/24～27： 4日間
2015年ミラノ国際博覧会・東北出展委員会
（岩手県／宮城県／石巻市／（一社）東北経済連合会）

郷土料理教室、料理対決（東北産の水産物）

25 7/28～31： 4日間JTAAジャパンテーブルアーチスト協会 お雑煮・おせち料理についての展示

(1/2)
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自治体：35（27組）、団体：20、官公庁：３ 合計：58

月 参加期間 参加自治体、団体、官公庁 主な内容

26

8月

8/1～2： 2日間富山県 富山産食品（日本酒、米菓、水産物等）のPR

27 8/4～8： 5日間愛知県／名古屋市 郷土食・ご当地グルメの紹介

28 8/9～11： 3日間長崎県産地ブランド産品輸出促進協議会 手延そうめん・うどんの試食

29 8/12～16： 5日間観光庁／国際観光振興機構（JNTO） 日本文化の中に息づく「美」を感じる旅

30 8/19～22： 4日間一般財団法人地球産業文化研究所 愛・地球博理念継承に関わる公園

31 8/23～27： 5日間静岡県／山梨県 お茶の提供・実演、茶会の開催

32 8/28： 1日間 愛知県外国人受入協会 日本の伝統文化公演、百年野菜の試食

33 8/29～9/1： 4日間香川県 うどん打ち体験や試食・試飲（出汁含む）

34

9月

9/2～5： 4日間宮崎県 県産ブランド（宮崎牛、マンゴー）PR、うどん試食

35 9/6～9： 4日間徳島県 徳島の食のPR、阿波人形浄瑠璃の実演

36 9/10～13： 4日間大阪市 大阪の食文化（食い倒れ等）PR、試食・試飲

37 9/14～15： 2日間文化庁 和食と日本文化に関する展示

38 9/16～19： 4日間日本酒造組合中央会 日本の國酒（日本酒、本格焼酎・泡盛等）のＰＲ

39 9/24～26： 3日間一般財団法人燕三条地場産業振興センター／三条市／燕市（新潟県） 地場産業（金属加工）とそれを支えた食に関する展示

40 9/27～30： 4日間公益社団法人日本茶業中央会 日本茶の提供、日本茶文化の紹介

41

10月

10/2～3： 2日間鶴岡市（山形県） つや姫、だだちゃ豆、地酒の試食・試飲提供

42 10/4～5： 2日間新潟市（新潟県） 料理人による伝統料理実演、おむすび作り体験

43 10/6～8： 3日間2015年ミラノ国際博覧会北海道実行委員会 北海道産の食材をPRするための試飲・試食等

44 10/9～10： 2日間山形県 県産農産物（牛肉、米等）の料理実演・試食

45 10/11～14： 4日間福島県 福島産食材を利用した料理実演・試食

46 10/16～21： 6日間石川県／静岡県／熊本県／大分県／新潟県（世界農業遺産広域連携推進会議） 5県の食・食文化のPR、料理教室、醤油の生搾り体験

47 10/22～23： 2日間新潟県 新潟米、県産農林水産物等の試食

48 10/24～27： 4日間福井県 精進料理の提供、和紙すき・折り紙の体験

49 10/29～30： 2日間群馬県 群馬県産食品の展示・試食提供

イベント広場参加自治体・団体と主な展示内容 (2/2)



ジャパンデー公式式典

（参考3） ジャパンデーにおける我が国の取組について
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○史上初の食をテーマとするミラノ万博で日本館が提唱する
「共存する多様性」の考え方を林大臣等が発表

東北復興祭りinミラノ万博パレード

ジャパンデーレセプション ジャパンサローネ

○東北６県10市、国際交流基金、JAグループ等が、｢復興の
支援への感謝と東北の元気を届けます｣をテーマに、約430
名が参加するパレードを実施

○ミラノ市内ステッリーネ宮殿で、ミラノ万博に参加する各国
代表やイタリアの食関係者等約850名を招きジャパンデー
レセプションを開催

○菊乃井・村田吉弘氏が監修し、日本料理、郷土料理、日本
食材を活用したイタリア料理を日本酒とともに提供

○内閣官房、総務省、農林水産省、経済産業省、観光庁など
の連携の下、ステッリーネ宮殿で、ミラノ万博日本館ではでき
ない商談会、ＪＡによるシンポジウムや試食イベント等を実施

○6月25日から7月13日までの開催期間中約３万人を集客



（参考４） ジャパンサローネ

○ 万博会場内では制限されている、企業宣伝やＢ to Ｂ商談会及びＢ to Ｃのプロモーションを行う
ため、 6月25日(木)〜7月13日(月)の19日間、ミラノ市内ステッリーネ宮殿において、内閣官房、総
務省、農林水産省、経済産業省、観光庁などが連携して「ジャパンサローネ」を開催。

○ 期間中、約３万人の来場者があり、メディアの注目も集め、日本、イタリア両国で新聞やＷＥＢ等
で取り上げられた。

○ 特に、商談会については、イタリアはもとより欧州全域から幅広くバイヤーや外食オーナーらが訪
問し、多数の商談が行われた。

個別ブランド・製品展示・商談会
（内閣府）

セミナー・シンポジウム
（総務省、NHK）

日本食文化普及・クールジャパンの推進
（農林水産省、経済産業省）

４Ｋセミナー、８Ｋ試写会を実施。８Ｋ試
写会は常に満席、立ち見が出る程、盛況。

キャラクターを活用した日本食文化の紹介や、

アニメ上映会、伝統工芸品など様々なコンテン
ツを紹介。

個別のブランドや製品情報を、展示や
試食を通して発信。ＢtoＢ商談会の実施。

個別ブランド・シンポジウム
（ＪＡシンポジウム）

テストマーケティング・試食
（カゴメ、キユーピー、ハウス食品、伊藤ハム）

官公庁連携商談会
（ＥＵシンポジウム）

三國シェフ監修のもと、新規開発した洋食
メニュー計600食の試食提供を実施。即日
売切れ。

和牛を中心に国産農畜産物の展示や試
食等を実施。レストラン等からの問い合わ
せ多数有り。

日EU間の農産物・食品分野でのビジネス協
力推進の為のセミナー及び商談会を実施。

18



ジャパン サローネ 出展者一覧
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開催期間 出展団体名 タイトル 内容

6/25 - 7/13

農水省

政府展示

米食、魚食、生食文化、発酵、うま味、出汁文化

経産省 伝産品の紹介、工芸品の展示、器づくりのデモ等

観光庁/国際観光振興機構（JNTO）
回廊での観光映像の放映、パンフの配布、全国旅館連盟の旅館案内等に加え、
展覧室にて日本文化の「美」の魅力やもてなしの心、伝統工芸品の産地を説明

内閣府 SAKEボトルの紹介、酒造機械のパネル紹介

日本貿易振興機構（ジェトロ）
1958年から数多くの万博にて日本館出展を担当。ミラノ万博日本館のテーマ、
展示内容、レストラン情報を紹介

全国商工会連合会 SAKEを世界共通の飲み物に！
日本酒が「和食のためだけの飲み物」ではなく、イタリア食材とのペアリングや
カクテル創作、セミナーを通じて世界共通の飲物として発信

クールジャパンコンテンツ
19作品のアニメ上映、キャラクターから
伝統工芸まで、日本の「Cool」を体験！

ハローキティ＆マイメロディMEET＆GREET（6/25～7/6）、ドラえもん等身大人形
20体の展示（6/25～7/13）等

6/25、26 農林水産省 和食や日本のお菓子作り体験
和食や日本のお菓子作りを通じて日本食・食文化への需要を喚起し日本産品
の普及及び輸出の拡大を図る

6/29 - 7/2 （株）三菱ケミカルHDS
食からヘルスケア分野までKAITEKIを
実現する製品・技術を紹介

植物工場やお酒の濃縮技術、浄水器、食品包装材、調理用器具、保温容器、
健康に関わる分析装置やボンベなど幅広く紹介

6/30 - 7/1 ヤマサ醤油（株） おいしいしょうゆは赤い。ヤマサ醤油
新鮮さを保つ「鮮度の一滴」のしょうゆと酸化したしょうゆの比較、会社紹介、
試食

7/4 - 8 パナソニック（株）
最新の調理家電を使った、和食とフレッ
シュジュースのデモンストレーション

最新の調理家電を展示。ＩＨ調理器を使い辻調理師専門学校のスペシャリストが
本物の和食を提供。低速ジューサーのデモ

7/5 - 9 鳥取県
日本のイイモノすべてがギュッと詰まった
ところ、それが鳥取県です

美しい日本海や山々、温泉など観光スポットを映像で紹介。西瓜やラッキョウの
試食。日本のマンガやアニメを支える原作者を大勢輩出しているクリエイティブ
な鳥取を紹介

7/5 - 11 ブルドックソース（株） 東京とんかつ
カツレツの起源といわれるミラノで、日本のとんかつを知って頂き、日本の調味
料であるブルドックソースの美味しさを伝える

7/6 総務省 次世代放送（４Ｋ・８Ｋ）セミナー
日本が行っている４Ｋ・８Ｋの普及や政策的・技術的な取り組みを解説するセミ
ナーを実施。最新の４Ｋテレビや８Ｋ映像を体験できる

7/6 - 7 内閣官房・内閣府 日本全国各地の様々な産品の商談会
イタリア市場への参入や販路拡大を目指す日本各地域の中堅・中小企業を中
心に商談会を行い、食品、食器、工芸品など、日本の地域の魅力を発信

(1/2)



ジャパン サローネ 出展者一覧
開催期間 出展団体名 タイトル 内容

7/6 - 11

日本放送協会（ＮＨＫ） イタリア初公開！8Kスーパーハイビジョン
８Ｋハイビジョンでのコンテンツを紹介（すし、富士山、花火大会、東京ガール
ズコレクション）

不二製油（株） 世界初 USS製法のプレミアム豆乳
生クリームのようなコクを持つ豆乳クリームの試飲、豆乳クリームを活用し、
和とイタリアンを融合させた季節を感じる料理を試食

YO-SHOKU
（カゴメ、キユーピー、ハウス、伊藤ハム）

和牛ハンバーグステーキ ソースジャポネ-ゼ
カゴメ、キユーピー、ハウス、伊藤ハムがそれぞれの製品を使った洋食を
披露

7/10

欧州連合（EU） EU-JAPAN DAYセミナー
食品関連産業等における欧州と日本のビジネス交流の促進を目指して、
日EU当局等から講演者を迎えたセミナーや、日欧企業間の商談会（B2B
meetings）などを行う （経産省 通商政策局担当）

㈱みずほフィナンシャルグループ ミラノ万博記念セミナー
「食と農に関する産業の競争力強化」、「地方創生」への貢献をめざし、企業
向けセミナーや日本の自治体の取り組み、紹介等を実施

7/10 - 12

ＪＡグループ
日本のＪＡが国産農畜産物と農業、農村の魅力
をお届けします

①全農ブランド商品等の展示・試食コーナー（国産米、全農和牛他）

②試食。商談コーナー、農層地域への観光客誘致コーナー

③共同組合の理解促進、商談・セミナースペース

味の素（株） 食を通じて未来へチャレンジ
「うま味」の展示、味の素ブランド商品展示、グローバル展開の紹介、「出汁」
セミナー、試食コーナー（餃子、白だし、焼きそば、ラーメン）

7/10 - 13 ゼロ・ジャポン（株）
ゼロ・ショコラ

～風味豊かなシュガーレスチョコレート～
1942年創業の博多老舗チョコレートメーカー。風味豊かでカロリーを砂糖の
半分に抑え、健康と美容のために誕生したシュガーレスチョコレート

7/11

滋賀県 ～近江の匠～ 精進弁当 日本の聖地・近江の食材を詰め込んだ精進弁当。禅の心

全国花き輸出拡大協議会 日本産花きによる「おもてなしの花」
「日本の育種力・生産技術の高さ」を魅せる国産花きの展示花を介して伝え
る日本文化・いけばなデモ（草月流）

7/12 ＪＡグループ シンポジウム
国際連合や世界の協同組合と連携して、ミラノ万博と連動したシンポジウム
を開催

7/12、13 キッコーマン（株） 和食の心
展示、ワークショップ、料理の提供を行い、イタリアを中心としたヨーロッパ
在住の皆様や食の関係者の方々に日本の食文化を紹介

(2/2)
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日本館の「金賞」受賞について

○ 会場全体の最終的な総来場者数は2,150万人を超え、日本館にはそのうちの１割強にあたる228万人が来館

○ ＢＩＥ（博覧会国際事務局）が主催し、優秀なパビリオンを決定する褒賞制度（パビリオンプライズ）において、
日本館は展示デザイン部門で「金賞」を受賞

○ ５年ごとに行われる大規模博覧会における日本館の「金賞」受賞は史上初の快挙

21

パビリオンプライズ結果（2000㎡超の自己建築型パビリオン）

部 門 金 賞 銀 賞 銅 賞

展示デザイン 日 本 韓 国 ロシア

テ ー マ ドイツ アンゴラ カザフスタン

建 築 フランス バーレーン 中 国
森山農林水産大臣への報告

来館100万人達成
（8月12日／開幕104日目）

来館200万人達成
（10月19日／開幕172日目）

行列の絶えない日本館
（最長10時間待ちを記録）



○ 「日本館には並ぶ価値がある」など、現地の新聞等に日本の盛況ぶりが連日大きく取り上げられた

○ イタリアで最大発行部数を有する全国紙「Corriere della Sera」のイベント情報冊子「ViviMilano」のWEBサイト

上では、ミラノ万博のパビリオンの人気投票を実施。

○ ミラノ万博には145の国や３つの国際機関が出展する中、日本館は、多くの項目で上位にランクイン。

（注）2015年11月２日 17：00現在（※サンプル数不明）

■万博会場内の食事でどこが一番おい
しかったか？

１位 イタリア １７%
２位 コロンビア １１%
３位 マレーシア ８%
４位 日本 ７%
５位 アルゼンチン ６%

■万博を見た後で訪れてみたい国は？
１位 コロンビア １７%
２位 日本 １０%
３位 マレーシア ７%
４位 カザフスタン ５%
５位 ブラジル ４%

■一番きれい、すばらしい（目を見張る、見応
えのある）パビリオンは？

1位 日本 １２%
2位 イタリア １０%
２位 コロンビア １０%

■一番楽しい（体験できるものが多い）パビリ
オンは？

1位 ブラジル ２２%
2位 日本 １０%
2位 コロンビア １０%

（参考５） 日本館はミラノ万博のパビリオンの中でも最も人気のある館の１つ
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