
調査・情報発信
■2013年度調査予定 1/2

味覚調査 コールドチェーン調査

【調査の⽬的】
新興国向けの農林⽔産物・⾷品輸出の課題のひとつに、
コールドチェーンの整備状況に関する情報が不⼗分である
ことがあげられる。新興国のコールドチェーンの実態につ
いて調査を⾏い、⽇本企業が輸出の可能性を検討する際の
参考情報とする。

【調査対象国（都市）】
中国（上海、成都）
タイ（バンコク）
マレーシア（クアラルンプール）
ベトナム（ハノイ、ホーチミン）
インドネシア（ジャカルタ）
フィリピン（マニラ）
インド（ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ）

【調査のポイント】
・空港および港湾到着から⼩売店に運ばれるまでのルート
・空港・港湾の冷凍・冷蔵施設
・主な事業者
・課題と可能性

５つの基本味

甘味

旨味 塩味

苦味 酸味

【調査の⽬的】
国内および海外で販売されている商品を対象とし、味覚
センサーを⽤いた味の成分分析を⾏う（定量的分析）。
また、在邦外国⼈⾷品業界関係者等を対象に、各商品の
販売拡⼤可能性等について聴取する（定性的分析）。
現地消費者の嗜好を明らかにすることを通じて、輸出に
取り組む⽇系企業のマーケティング活動に資することを
⽬指す。
【調査対象国（予定）】
⽶国、フランス、中国、タイ、インド
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ハラール調査

【調査の⽬的】
⽇本産品は「健康」「安全」のイメージがある⼀⽅、輸
出先ではハイエンド市場を狙う必要が多い。
ユダヤ教の宗教規範に基づく「コーシャ」⾷品はユダヤ
教の審査をクリアしているため、⼀般の消費者からは
「健康」「安全」のイメージが強く、信者のみならずハ
イエンド市場からのニーズもある。
コーシャ⾷品と、⽇本産⾷品の消費者層の特⻑が重なる
ため、⽇本産⾷品輸出の⼀助にすべく、情報収集をする。

【調査対象国／調査のポイント】

海外 ⽇本

イスラエル（テルアビブ）
⽶国（ニューヨーク）

・認証団体
・認証取得企業

・認証団体
・ライフスタイル調査
・⼩売市場

【調査の⽬的】
イスラム教の宗教規範に基づく「ハラール」な⾷品が求
められるイスラム市場が、⽇本産⾷品の新たな市場とし
て、注⽬が集まっている。ハラール認証の取得等の対応、
実際の現地マーケット事情等について情報収集をする。

【調査対象国／調査のポイント】

輸⼊国 輸出国 ⽇本

マレーシア（クアラ
ルンプール）、イン
ドネシア（ジャカル
タ）、サウジアラビ
ア（リヤド）、UAE
（ドバイ）

オーストラリア（シド
ニー）、ブラジル（サン
パウロ）、タイ（バンコ
ク）、中国（上海）

・認証機関
・ハラール認
証取得企業

・現地ハラール制度
・現地認証機関
・現地市場

・現地認証機関
・ハラール認証取得企業

ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組
調査・情報発信

コーシャ調査

■2013年度調査予定 2/2
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農林⽔産事業者等輸出に取り組もうとする⽅への相談対応・情報提供

※2012年度 17ヶ所21名 → 2013年度 20ヶ所28名

 海外コーディネーターの配置
海外現地情報の提供や商談サポート、その知⾒を広く提供するための国内セミナーを開催

アジア・太平洋

中南⽶

北⽶

欧州・CIS

⾹港

サンフランシスコ

ロサンゼルス
ニューヨーク

デュッセルドルフ

パリ ミラノ

シドニー

モスクワ
ロンドン

北京

上海広州

マニラチェンナイ

ソウル

シンガポール

バンコク

クアラルンプール

サンパウロ

（北⽶）ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ
（欧州）ロンドン、パリ、ミラノ、モスクワ、デュッセルドルフ
（アジア）シンガポール、バンコク、マニラ、チェンナイ、クアラルンプール
（中国・北東アジア）北京、上海、広州、⾹港、ソウル
（⼤洋州）シドニー
（中南⽶）サンパウロ 17
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農林⽔産物・⾷品輸出成功までのステップ
※典型例を紹介したもので、現実には様々なパターンがあります

ステップ2：商談に臨み、契約交渉を進める
 効率的な商談のための準備

 現地語での説明資料、名刺の作成
 セールストーク内容準備（短時間で魅⼒を伝える）

 価格⾒積もり、最低ロット、賞味期限など諸条件の提⽰準備
 試⾷、試飲の準備
 成約した場合、契約書を作成する
（必要に応じ、事業パートナーのサポートを得る）

ジェトロの主な⽀援
●セミナー:商談セミナー
http://www.jetro.go.jp/events/seminar/

●ミッション派遣・海外商談会
http://www.jetro.go.jp/events/

輸出先として可能性の⾼い国等に向けて輸出に
取り組もうという⽣産者等からなるﾐｯｼｮﾝ団を派
遣。現地で商談会を実施。合わせて、現地市場
を視察

●相談窓⼝

商談に際し、⽤意すべき商品情報やセールス
トーク、価格表などの準備やその後の商談の進
め⽅について学ぶセミナー。商談前には必ず参
加しましょう。 18
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農林⽔産物・⾷品輸出成功までのステップ
※典型例を紹介したもので、現実には様々なパターンがあります

ジェトロの主な⽀援
●バイヤー招聘国内商談会
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/

・世界各国から有⼒バイヤーを⽇本に招聘し、商談会を実
施。国内にいながら、様々な国のバイヤーと商談が可能
・商談の際の通訳等のサポート

ステップ2：商談に臨み、契約交渉を進める

●海外⾒本市出展
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/

2012年度
15⾒本市出展

• 世界的に評価の⾼い⾒本市への出展
• ⽇本からの出展者ブースを集めた⽇本パビリオンを構成し存在感を⾼める
• 出展料の⼀部を補助
• 多数のバイヤーと効率的商談が可能

輸出戦略の練り直し

商談の結果
うまく成約で
きなかったら 成約したら

輸出へ

2012年度
176⼈招聘

19
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アジア・太平洋

中南⽶

北⽶

欧州・CIS

⼤連

上海広州

⾹港
台湾

ボルドー サンフランシスコ

ニューヨーク

サンティアゴ サンパウロ

ドバイ

中東・アフリカ

ボストン

モスクワ

ロンドン

ソウル

バンコク

クアラルンプール

ジャカルタ

マドリード チェコ

ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組
商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実

 2013年度 ３０本予定 （2012年度 １５本）

海外⾒本市

エッセン
ケルン
ニュルンベルク

20
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ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組
商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実

⾒本市・展⽰会名（特徴等） 会期 開催地

HOFEX 2013
（⾹港最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年5⽉7⽇-10⽇ ⾹港

SEOUL FOOD 2013
（韓国最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年5⽉14⽇-17⽇ 韓国・ソウル

Thaifex 2013 
（タイ最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年5⽉22⽇-24⽇ タイ・バンコク

広州国際⾷品⾷材展覧会
（中国主要都市での総合⾷品⾒本市） 2013年6⽉14⽇-17⽇ 中国・広州

VINEXPO 2013
（フランス最⼤級の酒類専⾨⾒本市） 2013年6⽉16⽇-20⽇ フランス・ボルドー

SIAL BRAZIL 2013
（南⽶最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年6⽉25⽇-28⽇ ブラジル・

サンパウロ
Food Taipei 2013 

（台湾最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年6⽉26⽇-29⽇ 台湾・台北

Summer Fancy Food Show 2013 
（⽶国東部最⼤級の⾼級⾷材⾒本市） 2013年6⽉30⽇-7⽉2⽇ ⽶国・

ニューヨーク
Food ＆ Service 2013

（チリ最⼤級の総合⾷品⾒本市） 2013年8⽉7⽇-9⽇ チリ・サンティアゴ

Food Expo 2013 
（⾹港最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年8⽉15⽇-17⽇ ⾹港

Speciality and Fine Food Fair 2013
（英国最⼤級の⾼級⾷材⾒本市） 2013年9⽉8⽇-10⽇ 英国・ロンドン

広州国際特⾊⾷品飲料展覧会 2013
（中国の主要都市での総合⾷品⾒本市） 2013年9⽉12⽇-14⽇ 中国・広州

Alimentaria 2013
（南⽶最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年9⽉16⽇-19⽇ ブラジル・

サンパウロ
Food and Hotel Malaysia 2013

（マレーシア最⼤級の総合⾷品⾒本市） 2013年9⽉17⽇-20⽇ マレーシア・
クアラルンプール

PIR 2013
（ロシア最⼤級の

ホテル・外⾷産業向け⾒本市）
2013年10⽉1⽇-4⽇ ロシア・モスクワ

⾒本市・展⽰会名（特徴等） 会期 開催地

ANUGA 2013
（欧州最⼤級の国際総合⾷品⾒本市） 2013年10⽉5⽇-9⽇ ドイツ・ケルン

中国国際漁業博 2013
（アジア地域で最⼤級の⽔産専⾨⾒本市） 2013年11⽉5⽇-7⽇ 中国・⼤連

Wine&Spirits 2013
（アジア最⼤級の酒類専⾨⾒本市） 2013年11⽉7⽇-9⽇ 中国・⾹港

FHC CHINA 2013
（中国最⼤級の総合⾷品⾒本市） 2013年11⽉13⽇-15⽇ 中国・上海

Smart Community 2013 in Indonesia
（⽇インドネシア国交樹⽴55周年記念事業） 2013年12⽉19⽇-22⽇ インドネシア・

ジャカルタ

WINTER FANCY FOOD SHOW 2014
（⽶国⻄部最⼤級の⾼級⾷材⾒本市） 2014年1⽉19⽇-21⽇ ⽶国・

サンフランシスコ

IPM エッセン 2014
（花き園芸で世界最⼤級の専⾨⾒本市） 2014年1⽉28⽇-31⽇ ドイツ・エッセン

Bio Fach 2014
（有機分野で世界最⼤級の専⾨⾒本市） 2014年2⽉12⽇-15⽇ ドイツ・

ニュルンベルク
Top Gastro 2014

(チェコ最⼤級の総合⾷品⾒本市) 2014年2⽉20⽇-23⽇ チェコ・プラハ

Gulfood 2014
(中東地域最⼤級の総合⾷品⾒本市) 2014年2⽉23⽇-27⽇ UAE・ドバイ

PROD EXPO 2014
(ロシア最⼤級の総合⾷品⾒本市) 2014年2⽉10⽇-14⽇ ロシア・モスクワ

KyungHyang Housing Fair 2014
（韓国の建築・建材関連製品専⾨⾒本市） 2014年2⽉20⽇-24⽇ 韓国・ソウル

Hong Kong International Diamond, 
Gem & Pearl Show 2014

(⾹港最⼤級の宝飾品専⾨⾒本市)
2014年3⽉3⽇-7⽇ 中国・⾹港

Salon de Gourmet 2014
(スペイン最⼤級の総合⾷品⾒本市) 2014年3⽉10⽇-13⽇ スペイン・

マドリード

Seafood Expo North America 2014
(⽶国最⼤級の⽔産専⾨⾒本市) 2014年3⽉16⽇-18⽇ ⽶国・ボストン

海外⾒本市

 2013年度 ３０本予定 （2012年度 １５本）

注）⾚字は実施予定
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＜主要な⾒本市への出展（実施済み）＞

Thaifex
（タイ・バンコク 5/22‐24）

好景気が続くタイで開催される人気
の見本市。和牛等を出品、現地日本
食ブームもあり料理デモも好評。

SIAL BRAZIL 
（ブラジル・サンパウロ 6/26‐28 ）

南米最大級の国際食品見本市。会期
に先立ち「うまみセミナー」を開催、商
談のみならず日本食材の普及にも努
めた。

ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組
商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実

海外⾒本市

Food Taipei
（台湾・台北 6/26‐29 ）

出展10年目を迎え、昨今人気が高

まる飲料（アルコール飲料含む）を
はじめ、様々な地域の特産品などを
紹介。

Summer Fancy Food Show
（米国・ニューヨーク 6/30‐7/2）

情報の発信都市ニューヨークで開催
される高級食材見本市。ゆず加工品
や水産加工品等を紹介。

Food&Service
（チリ・サンティアゴ 8/7‐9 ）

Food Expo
（香港 8/15‐17 ）

今年度、最大規模のパビリオンを設
置。29都道府県から120社が出品、
バラエティに富む日本産食品を紹介。

出品者数：
24社・団体

出展規模：
22小間（198㎡）

出品者数：
9社・団体

出展規模：
10小間（93㎡）

チリ最大級の国際食品見本市に初の
パビリオン出展。料理デモを通じ、寿
司だけではない新たな日本食も紹介。

出品者数： 3社
出展規模：
10小間（90㎡）

出品者数：
10社・団体

出展規模：
12小間（112㎡）

出品者数：
120社・団体

出展規模：
101小間（909㎡）

出品者数：
80社・団体

出展規模：
70小間（630㎡）
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商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実1. 国内商談会

商談会名（2013年度予定） 時期

⽇本酒・酒類輸出商談会(京都･⼭形)
※対象品⽬:⽇本酒･果実酒、焼酎等

7⽉9-10⽇(京都)
11⽇(⼭形)

⾷品輸出商談会(旭川･帯広)
※対象品⽬:果物、野菜、⽶、⽜⾁、
乳製品、菓⼦等

7⽉30⽇(旭川)
8⽉1⽇(帯広)

アグリフードEXPO東京2013／
ジャパン・インターナショナル・シーフードショー 8⽉22-23⽇

⾷品輸出商談会
（千葉・⻑野・岡⼭・名古屋・富⼭・⻑崎）

8⽉26⽇
(千葉･⻑野･岡⼭)
27⽇
(名古屋･富⼭･⻑崎)

⾷品輸出商談会(根室、釧路)
※対象品⽬ ⽔産物・⽔産加⼯品

9⽉17-18⽇(根室)
19-20⽇(釧路)

⽇本酒・酒類輸出商談会(兵庫･福島)
※対象品⽬：⽇本酒、焼酎、リキュール等酒類

9⽉26⽇(神⼾)
30⽇(郡⼭)

⽇本酒・焼酎輸出商談会(⾼知･⼤分)
※対象品⽬：⽇本酒、焼酎、リキュール等酒類

10⽉4⽇(⾼知)
8⽇(⼤分)

地⽅銀⾏フードセレクション2013 10⽉21-22⽇

⾷品輸出商談会
（⼭形・徳島・広島・福岡）

10⽉24⽇
（⼭形・徳島）

10⽉25⽇
（広島・福岡）

⾷品輸出商談会 at「沖縄⼤交易会プレ交易会」（那覇）
※対象品⽬：農産品、酒類、畜産物、⽔産物、加⼯品、健康⾷品等 11⽉14-15⽇

⾷品輸出商談会 at「九州⾷の展⽰商談会 2013 in くまもと」（熊本）
※対象品⽬：農産品、酒類(⽇本酒、焼酎)、畜産物、⽔産物、

加⼯品(味噌、醤油、麺類、菓⼦類等)
11⽉20-21⽇

⾷品輸出商談会（下関）
※対象品⽬：⽔産物、加⼯⾷品、⽇本酒、野菜果物、畜産物、健康⾷品 11⽉22⽇

⽇本茶輸出商談会（⿅児島・静岡）
※対象品⽬：⽇本茶

11⽉7⽇（⿅児島）
11⽉10-11⽇（静岡）

商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実

2013年度 44回／ バイヤー招数 180人予定 (2012年度 40回／バイヤー数 173⼈)

その他随時開催予定。スケジュールは確定次第公表致します。 注）⾚字は実施予定

京都

旭川

帯広

東京

千葉

⻑野

岡⼭
名古屋

富⼭

⻑崎

根室
釧路

神⼾

郡⼭

⾼知

⼤分

⼭形

徳島

広島
福岡

那覇

熊本

下関

⿅児島

静岡
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2012年度 バイヤー招聘商談会 40回（26都市）／バイヤー数 173⼈
（2011年度：25回／134⼈）

新たな取組
品目別商談会の実施：日本酒・焼酎、お茶、水産物、盆栽
自治体や地元業界団体との連携による効果的PR

 福島県では放射線検査について自治体が説明・検査場視
 岐阜県日本酒商談会では業界団体及び自治体が地域の日本酒文化をバイヤーに理解させるための交流会を開催

ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組
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⽇本酒･酒類輸出商談会in京都・⼭
形（2013年7⽉7⽇〜7⽉13⽇）
招聘者数：１０社１１名

⽇本酒を中⼼に酒類に特化した輸出商
談会を開催。⽇本産酒類の取り扱い実
績･知識が豊富な欧⽶、アジアのバイ
ヤーに加えて、初めてイスラエルから
も招聘、また⽶国からはインターネッ
トでの酒類販売を展開するバイヤーも
参加した。商談会では多種多様な⽇本
酒や果実酒等を前に参加企業と活発な
商談を⾏った。また⽇本酒の魅⼒を幅
広く理解してもらうため、京都･⼭形で
の酒蔵⾒学に加え、⼭形では酒⽶の⽥
んぼや精⽶⼯場の視察も⾏った。

⾷品輸出商談会in旭川・帯広
（2013年7⽉29⽇〜8⽉3⽇）
招聘者数：７社８名

ジェトロとして初めて⼀次産品（メロ
ン、⽜⾁、⽶、乳製品、枝⾖、ナガイ
モ等）を中⼼とした国内商談会を、旭
川市および帯広市で開催。北海道ブラ
ンドに対する認知度が⾼く、経済成⻑
が著しいアジアを中⼼とする5カ国・地
域からバイヤーを招聘した。⾼級果実
や野菜・穀物の農場、⾁⽜の肥育場・
牧場等を視察も⾏い、安⼼・安全な付
加価値の⾼い⾷品・⾷材を⽣み出す豊
かな⾃然環境をバイヤーに体験しても
らうことで、産品の輸出、産地情報の
発信を促した。

アグリフードEXPO東京2013／
インターナショナルシーフードショー
（2013年8⽉22⽇〜8⽉23⽇）
招聘者数：２６社

国産農産物の展⽰商談会「第8 回アグリ
フードEXPO 東京 2013」および⽔産物・
⽔産加⼯品の専⾨⾒本市「第15 回ジャパ
ン・インターナショナル・シーフード
ショー」の会期に合わせて中南⽶･中東等の
新興市場を含む海外13 カ国・地域からバイ
ヤーを招き、事前マッチングによる商談会
および展⽰会場内での⾃由商談を実施。ま
た、バイヤー11名は築地市場でマグロをは
じめとしたセリ場を視察後、市場関係者と
意⾒交換を⾏った。なお、東京での商談会
後にバイヤーはそれぞれ地⽅6都市での商談
会に参加した。

↑商談会（⼭形）の様⼦

↑商談会（旭川）の様⼦

↑築地市場視察の様⼦

ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組

＜主要な海外バイヤー招聘の事業（実施済み）＞

国内商談会
商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実
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ジェトロ農林⽔産物・⾷品輸出促進本部の取組

商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実1.
商談機会提供事業の⼤幅拡充・充実

海外商談会

ミッション名 時期

⽇本産農⽔産物・⾷品輸出商談会
（タイ）
※対象品⽬：⽇本酒・⽜⾁・⽔産物・果物

7⽉31⽇-8⽉1⽇

⽇本産農⽔産物・⾷品輸出商談会
（⾹港） 10⽉23-24⽇

⽇本産農⽔産物・⾷品輸出商談会
（シンガポール）
※対象品⽬：⽔産物・⾷⾁

12⽉4-5⽇

⽇本産農⽔産物・⾷品輸出商談会
（ベトナム・ホーチミン）
※対象品⽬：アルコール飲料・加⼯品

12⽉10-12⽇

 2013年度 １6本程度実施予定 （2012年度 3本）

海外商談会inタイ
（2013年7⽉31⽇〜８⽉１⽇）

参加者数：23社

⽇本⾷⼈気の⾼まりに応じて⽇本産⾷材の需要も拡⼤
している同国において⽇本産⾷品商談会および現地バ
イヤー訪問を実施。今回の商談会は、農⽔省の輸出戦
略案や市場ニーズを基に、対象品⽬を有望な４品⽬
（⽜⾁、⽔産物、果物、⽇本酒）に初めて絞って開催
した。
初めて海外商談会に参加した⽔産品企業がタイの複数
のレストランとの商談がまとまった他、⽇本酒企業は
これまで取引のなかったレストラン関係に複数商談が
まとまる等⼤きな成果が⾒られた。

↑マグロに興味を⽰すタイのバイヤー

注）⾚字は実施予定
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【主要商談会】



農林⽔産物・⾷品輸出成功までのステップ
※典型例を紹介したもので、現実には様々なパターンがあります

ステップ3：輸出を⾏う

 契約に基づき商品の準備
 輸出⼿配（輸出業者、通関業者、船腹⼿配、輸出関連書類の作成）

• 取引⾦融機関へ輸出為替関係依頼
• 代⾦回収
• クレーム対応

（必要に応じ事業パートナーのサポートを得る）

ジェトロの主な⽀援

継続取引にむけて輸出ができたら

●相談窓⼝
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農林⽔産物・⾷品輸出成功までのステップ
※典型例を紹介したもので、現実には様々なパターンがあります

ステップ4：継続取引のために

 取引量に応じ
• 貿易実務担当の配置
• 輸出に対応した⽣産体制、流通体制を整える

 取引先バイヤー等と現地で販売促進活動を⾏う
 現地情勢を商品に反映させ、規格、包装等の改良を施す
（必要に応じ事業パートナーのサポートを得る）

ジェトロの主な⽀援

●相談窓⼝
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