
農林水産・食品輸出に関するジェトロのサポート（2016年度） 
- 海外市場での需要・商流づくりのために - 

（1）情報・スキル支援 （２）商流構築支援（商談機会の提供） 

日本産農林水産物・食品の魅力・価値を伝えると共に、海外見本
市での料理デモの実施 

• 招へいバイヤーの生産現場視察、文化的背景学習機会のア
レンジ

• 海外プロ向けセミナー（年間14件予定）

（３）海外プロ向け情報発信 （4）個別企業支援・地域支援 
 • 輸出有望な商品を持ち、輸出への熱意のある企業を専門

家が一貫サポート（現在100社を支援中）
• 新輸出大国コンソーシアム（エキスパート10名、コン

シェルジュ3名）

• 地域先駆けモデルを構築するため、国内事務所が輸出の
取組を総合的に支援する一県一支援
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①相談活動
•農林水産物・食品輸出相談窓口(東京・大阪,43事務所。1万件強)
•海外コーディネーター相談(23ヶ所,36名配置予定)

②調査
•日本食品消費動向調査、流通・コスト構造調査、米国食品安全
強化法対応支援等

③ジェトロHP
•各国基礎情報、海外市場情報、制度情報等

④セミナー
•商談スキルセミナー、マーケティング基礎講座、テーマ別セミ
ナー、品目別セミナー、海外マーケットセミナー（13カ国・地域）等

⑤海外連絡協議会
• 現地日本企業の円滑な事業展開のための有用な情報提供。

⑥農林水産情報研究会（会員制度）
⑦各有望品目の研究、ニーズの伝達、品目別団体との連携

①海外見本市
•海外の有力食品見本市にジャパンパビリオンを設け出展
（20件予定） 

②国内商談会
•世界各国の優良バイヤーを招へいし、各地で商談会を実
施（24件予定） 

③海外商談会
•ターゲット市場との商流を築くため、海外で商談会を実
施（11件予定） 

④米国西海岸・中西部日本食市場開拓プログラム
•米国西海岸の非日系市場開拓及び新興市場である中西部
の潜在ニーズ掘り起こしに取組む中小企業を通年で支援
（9月～3月予定） 

⑤輸出協力企業交流会（商社マッチング）
• 輸出（希望）事業者と輸出協力事業者（商社・物流企業
等）が商談する機会を提供（20件程度予定） 

（参考資料） 
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  海外見本市 海外商談会 国内商談会 セミナー その他 

４月 

●【全】Food & Hotel Asia 
2016（シンガポール、12-15日
実施済） 
●【水】Seafood Expo Global 
2016（ベルギー・ブリュッセル、
26-28日、実施済） 

          

５月 

●【全】Thaifex 2016（タイ・バ
ンコク、25-27日、実施済） 

●【全】フィリピン・マニラ
（30日-6月3日、実施済） 

  ＜品目別セミナー＞ 
●【花き】福岡（25日、実施済み） 
●【木材】愛知（31日、実施済み） 
●【酒類】大阪（13日、実施済み） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●弘前（31日、実施済み） 

■【酒】SAKEシンポ（神
戸、15日、実施済） 

６月 

●【全】Food Taipei 2016（台
湾・台北、22-25日、実施済） 
●【全】Summer Fancy Food 
Show 2016（米国・ニューヨー
ク、26-28日、実施済） 

  ■【酒】日本酒・酒類輸出
商談会in大阪（27-28日、
実施済） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●神戸（2日、実施済み） 
●大阪（17日、実施済み） 
●長崎（21日、実施済み） 
●富山（30日、実施済み） 
 
＜マーケティング基礎講座＞ 
●金沢（6月8-9日、実施済み） 
 
＜海外マーケットセミナー＞ 
●【香港・台湾】宮城（13日、実施済み） 
●【香港・台湾・上海】東京（14日、実施済
み） 
●【香港・台湾・上海】岡山（15日、実施済
み） 
●【マレーシア・シンガポール】福岡（22日） 

●【マレーシア・シンガポール】愛知（23日） 
●【マレーシア・シンガポール】東京（24日） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【畜産物】帯広（22日） 
 
＜テーマ別セミナー＞ 
●【ハラール】東京（24日） 
 
＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞ 
●札幌（20日、実施済み） 
●茨城（23日、実施済み） 
●高知（27日、実施済み） 

＜水産商社マッチング＞ 
▼東京（23日、実施済） 

７月 

      ＜商談スキルセミナー＞ 
●函館（5日、実施済み） 
●札幌（7日、実施済み） 
●岡山（14日、実施済み） 
●帯広（21日、実施済み） 
●宮崎（27日、募集〆切7月25日） 
●大阪（29日、募集〆切7月28日） 
 
＜マーケティング基礎講座＞ 
●東京（21-22日、募集終了） 
●札幌（27-28日、募集終了） 
 
＜海外マーケットセミナー＞ 
●【英国・ドイツ・フランス】東京（26日、募
集〆切7月25日） 
●【英国・ドイツ・フランス】愛知（28日、募
集〆切7月25日） 
●【英国・ドイツ・フランス】大阪（29日、募
集〆切7月28日） 

＜品目別セミナー＞ 
●【水】愛媛（1日、実施済み） 
●【水】根室（5日、実施済み） 
■【水】宮古（29日、募集〆切7月27日） 
■【水】千葉（7-8月、開催時期調整中） 
 
＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞ 
●鳥取（5日、実施済み） 
●松江（6日、実施済み） 
●新潟（8日、実施済み） 
●青森（12日、実施済み） 
●栃木（13日、実施済み） 
●仙台（13日、実施済み） 
●山形（14日、実施済み） 
●宮崎（21日、募集終了） 
●神戸（26日、募集〆切7月22日） 
▼千葉（28日、募集〆切7月22日） 

＜水産商社マッチング＞ 
▼岡山（13日、実施済） 

品目：【全】食品全般、【水】水産物・水産加工品、【酒】酒類、【茶】茶、【花】花き、【木材】林産物、【盆栽】盆栽 

●：農林水産省補助事業、■：中小企業対策費補助金事業、◆：運営費交付金事業、▼：その他 



2016年度海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナー等の計画 

©2016 JETRO 
3 

  海外見本市 海外商談会 国内商談会 セミナー その他 

８月 

●【全】Food Expo 2016（香港、
11-15日、募集終了） 
 

●【全】ベトナム・ハノイ、
ホーチミン（29日-9月2日、
募集終了） 
■【全】ペルー（25-26日、
募集開始時期調整中） 

●【全】アグリフードEXPO
／シーフードショー（東京、
18-19日、募集終了） 
●【全】大阪（22日、募集終
了） 
●【全】岡山（23日、募集終
了） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●愛知（5日、募集〆切8月2日） 
●山形（8日、募集〆切8月4日） 
●千葉（8日、募集〆切8月3日） 
●佐賀（25日、募集時期調整中） 
●京都（8月、募集時期調整中） 
 
＜マーケティング基礎講座＞ 
●福岡（17-18日、募集〆切8月12日） 
 
＜海外マーケットセミナー＞ 
●【ロシア】石川（8月、募集時期調整中） 
●【ロシア】東京（29日、募集〆切8月28日） 

＜品目別セミナー＞ 
●【茶】東京（8月、募集時期調整中） 
 
＜テーマ別セミナー＞ 
●【GI】仙台（8月、募集時期調整中） 
 
＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞ 
●名古屋（1日、募集〆切7月27日） 
●岐阜（2日、募集〆切7月28日） 
●横浜（5日、募集〆切8月3日） 
●福岡（8日、募集〆切8月5日） 
●広島（9日、募集〆切8月5日） 
▼香川（25日、募集〆切8月24日） 
●岡山（26日、募集〆切8月24日） 
●長野（30日、募集時期調整中） 

＜テストマーケティング＞ 
●香港（Food Expo 2016内
にて実施予定） 
 
＜水産商社マッチング＞ 
▼焼津（4日、募集〆切7月
22日） 
▼八戸（30日、募集〆切8
月9日） 

９月 

●【全】Speciality and Fine 
Food Fair （SFFF） 2016（英
国・ロンドン、4-6日、募集終
了） 
●【花】Flowers Expo 2016（ロ
シア・モスクワ、13-15日、募
集終了） 
◆【全】Espacio Food＆
Service 2016（サンティアゴ、
27-29日、募集〆切7月20日） 

●【全】マレーシア・クアラ
ルンプール（7-8日、募集
終了） 

■【酒】東京（9月26-27日、
募集〆切7月22日） 
■【全】札幌（9月29-30日、
募集〆切8月4日） 
●【盆栽】埼玉（12-13日、
募集〆切8月12日） 
●【盆栽】栃木（14-15日、
募集〆切8月12日） 
●【盆栽】愛媛（16-17日、
募集〆切8月12日） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●群馬（9月、募集時期調整中） 
●大分（9月、募集時期調整中） 
●鹿児島（9月、募集時期調整中） 
 
＜マーケティング基礎講座＞ 
●仙台（9月、募集時期調整中） 

＜品目別セミナー＞ 
●【酒類】東京（9月、募集時期調整中） 
 
＜テーマ別セミナー＞ 
●【GI】大阪（9月、募集時期調整中） 
 
＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞ 
●徳島（2日、募集時期調整中） 
●大分（5日、募集時期調整中） 
●鹿児島（6日、募集時期調整中） 
▼盛岡（9月以降、募集時期調整中） 

  

１０月 

●【全】SIAL 2016（フランス・
パリ、16-20日、募集終了） 
●【全】PIR 2016（ロシア・モス
クワ、17-20日、募集終了） 

●【全】イタリア・ミラノ(20-
21日、募集終了） 

■【全】福岡（5-6日、募集
〆切8月5日） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●仙台（20日、募集時期調整中） 
●秋田（10月、募集時期調整中） 
 
＜マーケティング基礎講座＞ 
●大阪（10月、募集時期調整中） 
 
＜海外マーケットセミナー＞ 
●【タイ・ベトナム】北海道（10月、募集時期
調整中） 

●【タイ・ベトナム】東京（10月、募集時期調
整中） 
●【タイ・ベトナム】香川（10月、募集時期調
整中） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【水産品】大阪（10月、募集時期調整中） 
 
＜テーマ別セミナー＞ 
●【GI】東京（10月、募集時期調整中） 
 
 

＜常設コンタクトポイント＞ 
■【全】米国（10月以降） 
 
＜水産商社マッチング＞ 
▼北海道（17日、募集時期
調整中） 
▼鹿児島（25日、募集時期
調整中） 
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  海外見本市 海外商談会 国内商談会 セミナー その他 

１１月 

●【水】China Fisheries & 
Seafood Expo 2016（中国・青
島、2-4日、募集終了） 
●【全】FHC CHINA 2016（中
国・上海、7-9日、募集終了） 
●【酒】Internarional Wine & 
Spirits Fair 2016（香港、10-
12日、募集〆切7月20日） 

●【全】タイ・バンコク（11
月、募集開始8月） 

●【全】仙台（10日、募集
開始8月以降） 
■【全】宜野湾（21-22日、
募集〆切8月10日） 
■【全】宮崎（24日、募集
開始8月以降） 
●【木材】岡山（1日 、募
集開始8月） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●岩手（11月、募集時期調整中） 
●福井（11月、募集時期調整中） 
●大阪（11月、募集時期調整中） 
 
＜マーケティング基礎講座＞ 
●名古屋（11月、募集時期調整中） 

＜海外マーケットセミナー＞ 
●【米国】北海道（11月、募集時期調整
中） 
●【米国】東京（11月、募集時期調整中） 
●【米国】福岡（11月、募集時期調整中） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【コメ・コメ加工品】兵庫（11月、募集時
期調整中） 
●【加工食品】大阪（11月、募集時期調整
中） 

＜水産商社マッチング＞ 
▼大阪（16日、募集時期調整
中） 

１２月 

  ●【全】トルコ・イスタン
ブール（12月、募集開始9
月） 

●【木材】福岡（2月で調
整中、募集開始時期調
整中） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●栃木（12月、募集時期調整中） 
●埼玉（12月、募集時期調整中） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【畜産物】岡山（12月、募集時期調整
中） 
●【青果物】熊本（12月、募集時期調整
中） 
●【コメ・コメ加工品】東京（12月、募集時
期調整中） 
●【水】福岡（12月、募集時期調整中） 
●【加工食品】東京（12月、募集時期調整
中） 
 

＜テーマ別セミナー＞ 
●【ハラール】大阪（12月、募集時期調整
中） 
●【GI】熊本（12月、募集時期調整中） 
●【GI】広島（12月、募集時期調整中） 
●【GI】名古屋（12月、募集時期調整中） 

  

１月 

●【全】Winter Fancy Food 
Show 2017（米国・サンフラン
シスコ、22-24日、募集開始8
月） 

  ●【花】東京（1月、募集
開始時期調整中） 

＜マーケティング基礎講座＞ 
●岡山（1月、募集時期調整中） 
 
＜海外マーケットセミナー＞ 
●【ドバイ】宮城（1月、募集時期調整中） 
●【ドバイ】東京（1月、募集時期調整中） 
●【ドバイ】兵庫（1月、募集時期調整中） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【木材】東京（1月、募集時期調整中） 
●【水】東京（1-2月、開催時期調整中） 

＜米国食品安全強化法セミナー＞ 
●東京（1月第4週、募集時期調整中） 
●大阪（1月第4週、募集時期調整中） 
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  海外見本市 海外商談会 国内商談会 セミナー その他 

２月 

●【全】Gulfood 2017（UAE・ド
バイ、2月26日-3月2日、募集
開始9月） 
●【木】Kyung Hyang Housing 
Fair 2017（韓国・高陽、2月、
募集開始9月） 

●【全】フランス・パリ（２月、
募集開始10月） 
●【全】香港（2月、募集開始
11月） 

■【全】大阪（2月、募集開始
時期調整中） 
■【全】北陸（2月、募集開始
時期調整中） 
■【全】山陰（2月、募集開始
時期調整中） 
■【水】静岡（2月、募集開始
時期調整中） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●静岡（2月、募集時期調整中） 
●鳥取（2月、募集時期調整中） 
●島根（2月、募集時期調整中） 
●香川（2月、募集時期調整中） 
●徳島（2月、募集時期調整中） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【花き】東京（2月、募集時期調整中） 

＜テーマ別セミナー＞ 
●【ハラール】仙台（2月、募集時期調整
中） 
●【GI】北海道（2月、募集時期調整中） 
●【GI】金沢（2月、募集時期調整中） 
 
 
 

  

３月 

●【全】Expo Antad 2017（メキ
シコ・ハリスコ、15-17日、募
集開始10月） 
●【水】Seafood Expo North 
America 2017（米国・ボストン、
19-21日、募集開始9月） 
●【水】Hong Kong 
International Diamond, Gem 
& Pearl Show 2017（香港、3
月、募集開始10月） 

●【全】米国・ロサンゼルス
（3月、募集開始12月） 
●【全】ドイツ・デュッセルド
ルフ（3月、募集開始12月） 

●【全】FOODEX JAPAN（千
葉、3月、募集開始時期調整
中） 
●【全】札幌（3月、募集開始
時期調整中） 
●【全】名古屋（3月、募集開
始時期調整中） 
●【全】高松（3月、募集開始
時期調整中） 

＜商談スキルセミナー＞ 
●和歌山（3月、募集時期調整中） 
 
＜品目別セミナー＞ 
●【畜産物】東京（3月、募集時期調整中） 
●【青果物】東京（3月、募集時期調整中） 

    

開催
月 

調整
中 

      ＜品目別セミナー＞ 
■【加工食品】仙台（未定） 
■【加工食品】富山（未定） 
■【加工食品】鳥取（未定） 
■【加工食品】香川（未定） 
■【加工食品】徳島（未定） 
■【加工食品】宮崎（未定） 

  ＜花き海外商談ミッション＞ 
●トルコ・アンタルヤ/イスタ
ンブール（未定） 
 

○本表は2016年7月19日時点のものです。 
○本スケジュールは、輸出に関心を有する事業者の皆様への事前の情報提供を目的としたものです。本計画は今後、変更がありえます。 
○詳細はジェトロホームページの募集ページを随時ご確認ください。 
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１．市場を知る、市場を耕す （ニーズの把握、需要の掘り起し） 
 
 （１）現地のニーズを継続して把握し、情報をまとめて、提供する 
 ・ JETROは、現地の食生活に関する一般情報、インストアショップでの販売状況、展示会・商談会等で

の反応や成約状況などの情報収集。あわせて、プロモーション活動やバイヤー招聘などの成功事例、
失敗事例を評価・分析した情報も蓄積 

 ・ 上記により収集した情報を輸出戦略実行委員会と連携して JETROに一元的に集約。WEBやメルマガ
等、ユーザーが使いやすい形で提供するとともに、プロモーション活動やバイヤー招聘などに反映。 

  
 （２）プロモーションを統一的、戦略的に行う 
 ・ 輸出戦略の「参謀」として、民間有識者も参画した「企画戦略会議」を輸出戦略実行委員会の下に  

設置。プロモーションの企画・実行は、JETROの機能を最大限活用しつつ、官民一体となって統一
的・戦略的に推進 

  
 （３）多様な方法でプロモーションを行う 
 ・ 海外食品のプロモーションで実績・ネットワークを持つ機関（SOPEXA）とJETROとの連携を通じ

た、新たなノウハウ・ネットワークを導入したプロモーションの実施 
  
 （４）日本文化・食文化と一体として、売り込む 
 ・ 海外主要都市において、レストラン、販売スペース、展示スペースなど、日本食や食文化等を発信す

る機能を持つ施設の設置・運営を支援 
 ・ 和食等の食文化や食器等の伝統工芸品、コンテンツ等の日本文化と食材をセットにしたイベントの  

実施  

⇒我が国の代表的な貿易振興機関として関係省庁、機関等と密接に連携しつつ、 
  戦略の実行に積極的に取り組み、実行状況も報告。 
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 ２．農林漁業者や食品事業者を、海外につなぐ （販路開拓、供給面の対応） 
 
 （１）輸出についての相談をしやすくする 
・ JETROと農林水産省の相談窓口の有機的連携と相談体制の強化 
・ JETRO専門家（輸出プロモーター、新輸出大国コンソーシアム専門家）や6次産業化プランナー（平成

28年度中に輸出に関する相談・アドバイスを行える人材を100名確保）による相談内容に応じた様々な
専門家の支援  

・ 農林漁業者や中小食品事業者などを対象とした輸出実務に関する研修会・セミナー等の充実 
  
 （２）農林漁業者や食品事業者と貿易のプロを結びつける 
・ 海外バイヤーを国内の卸売市場や産地等に招聘しつつ商談会を開催 
・ 見本市については、①集客力が大きく、近隣国からもバイヤーが集まるフラッグシップとなるものへの

出展、②今後の輸出拡大が特に強く期待できる国での出展を拡大 
・ 商談会での成約率を上げるため、①商談前に、参加者に基礎知識を習得するためのセミナーや事例紹

介、国内の貿易業者の紹介を行う、②商談後に、取引状況の分析結果や現地マーケット情報を提供する
など、参加者に対するフォローアップを強化 

・ 国内貿易業者や海外バイヤーのリストを常に最新情報に更新するとともに、輸出先や取扱品目など各業
者の情報を追加 

・ 輸出を希望する農林漁業者・事業者とその商品のリスト化を行い、海外バイヤー等に提供 
  
 （３）様々な販売ルート、販売手法を提案する 
・ 日本産食材を積極的に使用するレストラン等として認定を受けた「日本産食材サポーター店」を増やし

て、日本の食材・食品の利用・販売を促進（平成30年度までに「日本産食材サポーター店」を3,000店
舗以上認定） 

・ 日系コンビニや現地スーパー等における日本の食材・食品の試験販売を実施（平成28年11月、ベトナム
の日系コンビニ200店舗で実施） 

「農林水産業の輸出力強化戦略」においてジェトロが取り組むべき主な事項② 



    
４．輸出の手間を省く、障壁を下げる （輸出環境の整備） 
 
（２）輸出の障壁を下げる 
・ 食品安全、放射性物質、検疫、通関手続き、流通業・物流業等の外資規制などの輸出に関する規制等の

緩和・撤廃に向けた取組を加速化させるため、内閣官房に関係省庁を構成員とする「輸出規制等対応
チーム（仮称）」を設置（※JETROも積極的に協力） 

  
（５）イスラム市場に打って出る 
・ 各国ごとに異なるハラール認証に関する情報を収集し、随時更新するとともに、JETROにハラール食品

の専門家を設置し、ハラールセミナーを集中的に開催 
  
５．戦略を確実に実行する （推進体制） 
 
（１）輸出戦略の実行をチェックし、更に進める 
・ 輸出戦略を着実に推進するため、輸出戦略実行委員会に新たに企画戦略会議を設置するとともに、現行

の部会などの役割分担、組織・メンバーの見直しを実施 
・ 輸出戦略実行委員会において、毎年度、PDCAサイクルに基づき、輸出戦略に基づく実行状況等を検証

し、必要な見直しを実施 
・ 輸出戦略に関する説明会を全国各地で開催するとともに、HPやSNS等を活用した情報提供を実施 
  
（２）主要輸出先国で官民一体となった輸入促進体制をつくる 
・ 主要輸出先国において、在外公館、JETROの海外事務所、輸出業者、日本食レストラン、日系のスー

パー・コンビニ、日系物流事業者、現地バイヤー等が、現地の情報や課題を共有し、関係者が協力して
課題解決に取り組む体制を検討 

©2016 JETRO 

「農林水産業の輸出力強化戦略」においてジェトロが取り組むべき主な事項③ 
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