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日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部

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】林産物

海外見本市 海外商談会 国内商談会

４月
■【水】Seafood Expo Global 2015(ブリュッセル、21-23日、実施済
み)

５月
■【全】FEIRA APAS 2015(サンパウロ、4-7日、募集終了)
■【全】HOFEX 2015(香港、6-9日、募集終了)
■【全】Thaifex 2015(バンコク、20-22日、募集終了)

＜商談スキルセミナー＞
■神奈川県・横浜市（25日、募集中:〆5月22日）
■大分市（29日、募集開始5月予定）
■三重県・津市（調整中、募集開始5月予定）
■長崎市（5月～7月、募集開始時期調整中）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■愛媛県・松山市（25-26日、募集開始5月予定）

＜テーマ別セミナー＞
■【ハラール/コーシャ】香川県・高松市（14日、募集中:〆5月13日）
■【ハラール/コーシャ】徳島市（15日、募集中:〆5月13日）
■【米国食品安全強化法】宮城県・仙台市（下旬、募集中、〆5月26日）

＜国別マーケットセミナー＞
■【米国】埼玉（19日、募集中〆5月15日）
■【米国】仙台（20日、募集中:〆5月18日）
■【米国】青森（21日、募集中〆5月19日）
■【香港】東京（25日、募集中〆5月21日）
■【香港】山形（26日、募集中:〆5月20日）
■【香港】香川（28日、募集中〆5月27日）
■【香港】大分（29日、募集中〆5月19日）

６月
■【全】Food Taipei 2015(台北、24-27日、募集終了)
■【全】Summer Fancy Food Show 2015(ニューヨーク、28-30日、募
集終了)

■【全】米国・シカゴ（16日、募集終了）

＜商談スキルセミナー＞
■石川県・金沢市（4日、募集中:〆6月1日）
■香川県小豆郡小豆島町（4日、募集開始５月予定）
■山梨県・甲府市（調整中、募集開始５月予定）
■愛媛県・松山市（19日、募集開始５月予定）
■愛知県・名古屋市（調整中、募集開始５月予定）
■長野市（調整中、募集開始５月予定）
■大阪市（調整中、募集開始５月予定）
■京都市（調整中、募集開始５月予定）
■山形市（調整中、募集開始時期調整中）
■広島市（6月～7月、募集開始時期調整中）
■福山市（6月～7月、募集開始時期調整中）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■熊本市（調整中、募集開始５月予定）
■北海道・帯広市（調整中、募集開始５月予定）
■愛知県・名古屋市（調整中、募集開始５月予定）
■島根県・出雲市（上旬、募集開始５月予定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【英国】東京（15日、募集開始５月中旬予定）
■【英国】岐阜（16日、募集開始５月中旬予定）
■【英国】佐賀（17日、募集開始５月中旬予定）
■【英国】長野（19日、募集開始５月中旬予定）

８月 ■【全】Food Expo 2015（香港、13-15日、募集終了） ■タイ・バンコク（8月-9月、募集開始時期5月）

■【全】アグリフードEXPO/シーフードショー、東京（18-19日、募集開
始5月予定、米国・香港・タイ・シンガポール・マレーシア等）
　※招聘バイヤーは複数のグループに分かれ、下記６ヵ所（茨城、愛
知、和歌山、広島、青森、長崎）の商談会にも参加予定。
■【全】茨城（21日、募集開始5月予定、未定）
■【全】愛知(25日、募集開始5月予定、未定)
■【全】和歌山（21日、募集開始5月予定、未定）
■【全】広島（25日、募集開始5月予定、未定）
■【水】青森（21日、募集開始5月予定、未定）
■【水】長崎（21日、募集開始5月予定、未定）

＜商談スキルセミナー＞
■水戸市（上旬、募集開始６月予定）
■さいたま市（調整中、募集開始７月予定）
■沖縄県・那覇市（8月～10月、募集開始時期調整中）
■沖縄県・石垣市（8月～10月、募集開始時期調整中）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■福岡市（調整中、募集開始７月予定）

＜輸出入門セミナー＞
■静岡県・掛川市（8～9月、募集開始時期調整中）

＜テーマ別セミナー＞
■【米国食品安全強化法】北海道・札幌市（調整中、募集開始5月予定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【中国】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）
■【タイ】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）

平成２７（２０１５）年度におけるジェトロの農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナー（計画）

＜テーマ別セミナー＞
■【ハラール／コーシャ】長崎市（9～12月、募集開始８月予定）
■【米国食品安全強化法】東京都（調整中、募集開始８月予定）
■【米国食品安全強化法】大阪市（調整中、募集開始８月予定）
■【地理的表示(GI)】山形市（調整中、募集開始８月予定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【香港】開催地調整中
■【ロシア】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）

９月

■【全】Speciality and Fine Food Fair (SFFF) 2015（ロンドン、6-9日、
募集開始5月予定）
■【花】Flowers Expo 2015（モスクワ、8-10日、募集中〆5月29日）
■【全】Food and Hotel Malaysia (FHM) 2015（クアラルンプール、9月
29日-10月2日、募集中〆5月15日）

■【全】ＵＡＥ・ドバイ（未定、募集開始5月予定） ■【木】福岡（中旬、募集開始時期調整中、調整中）

＜商談スキルセミナー＞
■北海道・札幌市（調整中、募集開始８月予定）
■北海道・函館市（調整中、募集開始８月予定）
■愛知県・名古屋市（調整中、募集開始８月予定）
■福岡市（調整中、募集開始８月予定）
■鹿児島市（調整中、募集開始８月予定）
■大阪市（調整中、募集開始８月予定）
■熊本市（9月～10月、募集開始時期調整中）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■徳島市（調整中、募集開始８月）
■宮城県・仙台市（調整中、募集開始８月）

＜テーマ別セミナー＞
■【ハラール】さいたま市（調整中、募集開始６月予定）
■【ハラール】鳥取市（調整中、募集開始６月予定）
■【ハラール】鹿児島市（調整中、募集開始６月予定）
■【ハラール】富山市（7～9月、募集開始６月予定）
■【ハラール】香川県・高松市（7～9月、募集開始６月予定）
■【米国食品安全強化法】北海道・札幌市（調整中、募集開始時期未定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【マレーシア】鳥取（7日、募集開始６月上旬予定）
■【マレーシア・ベトナム】東京（9日、募集開始６月上旬予定）
■【マレーシア】静岡（10日、募集開始６月上旬予定）
■【マレーシア】千葉（13日、募集開始６月中旬予定）
■【ベトナム】青森・新潟・神戸（調整中、募集開始時期調整中）
■【ドイツ】東京・茨城・金沢・福岡・徳島（調整中、募集開始時期調整中）

セミナー

７月 ■ベトナム・ハノイ、ホーチミン（下旬、募集中〆5月22日）
■【酒】愛媛（13日、募集開始5月上旬予定、未定）
■【酒】福井（16日、募集開始5月上旬予定、未定）

＜商談スキルセミナー＞
■岡山市（8日、募集開始６月予定）
■青森県・八戸市（調整中、募集開始６月予定）
■岐阜市（調整中、募集開始６月予定）
■千葉市（調整中、募集開始６月予定）
■石川県・金沢市（調整中、募集開始６月予定）
■静岡県・磐田市（調整中、募集開始６月予定）
■富山市（7月～8月、募集開始時期調整中）
■佐賀市（7月～9月、募集開始時期調整中）
■福島県・郡山市（7月～9月、募集開始時期調整中）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■長崎市（調整中、募集開始６月予定）
■静岡市（調整中、募集開始時期調整中

＜輸出入門セミナー＞
■島根県・出雲市（下旬、募集開始時期調整中）

（参考資料２） 



日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部

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】林産物

海外見本市 海外商談会 国内商談会

１０月
■【全】PIR 2015（モスクワ、5-8日、募集開始5月予定）
■【全】ANUGA 2015（ケルン、10-14日、募集開始5月予定）

■【酒】福島、長野、佐賀（中旬、募集開始７月下旬、調整中）

＜商談スキルセミナー＞
■宮城県・仙台市（調整中、募集開始９月予定）
■静岡市（調整中、募集開始９月予定）
■秋田市（調整中、募集開始９月予定）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■岡山市（調整中、募集開始９月）
■大阪市（中下旬、募集開始９月）

＜輸出入門セミナー＞
■山形県・酒田市（調整中、募集開始時期調整中）

＜テーマ別セミナー＞
■【米国食品安全強化法】愛媛県・松山市（調整中、募集開始９月予定）
■【地理的表示(GI)】京都府（調整中、募集開始９月予定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【米国】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）

１１月

■【水】China Fisheries & Seafood Expo 2015（青島、4-6日、募集開
始6月予定）
■【酒】International Wine & Spirits Fair 2015（香港、5-7日、募集開
始6月予定）
■【全】FHC CHINA 2015（上海、11-13日、募集開始6月予定）

■【全】ベルギー・ブリュッセル（未定、募集開始7月予定）
■【全】札幌（調整中、募集開始時期調整中、未定）
■【全】東北（調整中、募集開始時期調整中、未定）
■【全】沖縄（調整中、募集開始時期調整中、未定）

＜商談スキルセミナー＞
■栃木県・宇都宮市（調整中、募集開始10月予定）
■群馬県・前橋市（調整中、募集開始10月予定）
■京都市（調整中、募集開始10月予定）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■東京都（調整中、募集開始10月）

＜テーマ別セミナー＞
■【ハラール】宮崎市（調整中、募集開始10月予定）
■【ハラール】山形市（調整中、募集開始10月予定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【台湾】開催地調整中（調整中、募集開始時期調整中）

１２月

＜商談スキルセミナー＞
■山形市（調整中、募集開始11月予定）
■福井市（調整中、募集開始11月予定）
■大阪市（調整中、募集開始11月予定）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■宮崎市（調整中、募集開始11月）

＜国別マーケットセミナー＞
■【シンガポール】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）

１月
■【全】Winter Fancy Food Show 2016（サンフランシスコ、17-19日、
募集開始8月予定）

■【全】香港（21日、募集開始9月予定）

＜商談スキルセミナー＞
■新潟市（調整中、募集開始12月予定）
■愛知県・名古屋市（調整中、募集開始12月予定）
■宮崎市（調整中、募集開始12月予定）
■徳島市（調整中、募集開始12月予定）
■千葉市（調整中、募集開始12月予定）
■香川県・高松市（1月～2月、募集開始時期調整中）
■三重県・鳥羽市（1月または2月上旬、募集開始時期調整中）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■鹿児島市（下旬、募集開始12月）

＜国別マーケットセミナー＞
■【中東】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）

２月
■【総】Gulfood 2016（ドバイ、21-25日、募集開始9月予定）
■【木】Kyung Hyang Housing Fair 2016（高陽、未定、募集開始9月
予定）

■フランス・パリ（調整中、募集開始時期調整中）

■【全】大阪（中旬、募集開始１１月、米国・フランス・中国・香港・タ
イ・シンガポール等）
　※招聘バイヤーは複数のグループに分かれ下記（石川、徳島、三
重）の商談会にも参加予定。
■【全】石川（中旬、募集開始１１月、未定）
■【全】徳島（中旬、募集開始１１月、未定）
■【水】三重（中旬、募集開始１１月、未定）

＜商談スキルセミナー＞
■鳥取県・米子市（調整中、募集開始１月予定）
■島根県・松江市（調整中、募集開始１月予定）

＜食品輸出マーケティングスクール＞
■茨城県・水戸市（調整中、募集開始１月）

３月

■【水】Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl-Show 2016
（香港、未定、募集開始8月予定）
■【水】Seafood Expo North America 2016（ボストン、未定、募集開
始10月予定）

■【全】FOODEX、千葉（上旬、募集開始12月予定、米国・ドイツ・中
国・香港・台湾・タイ・シンガポール等）
　※招聘バイヤーは複数のグループに分かれ下記（岩手、栃木、新
潟、愛知、京都、鳥取）の商談会にも参加予定。
■【全】岩手（上旬、募集開始12月予定、未定）
■【全】栃木（上旬、募集開始12月予定、未定）
■【全】新潟（上旬、募集開始12月予定、未定）
■【全】愛知（上旬、募集開始12月予定、未定）
■【全】京都（上旬、募集開始12月予定、未定）
■【全】鳥取（上旬、募集開始12月予定、未定）

＜商談スキルセミナー＞
■大阪市（調整中、募集開始２月予定）

＜国別マーケットセミナー＞
■【台湾】東京・他調整中（調整中、募集開始時期調整中）

開催月
調整中

■シンガポール（日程調整中、募集開始時期調整中）

■米国・サンフランシスコ（日程調整中、募集開始時期調整中）
■欧米（開催地・日程調整中、募集開始時期調整中（2回実施））

■【茶】静岡、鹿児島（日程調整中、募集開始時期調整中、調整中）
■【花（盆栽）】香川、埼玉（日程調整中、募集開始時期調整中、調
整中）
■【花】愛知（日程調整中、募集開始時期調整中、調整中）
■【全】九州（日程調整中、募集開始時期調整中、調整中）

＜商談スキルセミナー＞
■兵庫県・神戸市（7月上旬もしくは2月上旬、募集開始時期調整中）
■岩手県・盛岡市（日程調整中、募集開始時期調整中）
■高知市（日程調整中、募集開始時期調整中）
■山口県・下関市（日程調整中、募集開始時期調整中）

＜テーマ別セミナー＞
■【ハラール】大阪市（日程調整中、募集開始募集時期調整中）
■【米国食品安全強化法】沖縄県・那覇市（調整中、募集開始時期未定）
■【米国食品安全強化法】東京都（調整中、募集開始時期未定）
■【米国食品安全強化法】大阪市（調整中、募集開始時期未定）

平成２７（２０１５）年度におけるジェトロの農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナー（計画）

セミナー

【注意事項】 ○　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、変更があり得ます。

○　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。
○　本件についてご質問（公募開始時期など）等ありましたら、下記問合せ先までご連絡下さい。

お問合せ先：日本貿易振興機構（ジェトロ） 農林水産・食品部

セミナー、海外商談会： 農林水産・食品課 03-3582-4966

マーケットセミナー、国内商談会、海外見本市： 農林水産・食品事業推進課 03-3582-5546

【花】【木】【茶】関連の事業： 農林産品支援課 03-3582-8348

【水】関連の事業： 水産品支援課 03-3582-8349

【酒】関連の事業： 加工食品･酒類支援課 03-3582-8350



ジェトロのサポート内容 
- 海外市場との商流づくりのために - 

（１）情報・スキル支援 

①相談活動 
• 農林水産物・食品輸出相談窓口 
• 海外コーディネーター相談 

②調査 
• 海外消費者アンケート、ハラール調査等 

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 
• 輸出入門セミナー、商談スキルセミナー 
 マーケティングセミナー、市場別セミナー等 
⑤規制等情報の収集 
• 制度・規制チームの取組 
 

 

（２）商流構築支援（商談機会の提供） 

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 

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 

③海外商談会 

• 特定品目について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 

④インストア・ショップ 

・海外主要都市にてマーケティングのための試験販売、プロ

モーション等 

 

日本産農林水産物・食品の魅力・価値を伝えると共に、
海外バイヤー発掘に資するため 

• 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 

（３）海外プロ向け情報発信 （４）個別企業・地域支援 

• 輸出有望な商品を持ち、輸出への熱意のある企
業を専門家が一環サポート 

 

• 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
（50案件、うち加速的重点11案件） 
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2014年度商談実績一覧 

商談件数 成約件数（見込み含む） 成約金額（見込み含む） 

  2013年度 2014年度 2013年度 2014年度 2013年度 2014年度 

 海外見本市 52,206 59,932 13,840 15,921 92億5,000万円 142億円 

 海外商談会 3,248 3,694 731 1,504 2億3,000万円 8億7,000万円 

 国内商談会（視察型除く） 3,428 2,903 1,180 1,257 3億2000万円 10億5,000万円 

小 計（A） 58,882 66,529 15,751 18,682 98億円 161億2,000万円 

    その他の小計（B） 1,593 1,113 1,094 869 6億8,600万円 20億3,600万円 

合 計（A+B） 60,475 67,642 16,845 19,551 104億8,600万円 181億6,000万円 

（参考）2014年度セミナー参加者数 ：  7,620人（前年の1.5倍） 
    2014年度相談件数（4～3月）: 10,444件（前年の1.4倍） 
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