
○ 外務省と農林水産省との共同事業として平成18年10月に創設。
○ 在外公館において、現地の要人やオピニオンリーダー等を対象に、日本からの高品質な食材を用いた日本食等を

提供することにより、日本食文化の普及を図るとともに、日本産農林水産物や食品の輸出振興を支援。
○ 農林水産省及び農業団体等は、輸出促進上重要で高品質な食材を提供。
○ 初年度（平成18年度）の実績は10か国で11事業、平成19年度は18か国・地域で23事業、平成20年度は16カ国・地

域で21事業を実施。
○ 平成18年度から20年度までで、31カ国・地域において55事業を実施。

平成20年度「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業

No 国（都市） 実施日 行事名 出席者数 会場 提供品目

1
フランス
（パリ）

6月18日
第2回PLANETE DU GOUT（味覚
の惑星）

政府関係者、農業関係者、流
通関係者、メディア関係者、在
仏各国大使等約250名

日本大使公邸
米、のり、さつまいも、かぼちゃ、舞茸、乾し
いたけ、ほたて貝、メロン、茶

2
日本

(北海道）
7月7～9日

北海道洞爺湖サミット国際メディア
センターにおけるPRイベント

国内外のメディア関係者約
1,800名

ルスツリゾートホ
テル内レストラン

ながいも、ホワイトアスパラ、メロン、さくら
んぼ、ぶどう、さけ、ほたて貝、牛乳、牛
肉、米

3
マレーシア

（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ）
7月25日 香川県農林水産物等PRイベント

政府関係者、ホテル関係者、
小売店関係者、メディア関係
者等約150名

日本大使公邸 N/A（冠事業）

4 香港 9月11日 海外貿易会議ビジネス交流会

政府関係者、流通業者、小売
業者、メディア関係者、「Asia
Fruit Logistica 2008」出展者等
約160名

ルネッサンス
ハーバービュー

ホテル

米、のり、わさび、かき、なし、メロン、もも、
ぶどう、トマト

5
英国

(ロンドン）
9月16日

日英外交関係開設150周年記念レ
セプション

政府関係者、企業関係者、文
化交流・学術関係者約250名

英国政府外務省
なし、メロン、ぶどう、りんご、りんごジュー
ス、茶、のり

6
ロシア

（モスクワ）
9月16日 常設店舗開設記念レセプション

露連邦農業大臣、政府関係
者、流通業者、レストラン関係
者、メディア関係者等約300名

日本大使館 米、ながいも、ぶどう、なし、さつまいも、茶

7
カナダ

（オタワ）
9月22日 日加修好80周年記念イベント

連邦議会議員、政府関係者、
メディア関係者、流通関係者、
ホテル・レストラン関係者等約
300名

日本大使公邸
牛肉、ごま油、まいたけ、米、はまち、ほた
て貝、しいたけ、エリンギ、抹茶、みそ、温
州みかん、りんご、なし、メロン

8
ブルガリア
（ソフィア）

9月24日 岡山県産農林水産物等PRイベント
政府関係者、企業関係者、教
育・文化関係者、メディア関係
者等約230名

日本大使公邸 N/A（冠事業）

9
中国

（広州）
10月11日 ジャパン・デイ

政府関係者、流通業者、レスト
ラン関係者、メディア関係者等
約450名

中国大酒店 米、のり、茶、りんご、なし、りんごジュース

10
中国

（北京）
10月15～19日 第6回中国国際農産物貿易交易会

※同交易会には、一般消費
者、バイヤー等約2万名が来
場

全国農業展覧館 米、のり、りんご、なし

11
韓国

（ソウル）
10月22～23日 和食・日本酒PRイベント

政府関係者、流通関係者、レ
ストラン関係者、芸能関係者、
メディア関係者等約420名

ロッテホテル
日本大使館

たい、かつお、さけ、ぶり、かんぱち、ほた
て貝、わさび、しょうゆ、かぼちゃ、茶

12
日本

（東京）
11月10日

アジア競馬会議におけるPRイベン
ト

競馬関係者、馬主等約1,000
名

ホテルニュー
オータニ

レモン、温州みかん、なし、メロン、抹茶クッ
キー、わさび、わさび漬け、デコポンジュー
ス

13
ドイツ

（デュッセルドル
フ）

11月13日 調理師学校におけるPRイベント
調理師学校関係者、レストラン
関係者、メディア関係者等約
30名

フェリックス・
フェッヒェンバッ

ハ職業学校
N/A（冠事業）

14 香港 11月19日 岩手県産農林水産物等PRイベント
政府関係者、流通関係者、観
光関係者、メディア関係者等
約80名

日本総領事公邸 N/A（冠事業）

15
アメリカ
（シカゴ）

11月19日
日米有名シェフによる日本食材を
使った料理の競演イベント

政府関係者、レストラン関係
者、流通関係者、メディア関係
者等約60名

日本総領事公邸
和牛、米、ほたて貝、ぶり、笹かまぼこ、の
り、枝豆、乾しいたけ、うどん、抹茶、玉露、
ながいも、なし、みそ、わさび、ごま油

16
ＵＡＥ

（ドバイ）
11月26日 天皇誕生日レセプション

政府関係者、企業関係者等
374名

日本総領事公邸 米、りんご、なし、かき

17
オマーン

(マスカット）
12月1日 天皇誕生日レセプション

政府関係者、企業関係者等約
200名

日本大使公邸
メロン、りんご、みかん、かき、かんしょ、
米、乾しいたけ、ごま油、みそ

18
シンガポール

（シンガポール）
12月3日 天皇誕生日レセプション

政府関係者、企業関係者等約
459名

日本大使公邸 メロン、いちご、りんご、みかん、かき、米

19
ロシア

（モスクワ）
12月3日 天皇誕生日レセプション

政府関係者、企業関係者等約
500名

日本大使館 米、れんこん、ながいも、さつまいも

20
カナダ

（トロント）
2009年3月8日

The Canadian Food and Beverage
Showにおける日本食ＰＲイベント

※同見本市には政府関係者、
メディア関係者、流通業者、レ
ストラン関係者等約1万名が来
場

ダイレクトエナ
ジーセンター

かまぼこ、寒天、みそ、牛肉、果実類、の
り、きのこ類、抹茶

21
ペルー
（リマ）

2009年3月10日
日本食普及功労者を活用した日本
食・日本食材PRイベント

政府関係者、メディア関係者、
流通業者、卸業者、飲食業者
等約100名

日本大使公邸
米、そば粉、かつお節、こんぶ、みそ、わさ
び、たらこ、栗、抹茶

フランス(パリ）

マレーシア(KL）

英国(ロンドン）

韓国(ソウル）日本酒との連携
国内（北海道洞爺湖サミット）

平成20年度

カナダ（オタワ）
中国（広州）

ロシア（モスクワ）アメリカ（シカゴ）



「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業（国内版）

北海道洞爺湖サミットにおける日本食・日本食材等のＰＲ

７月７日から９日までの北海道洞爺湖サミットの開催期間中、取材の拠点となる国際メディアセンター（IMC）において、

外国プレス・メディア関係者等に対して、日本食・日本食材等を提供することにより、日本食文化や日本食・日本食材等
の魅力を広く海外にＰＲ。なお、Ｇ８サミットの会場であるザ・ウィンザーホテル洞爺においても各国首脳等に対して日本
食や日本産果実等が振る舞われた。

○日時：平成２０年７月７日（月）～９日（水）
○場所：国際メディアセンター（ルスツリゾートホテル内レストラン「ホルン」ほか）
（主なＰＲ活動）
① 岸朝子氏（食生活ジャーナリスト。平成５年から平成１１年まで放送のＴＶ番組「料理の鉄人」に審査員として出演。）監修の

もと、主に輸出重点品目で旬の高品質な日本食材等を用いたメニューを日替わりで毎食１品提供。
（サミットの検討課題である、温暖化等の問題との関わりを考慮しつつ、日本の伝統を踏まえた料理とともに岸朝子氏自ら監修

した料理や日本食についてＰＲ。）
また、全食を通じて、日本の旬の果物及び日本茶を提供。

② ＰＲブースを設置し、パネルや映像等により日本食・日本食材等の魅力を紹介。
③ パンフレット・DVD等を配布・手交し、日本食・日本食材等をＰＲ。

海外からのプレス・メディア関係者に日本食や食材としての農林水産物等の魅力を説明
（岸朝子氏が、監修した料理について自ら解説）

提供した日本食の例

食のＰＲ広報ブース デザート用果実


