
会期報告レポート 

 日時：2017年10月11日(水)～13日(金) 

 会場：幕張メッセ 

 主催：リードエグジビションジャパン（株） 

 共催：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 協力：農林水産省    

（改訂：2017年12月13日） 



資料２－２



展示会概要 

幕張メッセ 7・8ホール  

リードエグジビションジャパン株式会社 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

農林水産省    

第1回“日本の食品”輸出EXPO 

2017年10月11日(水)～13日(金) 

10:00～18:00（最終日は17:00まで） 

展示会名 

会期 

会場 

主催 

共催 

協力 

来場者 

来場者数 

12,836名 

＜内訳＞ 

・海外バイヤー      2,860名 

・国内輸出商    2,758名 

・食品メーカー他  7,218名 

海外バイヤー（2,860名）の国・地域数 

70ヵ国・地域 
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1位 中国 11位 ブラジル 

2位 韓国 12位 イギリス 

3位 台湾 13位 インドネシア 

4位 香港 14位 オーストラリア 

5位 タイ 15位 UAE 

6位 マレーシア 16位 カナダ 

7位 米国 17位 オランダ 

8位 シンガポール 18位 ドイツ 

9位 ベトナム 19位 インド 

10位 フィリピン 20位 フランス 

海外バイヤー 来場国トップ20 

その他 国・地域名 ケニヤ ドミニカ共和国 ポーランド 

アイルランド コロンビア トルコ ボリビア 

アルゼンチン サイパン ニュージーランド ポルトガル 

イスラエル サウジアラビア ネパール マカオ 

イタリア ジョージア ノルウェー ミャンマー 

イラン スイス バーレーン メキシコ 

ウズベキスタン スウェーデン パラグアイ モンゴル 

エクアドル スペイン ハンガリー リトアニア 

エジプト スリランカ フィンランド ルーマニア 

オーストリア スロバキア プエルトリコ レバノン 

カタール セルビア ブルネイ ロシア 

カンボジア チェコ共和国 ペルー 南アフリカ 

クウェート チリ ベルギー 

＜数え方の三大原則＞ 
１．会場に来場し、登録の際に受付で提出された名刺１枚を、 
  １名と数えます。 
２．一度登録した人が会期中に何度来場しても、１名としてし 
  か数えません。 
３．出入口を通過するたびに集計機械などで数える方法は、 
  実質上の水増しと見なします。したがって、そのような集計 
  方法は採用しません。 

経済産業省、他50団体 後援 

※改訂：グアムは米国に含む 



出展社 

出展社数 

 304社 

＜内訳＞ 

 ・食品メーカー、生産者  197社 

 ・自治体、支援団体      11社 

 ・輸出商社                   60社 

・物流業者           25社 

・輸出支援サービス   8社 

・メディア          3社  

商談 

商談件数  ※出展社アンケートより算出（推定） 

 

 18,000件 

商談金額 ※海外バイヤーアンケートより算出（推定） 

 

 131億円 

１位 菓子  

２位 飲料・酒類  

３位 水産物  

４位 加工食品 

５位 青果 

海外バイヤーが輸入したい 
商材 トップ５ ※海外バイヤーアンケートより 

出展社商材 

加工食品, 36.5% 

飲料・酒類, 
24.0% 

農畜産物, 
23.4% 

調味料, 11.5% 

水産物, 6.8% 

菓子, 5.2% 

商社, 31.3% 

物流, 
13.0% 

輸出支援 
サービス, 5.2% メディア, 1.6% 

加工食品 

飲料・酒類 

農畜産物 

調味料 

水産物 

菓子 

商社 

物流 

輸出支援サービス 

メディア 
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米国 / 輸入商 

ワイン、日本酒、お菓子など輸入したい商品を見
つけたが、輸出に必要なFOB価格が準備されてお
らず話が進まなかった。パッケージも日本語のみ
で、英語の商品が用意されていなかった。 

ウズベギスタン / 輸入商 
複数の出展社と商談を行い発注をしたかったが、

その場で契約に至る企業がなく残念だった。

6,800万円の発注を見込んでいる。試食やサンプ

ルを提供する出展社が増えて欲しい。 

オランダ / 輸入商 
3,100万円の発注予定。ビジネス英語力がない出展
社もいたため商談が大変だった。輸出に関する知識
がない出展社も多かった。主催者は、彼らに輸出に
関するアドバイスをするべきだ。 

イギリス / 小売商 
連日30社以上と商談を行った。和牛の出展社を中
心にビジネスに繋がる素晴らしい商談の機会を得
た。 

マレーシア / 輸入商 
6億円の商談見込み。8割は食品、2割は飲料。飲

料メーカーが少ないのが残念だった。次回も来場

したいので、飲料メーカーがもっと増えることを

願っている。 

米国 / 輸入商・ディストリビューター 
期待をはるかに上回る内容の打ち合わせが出来

た。既に6,300万円の発注。今後相当なパワーを

かけてクロージングに臨みたい。11億円の発注見

込がある。初回からこういった素晴らしい展示会

が開催されたことは、大成功だったと思う。 

フランス / 輸入商・ディストリビューター 
新しいビジネスの機会を多く発掘することができ

た。調味料を中心に1億円の契約を行った。他に

も4,000万円を発注予定。来年は、出展社をもっ

と増やして欲しい。 

海外バイヤーコメント（抜粋） 

出展社コメント（抜粋） 

松田食品工業（株）  ＜出展製品 ： 稲荷揚げ、巻寿司芯＞ 

海外バイヤーが見慣れない“日本ならでは”の食品を展示したことが多いに受けた。日本の食品に興味のある真

剣なバイヤーだけが来場しているので、商談の確度が高いと感じた。米国、中国など10ヵ国・地域のバイヤーと

300件の商談を実施。 

（株）紀文食品  ＜出展製品 ： かまぼこ、ねり品＞ 
展示会の出展経験が少なく集客が不安だったが、完全に杞憂だった。「即仕入れたい」という積極的なバイヤーが

多く、初日と2日目は全メンバー休憩なしで商談にあたり、20ヵ国の海外バイヤーと120件の商談を実施。大きな 
ビジネスチャンスを感じ、次回はブースを増やして申し込んだ。より綿密な準備をして臨みたい。<（株）紀文食品 > 

イトウ製菓（株）   ＜出展製品 ： クッキー、ビスケット＞ 

海外バイヤーから231件の商談申請があったが、対応できずお断りせざるを得ないバイヤーも多かった。アジア各

国に信頼できる海外代理店を確保できそうで満足している。3,000万円の受注見込み。 

アジアや欧米の他、イスラエルやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など、中東のバイヤーとの商談にも恵まれ、海外進

出の足掛かりとなった。10年後の海外売上高１億円を目指していく。 

（株）八幡屋礒五郎  ＜出展製品 ： 七味唐辛子＞ 

購買意欲の高い海外バイヤーが多く、来場者の質が高いと感じた。台湾、韓国、ブラジルなど20ヵ国の方とコンタ

クトができ、55件の商談を実施。 

ヱスビー食品（株）  ＜出展製品 ： カレールー、ねりわさび＞ 
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中国 / 輸入商 
輸出のための展示会なので、事前に海外輸出際の
価格を用意してほしい。現地納品までのコストが
分かるとその場ですぐ契約できる。ブースでの商
談スペースが狭かったので広くしてほしい。 



フォトハイライト 

開会式 
 

海外有力バイヤーや国内輸出商 
トップ46名によるテープカット 

海外バイヤー 
 

ホテルから展示会場へ 
貸切バスで来場する光景 
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