
2014年度 バイヤー招聘商談会 47回（ 35都道府県 ）／ バイヤー数 165人 

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 

② 国内商談会 

    商談機会提供事業の大幅拡充・充実 
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＜ 2015年度 33 回予定＞ 
世界各国から有力バイヤーを日本に招へいし、国内で商談を実施。国内にいながら、様々な国のバイヤーと商談が可能。 
2015年度は、全国30都市で全33回開催予定。 
                               ＜参加者募集＞ http://www.jetro.go.jp/events/ 

（2）商流構築支援 

http://www.jetro.go.jp/events/


輸出先として可能性の高い国等において海外商談会を実施 

海外専門家を通じ現地優良バイヤーを誘致 
日本産品に関心を持つバイヤーと効率的、効果的商談が 
  可能 
事前セミナーの実施、事前準備の支援 
商談の際の通訳、備品等のサポート 

商談会の他、現地の最新事情ブリーフィング、小売店舗 
  視察など、効果的なスケジュール 
日本産品の特徴や調理方法、ペアリングを紹介する 
セミナーを適宜併催し、より出品物への関心を高める。 
 

＜参加者募集＞ http://www.jetro.go.jp/events/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

＜ 2015年度 11 回予定 ＞ 

    商談機会提供事業の大幅拡充・充実 

③海外商談会 

商談会名（2015年度） 対象品目 時期 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（米国・シカゴ） 

食品全般 6月16日 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（ベトナム・ハノイ、ホーチミン） 

食品全般 7月27-30日 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（タイ・バンコク） 

食品全般 9月16-17日 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（UAE・ドバイ） 

食品全般 10月4-6日 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（ベルギー・ブリュッセル） 

食品全般 11月 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（香港） 

食品全般 1月21日 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（パリ） 

食品全般 2月 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（シンガポール） 

調整中 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（米国・サンフランシスコ） 

日本酒・アルコー
ル飲料等 

調整中 

日本産農水産物・食品輸出商談会 
（欧米（２回実施）） 

調整中 

1 
Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.  

（2）商流構築支援 

http://www.jetro.go.jp/events/


ANUGA 2013 
(ドイツ・ケルン／2013年10月5-9日) 

           日本産農林水産物・食品の魅力・価値を伝える （3）海外プロ向け情報発信 
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見本市における料理デモ 

招へいバイヤーの現地視察 

山田錦圃場（兵庫県東播磨地域／2013年9月27日） 

海外での輸出プロモーション 

ロンドンでの日本産農林水産物・食品の輸出プロモーションイベント
「Experience Premium Japanese Food and Drink」 
                       （2015年5月5日） 



現在の支援状況（2015.6末時点） ：  専門家数15名  支援案件数66社 

       専門家やジェトロ事務所による一環サポート 

3 

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 
 

＜サービス案内・お申込み方法＞http://www.jetro.go.jp/services/export.html 
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（4）個別企業支援・地域支援 

（｢一県一支援｣を含むジェトロ事業以外（自治体負担､委託など）で､自治体や業界団体等からの要請で貿易情報ｾﾝﾀｰが取組んでいる近年の事例） 

一県一支援プログラム 

その他、地方自治体等との連携案件例 

事務所 サ ポ ー ト 概 要 

北海道 
｢アジアにおける札幌物産と観光フェア実行委員会」（札幌市､関係団体､市商工会議所等）食品
全般で香港やシンガポール向け。（2010年､2012年､2013年） 

香川､徳島､ 
愛媛､高知 

ジェトロ四国４事務所が連携し､｢四国４県・東アジア輸出振興協議会｣の中国､シンガポール等
向けの食品輸出をオール四国でサポート。（2010年～2014年） 

金沢 
酒能登ファイブ(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業）、能登の酒蔵、酒造組合、国税局と共同でシンガポール向
け日本酒輸出を勉強会､海外売込･商談等準備などきめ細かく支援。（2013年） 

福岡 
福岡県･福岡市･県花卉農協の香港輸出に向けて､事前海外調査､商談準備､商談会開催、現地ﾌﾞﾗｲ
ﾀﾞﾙ会場でのPR等パッケージでサポート。（2015年） 

計 ８６事例 

大阪本部･全貿易情報センターで５０案件を実施中 

輸出有望案件発掘支援事業 



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 7億637万円 

 国内商談会（視察型除く） 3,428 2,905 1,180 1,256 3億2000万円 10億3,500万円 

小 計（A） 58,882 66,531 15,751 18,681 98億円 159億4,137万円 

    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 67,644 16,845 19,550 104億8,600万円 179億7,737万円 

（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） 

 （注）・「その他」は、個別企業支援や地域支援、国内商談会（視察型）による成果の合計です。 
    ・本表は、今後の実績取りまとめ状況により、変更する可能性があります。 

（参考）2014年度商談実績一覧 
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事業担当課・班 
海外見本市、海外商談会、 国内商談会、 

海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ拠点、ﾌﾟﾛ向けｾﾐﾅｰ、 
ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、海外連絡協議会事業 

海外ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

輸出有望案件
発掘専門家 

各課・班 
（品目ﾁｰﾑ） 

国内貿情ｾﾝﾀｰ 
海外事務所 

各品目担当課 
（農林産品支援課とりまとめ） 
※規制関係は制度・検疫チーム 

品目別輸出団体・事業者 
農林水産省 

（輸出促進Ｇ、品目所管課等） 

招へいﾊﾞｲﾔｰ、出品企業、現地日系企業  等 
現地のﾊﾞｲﾔｰ・卸小売、
国内訪問企業 等 

ＴＩＣ 
（貿易・投資に関する企
業等からの相談内容） 

日頃の業務（調査、F&A、
企業との面談  等） 

ニーズ 
伝達 

〔情報交換会を定期的に開催〕 

収集した情報は 
月単位で提出 

提出 提出 提出 提出 

ﾆｰｽﾞ
把握 

ﾆｰｽﾞ
把握 

ﾆｰｽﾞ 
把握 

ﾆｰｽﾞ
把握 

ﾆｰｽﾞ
把握 

DB 

検索 
ｱﾝｹｰﾄ 
ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

        ＜収集するニーズ＞ 
・輸出品目に関するﾊﾞｲﾔｰのﾆｰｽﾞ 
（どの国・地域で、「どの品目を、具体的に 
 どう改善したら良いか」、「具体的に何が 
 望まれるか」、「何を研究すれば良いか」等） 

・外国の検疫・制度に関する事業者のﾆｰｽﾞ 
 （具体的にどのようなことで困っているか）  
 等 
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3.ジェトロによる事業者ニーズ（流通･販売･規制等）の収集,伝達 



海外連絡協議会 
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＜ 2015年度 16都市で開催＞ 

都市 主な内容 

1 大連 
・食品安全法の改正内容、関連法規に関するセミナー 
・ビジネス展開上の障壁等の改善・解決ためのセミナー 

・同法改正後のビジネス展開上の障壁、影響等の情報交換。 

2 広州 

・経済動向、人材問題、障壁の改善等の情報交換。 
・食品安全法の改正内容、関連法規に関するセミナー 

・同法改正後のビジネス展開上の障壁、影響等の情報交換。 
・関連法の改正、規制関係についてのセミナー 

3 上海 
・改正食品安全法の内容、関連法規に関するセミナー 
・同法改正後のビジネス展開上の問題点、企業取組みの事例紹介 

4 香港 ・食品安全法等の改正内容、関連法規や制度に関するセミナー 

5 シンガポール 
・今後需要が見込まれる市場（ハラール・介護食・乳幼児食） 
情報に関するセミナー 

6 ジャカルタ ・インドネシア政府関係者による市場、展望に関するセミナー 

7 ホーチミン 

・食材調達率低下の解決に向けての農業現場、関係施設の視察 
・円滑なビジネス展開のための問題・課題改善に向けた情報共有 
・ベトナム政府関係者へ要望提出のため障壁となる課題等につい

て情報交換 

8 バンコク 
・日タイ農業食料対話設置に向け、ビジネス展開上の障壁、課題
について情報交換 
・食品規制改正の対応について情報交換 

目的  

海外で円滑な事業を展開するために有用な情報を提供するとともに、 
個々の企業努力だけでは解決困難な二国間の様々な課題の解決を 
図る。 
 

都市 主な内容 

9 ニューデリー ・国内主要都市の消費動向調査結果情報の共有のためのセミナー 

10 ドバイ 

・輸入食品ガイドライン遵守のための課題、対応策について意見
交換と情報共有 
・食品の輸入規制等の課題について意見交換と情報共有 

・需要が増えているオーガニック食品の関係規制、市場について
のセミナー 

11 ベルリン 
・食品表示法施行、雇用問題等、企業からの要望に基づいた内容
についての意見交換と情報共有 

12 パリ ・食品関連法規、輸入や流通の規制、税制についてのセミナー 

13 ロンドン ・EU食品関連規制の一般原則や要件等について周知セミナー 

14 モスクワ 
・輸入に伴う技術規則等について政府関係者、専門機関による 
セミナー 

15 ロサンゼルス 

・企業、ジェトロ、領事館による昨年度活動のレビューと年間計
画策定 

・米国市場でのアルコール販売規制対応と新市場開拓のノウハウ

についてのセミナー 
・米国食品安全強化法への対応に向けたセミナー 
・会員企業に向けた規制情報、ビジネス情報についてのニュース
レター配信 

16 ニューヨーク ・米国食品安全強化法への対応に向けたセミナー 

内容  

進出日系企業（食品分野）の協議会合、セミナー 等 
 

モスクワ海外連絡協議会 
開催日： 2015年1月30日 

バンコク海外連絡協議会 
開催日： 2015年７月16日 


