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1.事業概要
（１）事業趣旨
海外への販路を確保・拡大しようと取り組む農林漁業者・事業者（以下、農林漁業者等）を支
援するため、農林漁業者等に対して農林水産物等の輸出のためのノウハウなどの情報提供
を行う機会や、国内において国内外の有力な商社・バイヤーとの商談を行う機会を提供する
とともに、特に海外の商社・バイヤーに農林水産物等に係る国内の状況を正しく理解していた
だき、農林水産物等のイメージの回復を図ることにより、原発事故で大きな影響を受けた農林
水産物等の輸出を回復・拡大することを目的とします。

（２）実施概要
名称： 平成２３年度 輸出倍増リード事業 輸出オリエンテーションの会 中国四国地区
主催者： 農林水産省（中国四国農政局）
事業委託先：株式会社JTB西日本

（３）開催概要
ア.事前研修会
開催日時:12月１日（木）
会場：岡山コンベンションセンター （岡山市北区駅元町14番1号）
内容：○講演「これからの海外販路創出・拡大の鍵」

講演者：大昌貿易行 雷 彩霞（ルイ チョイハー）
○事例紹介「販路創出成功の秘訣」
講演者：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎
○輸出オリエンテーションの会」参加のご案内

参加者数： ７１人（うち関係者３０名）
イ.商品評価会
開催日時:12月26日（月）
会場：JTB西日本本社会議室

ウ.商談対策セミナー
開催日時:1月25日（水）
会場：岡山国際交流センター （岡山市北区奉還町２－２－１）
内容：海外マーケットの状況紹介、貿易の基礎知識、模擬商談体験、参加バイヤーの紹

介、展示・商談会に向けての手続き 等
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎
参加者数： ３５人

エ：展示商談会
開催日時:2月23日（木）
会場：岡山全日空ホテル （ 岡山県岡山市北区駅元町15－1 ）
商談件数：１６８件 ※フリー商談除く
参加者事業者数：３５社（５０人）
参加バイヤー数：２１社（２２人）
成約見込み件数：２２件
成約見込み金額：3,100,000円



２．事前研修会

（１）開催概要

開催日時:12月１日（木）
会場：岡山コンベンションセンター
住所：岡山市北区駅元町14番1号
参加者数： ７１人（内関係者３０人）
内容：

Time Scene

14:00～14:10 主催者ご挨拶
中国四国農政局 経営・事業支援部長

14:10～15:00 講演
講演者：大塚 嘉一氏
講演タイトル「これからの海外販路創出・拡大の鍵」

15:15～16:00 事例紹介

講演者：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

講演タイトル「販路創出成功の秘訣」

16:00～16:15 「輸出オリエンテーションの会」参加のご案内

16:20～17:30 個別相談会

18:00 閉会
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事前研修会の様子



事業者・団体名 人数 県

1 タカノブ食品株式会社 1 広島

2 株式会社 オーサン浜根 1 島根

3 出萌株式会社 1 島根

4
西日本高速道路
エンジニアリング中国㈱

3 広島

5 ウマイ株式会社 1 徳島

6 株式会社トラスト・ジャパン 2 香川

7 有限会社 三弘 1 香川

8 有限会社 パイプライン 1 香川

9 梨狩り 【さんこうえん】 1 鳥取

10 愛媛県漁業協同組合連合会 1 愛媛

11 トマト銀行コンサルティング営業部 1 岡山

12 こだま食品株式会社 1 広島

13 株)アルマ経営研究所 1 岡山

14 岡本製麺株式会社 1 徳島

15 室町酒造株式会社 1 岡山

16 玉崎中小企業診断士事務所 1 広島

17 有限会社アグリ元気岡山 2 岡山

18 JA岡山中央会 農政広報部 1 岡山

19 中小機構四国 1 香川

20 有限会社 芭蕉庵 1 岡山

21 株式会社みゆきやフジモト 1 岡山

22
株式会社伊予銀行
ソリューション営業部

1 愛媛

23 （社）高知県貿易協会 2 高知

24 有限会社グッドライフプランニング 1 岡山

25 宇治高原農園 2 岡山

26 株式会社 岡山県通商センター 1 岡山

27 三光正宗株式会社 1 岡山

28 藤井洋行(株) 1 広島

29 株式会社ヒラタ 1 岡山

30 株式会社 くらしき藹然 （ｱｲｾﾞﾝ） 1 岡山

31 日本通運 4 岡山県

32 日本経済新聞社 1 記入無

計 41 人

団体 人数 県

1
公益財団法人ひろしま産業振興
機構 国際ビジネス支援セン
ター

1 広島

2 島根県 1 島根

3
四国経済産業局 産業部 国際
課

2 香川

4 岡山県庁 対外戦略推進室 2 岡山

5
岡山県美作県民局
農林水産事業部農畜産物生産
課

1 岡山

6
高知県 産業振興推進部 地産地
消・外商課

1 高知

7
日本貿易振興機構（ジェトロ）
広島貿易情報センター

1 広島

8
徳島県農林水産部ブランド戦略
総局 とくしまブランド戦略課
産地力強化担当

1 徳島

9 中国四国農政局 20 岡山

計 30 人

※関係者
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（２）開催状況
ア 参加者リスト
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講演者 株式会社 三越伊勢丹 大塚嘉一 氏
講演タイトル 『これからの海外販路創出・拡大の鍵

～アジアマーケットへのアプローチ～』

＜講師プロフィール＞
1963年 福岡県久留米市生まれ。父親の転勤により、幼少期をドイツにて過ごす。
1987年 明治大学法学部卒業後、株式会社伊勢丹（現:株式会社三越伊勢丹）に

入社。食品セールスマネージャー・食品バイヤー・組合専従・本社人事部など
を経験。

2004年～ 海外子会社ISETAN(SINGAPORE)LIMITED（シンガポール証券取引所上場
2011年3月 企業）に出向。
2004～ 食品統括部長として、現地マーケットへの日本食普及拡大・日本の物産展を
2007年 軌道に乗せる。

特に06・07年は、農林水産省「海外販路拡大創出事業」に尽力し、日本農産
物をクローズアップする「常設ショップ」を展開。講演会や商談会などを
通じて日本の生産者やお取引先の海外進出をサポート。

08年～ 経営企画担当部長・営業企画担当長・新規事業委員会委員長を担当。
09年～ 取締役に就任し経営全般に携わり、新店出店・WEB事業立ち上げなどを実現
2011年3月末 帰国
2011年4月 (株）三越伊勢丹松戸店営業統括部食品担当兼レストランサービス担当マネージャー。

講演概要

シンガポールは現在輸出額順位でいえば８位であるが、法整備面、現地人の収入
レベル、消費傾向などの面から日本食が輸出しやすい国である。また、生鮮、肉類、
フルーツ、菓子等が主要輸出産品であるが、仕掛け方によりどんな商品でも売れる
可能性がある。
一般的に海外でビジネスを行う上で踏まえておくべき必須事項としては、

①ジェトロ、問屋、或いはコンサルタント等を通じてマーケットの状況をよく理解す
ること

②相手の手元に確実に、継続的に商品を送る体制ができていること
③資金の回収に時間がかかりやすい傾向にある、それに耐えうるだけの体制が

できていること

また現地マーケットへのアプローチ方法としては、商談会展示会や問屋とのネット
ワークを通じて現地にコネクションを作ること、プロモーション活動を通じて現地への
露出を図っていくことなどが肝要となる。

イ 講義内容
・講義１



プロモーションには対面販売、試飲試食などが効果的であることも強調された。

現地の嗜好を知ること、そして味を知ってもらいファンをつくり、またパッケージやユ
ニフォーム等を通じて視覚的なブランドイメージを作ることも必要である。

そして、現地マーケットへ進出が成功したら定番化を行うために繰り返しプロモー
ションを行う必要がある。

また、海外輸出時には、１.現地の気温や季節、２．宗教上の食の禁忌、３．為替リ
スク、４．輸入規制品目、５．内容表示の翻訳、６．容器包装、7．現地の商習慣にも
注意する必要があることを強調された。

後に、今ままでは「日本風」の食品が海外では通用したが、現在では日本食の普
及にともない、現地化した日本食と本物志向の日本食の二種類のチャンネルにシ
フトしており、各事業者様が目指すべきはこの２つであることも述べられた。

―質疑応答―
Q. 原発事故に対する現地マーケットの反応は？
A. 事故発生当時は不安があったが、日本食の安全性に対する現地の信頼は強く、
現在ではほぼ影響はなくなった。
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大塚嘉一氏講義の様子



講演者： JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎
講演タイトル 「販路創出成功の秘訣」

＜講師プロフィール＞

平成17年度 農林水産省委託事業 農林水産物海外販路確立対策委託事業常設店舗活用型輸出対策事業（台湾）
平成18年度 JA全中/全農委託事業 成田空港制限区域内 日本の農産物PRショップ｢ぶらんどJA｣

農林水産省委託事業 農林水産物海外販路創出・拡大事業常設店舗活用型輸出対策事業（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾏﾚｰｼｱ）
平成19年度 農林水産省委託事業 農林水産物海外販路創出・拡大

農林水産省 輸出オリエンテーションの会
平成20年度 農林水産省委託事業 農林水産物海外販路創出・拡大事業常設店舗活用型輸出対策
平成21年度 農林水産省補助事業 食農連携促進事業（商談会等支援・販売促進支援）

日本食文化ロシア普及協会 事務局運営 開始（2009年~2011年12月現在）
平成22年度 農林水産省補助事業 平成22年度農商工連携促進中央支援事業（商談会）

農林水産省補助事業 平成22年度東アジア食品産業海外展開支援事業（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ進出可能性調査）
JTB西日本主催 ｢香港商談会（2010年11月23日開催）｣
Azbuka Vkusa(モスクワ高級スーパー)招聘商談会

平成23年度 JTB西日本主催「上海商談会（8月23日・24日開催）」
農林水産省補助事業 輸出倍増サポート事業海外マッチング対策事業（香港）
農林水産省補助事業 ６次産業化中央支援（商談会開催等）事業
農林水産省委託事業 輸出倍増リード事業ジャパンパビリオン設置（上海国際漁業博覧会）
農林水産省補助事業 輸出倍増サポート事業販売拠点構築対策（クアラルンプール）実施責任者
滋賀県委託事業 近江牛PR事業（シンガポール）

講演概要

○事例紹介
日本国内６県の事業者輸出成功事例を紹介。各県様々な工夫をして取り組んでい
るが、共通していえることは、継続性を持って取り組んでいること、ターゲット国、地
域に応じて詳細なマーケティングを行っていることを挙げた。

○農林水産省の輸出促進への取り組みについて
＜３つのキーワード＞
①食料安全保障・・・・現在の食料自給率（３９％）を上げるために、輸出を促進させ
全体の生産量を底上げすることも一つの目的。
②国内マーケットの縮小・・・海外に打って出れる食品メーカーを育てる
③海外マーケットの拡大・・・特にアジアマーケットにおいては従来の富裕層だけで
なく、中間層までターゲットになるつつあり、輸出全体の拡大が見込める。

・講義２
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○事例紹介

北海道 JA中札内村（なかさつない）
枝豆を瞬間冷凍させ、新鮮さを維持しつつ賞味期限1年以上に延ばした。また、自
然解凍するだけで食べられる使い安さも受け輸出に成功した。

静岡県

アメリカへのお茶の輸出に対し、歴史や背景などに関心の高いアメリカ人にお茶の
文化面をアピールすることで輸出に成功した。

兵庫県 手延べ素麺協同組合

アメリカへの手延べ素麺の輸出に際し、生産者が現地へ赴き自らが店頭に立って
販売促進をすることで、消費者やバイヤーの興味を引いたことで販路開拓につな
がった。

和歌山県

官民が一緒になって取り組んでいる良い例であり、産地の特性を活かしたマーケ
ティングを展開。
種無し柿の香港への輸出に際し、旬が早いという特徴をアピール。
また長期的に輸出に取り組んでいることもポイントとして取り上げた。

広島県 JA広島果実園
丹念なマーケティング調査を実施。

ブドウの輸出に際し富裕層をターゲットと定め、果物を皮ごと食べる習慣を鑑みた
商品を販売。

沖縄県 瑞泉

長寿という沖縄の文化そのものを絡めた商品アピールをすることで、アメリカマー
ケットでの販売に成功。
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○マーケティングについて

現状多くの事業者がマーケティング不足の感があるが、下記のような点をまず考え
る必要がある。
①商品需要があるのか、市場に合っているのか
②訴求対象（年齢、所得層等）が購入可能な価格設定か
③品質保持、納品期日が担保できる輸送環境か
④訴求対象に的確な認知活動ができているか

○戦略的マーケティングの重要性

現地にあった商品提案が重要であり、自己の利益にそって下記を考慮することが
重要。
１ マーケットを知る 文化の違い、競合商品の価格を知る
２ 輸出の流れ、リスクを知る 輸入障壁、債権の回収、輸送経費
３ 商品価値を向上させる 差別化、オンリーワン 棚の高さにあわせる
４ 良いパートナーシップの構築 信用力、販売力、情報力
５ ブランド構築 商品の認知度を上げる

○東、東南アジアの状況
一人当たりのGDPが年間３０００ドルを越えると耐久消費財を買いだす。日本食品
を買う余裕ができる。国でなく都市のGDPで考えること。
今後は拡大する中間層を取り込むことが重要。

○ 後に

原発事故により一時的に日本産食品に対する不安が蔓延したが、国によっては再
び日本食品の需要高まってきている。
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→ 今後、海外に販路の創出又は拡大を考えておられますか？

→ 今回のセミナーの内容は、いかがでしたか？

考えている 38 88.4%

考えていない 2 4.7%

無回答 3 7.0%

計 43 100.0%

とても参考になった 18 41.9%

参考になった 22 51.2%

どちらとも言えない 0 0.0%

参考にならなかった 0 0.0%

無回答 3 7.0%

計 43 100.0%

無回答

7.0%

考えている

88.4%

考えて

いない

4.7%

とても参考

になった

41.9%

無回答

7.0%

参考に

なった

51.2%
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5.2%

6.4%

15.1%

12.8%

13.4%

2.3%

6.4%

4.7%

10.5%

3.5%

3.5%

2.3%

1.2%

1.2%

4.7%

3.5%

1.2%

0.6%

1.7%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

タイ

マレーシア

シンガポール

香港

台湾

ドイツ

アメリカ

韓国

中国本土

ベトナム

フランス

オーストラリア

マカオ

中東

ロシア連邦

インド

その他

特になし

無回答

→ 今後、販路の創出拡大をしたい地域はどこですか？

タイ 9 5.2%

マレーシア 11 6.4%

シンガポール 26 15.1%

香港 22 12.8%

台湾 23 13.4%

ドイツ 4 2.3%

アメリカ 11 6.4%

韓国 8 4.7%

中国本土 18 10.5%

ベトナム 6 3.5%

フランス 6 3.5%

オーストラリア 4 2.3%

マカオ 2 1.2%

中東 2 1.2%

ロシア連邦 8 4.7%

インド 6 3.5%

その他 2 1.2%

特になし 1 0.6%

無回答 3 1.7%

計 172 100.0%

※複数回答あり

（３）アンケート結果
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20.2%

16.8%

9.2%

19.3%

14.3%

5.9%

4.2%

6.7%

0.0%

3.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

→ 今後輸出するにあたり、課題と考えておられる事は何ですか？

輸入規制の法規制

価格

決済条件

物流、通関

商品開発

資金調達

外国為替取引

その他

無回答

賞味期限

輸入規制の法規制 24 20.2%

価格 20 16.8%

決済条件 11 9.2%

物流、通関 23 19.3%

商品開発 17 14.3%

資金調達 7 5.9%

外国為替取引 5 4.2%

賞味期限 8 6.7%

その他 0 0.0%

無回答 4 3.4%

計 119 100.0%

→ その他、良かった点、お気づきの点等あればできるだけ具体的にお聞かせください
・経験に基づく具体的な講演内容で非常に勉強になった

・成功事例紹介では各事業者によって状況も違い、大変参考になった

・講演、成功事例紹介はとてもわかりやすく参考になった

・商談会時期に商品（ぶどう）がないので難しい、生産者がＪＡを通さず輸出可能なのか

・各国ごとの規制がわかりやすかった

・講演者が実務に携わっていて具体的な話が聞けてよかった

・商談対策セミナーの内容について詳しく聞きたかった

・成功事例では様々な努力を紹介したかったのだろうが、実績が小さ過ぎたのではないか
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※複数回答あり



№ 評価者名 所在地 業態 対象国 取扱い品目

4 クラウン貿易株式会社 兵庫県神戸市 卸・商社
米国・アジ
ア

青果・飲料・食品加工品・水産加工品・米・
酒等

6 株式会社 神乾 兵庫県神戸市 卸・商社
アジア・欧
州

飲料・食品加工品・水産加工品・米・酒等

6 株式会社ベイトレード 兵庫県神戸市 卸・商社 米・加
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工
品・米・酒等

10 株式会社ゴールドボンド 大阪府大阪市
専門店・そ
の他

アジア
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工
品・和牛・米・酒等

13 昭和貿易株式会社 大阪府大阪市 卸・商社 欧州 飲料・食品加工品・水産加工品・米・酒等

14 マルカイコーポレーション 大阪府大阪市 卸・商社 米国 飲料・食品加工品等
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３ 商品評価会
（１）開催概要
日時:１２月２６日（月） １０時～１８時
会場：JTB西日本 本社２F 会議室
住所：
内容：輸出商社のバイヤー（評価者）が出展者が販路開拓したい商品一品のネーミング・

パッケージ等についての評価・アドバイスを行い、展示商談本番に向けた準備の一助となる
よう、その内容を各出展者へフィードバックする。

評価方法：出展者より送付された商品（現品・パッケージ）を評価者が独自の商品評価シート
を用いて評価する。

参加評価者：

商品評価会の様子



スケジュール テーマ 内 容

9:30～10:00 受付

第Ⅰ部
（10：00～
10：45）

海外マーケットを知る

・海外の嗜好及びライフスタイル、市場特性、
流通事情、日本産食品の普及状況等の説明

・海外における日本産食品の風評被害の実態と
対応策

第Ⅱ部
（10：45～
11：15）

貿易のいろは
・輸出手続きの流れ
・輸出業者（フォワーダー等）の見つけ方
・輸入規制や必要書類等について

第Ⅲ部
（11：15～
12：00）

商品の価値を向上させる

・安全性・高品質の徹底
・マーケット・イン（国・地域に合った商品
開発・改善）

・付加価値の創造（ストーリー性の訴求）

12:00～13:00 昼休憩

第Ⅳ部
（13：00～
15：15）

商談技術を向上させる
・模擬商談の実施
・企業プロフィール・商品提案書の作成・活用

第Ⅴ部
（15：30～
16：15）

バイヤーのターゲット化
・参加予定のバイヤーの情報提供
・商談希望バイヤーの集約

第Ⅵ部
（16：15～
17：00）

商談会本番に向けて
・本番に向けて準備
・商談会内容についての説明
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４ 商談対策セミナー

（１）開催概要
開催日時：2011年1月25日（水） 10:00～17:00 （受付時間 9:30～10:00）
開催会場：岡山国際交流センター ８F イベントホール

住所：岡山市北区奉還町２－２－１
参加人数：３５名
内容：
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講師： JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

講義内容

第一部 海外マーケットを知る
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

○要旨
・海外の嗜好及びライフスタイル、市場特性、流通事情、日本産食品の普及状況等の説明
・海外における日本産食品の風評被害の実態と対応策

現在日本の食品輸出の内訳は、アジア圏で７０％以上を占める。これはやはり物
理的な距離によるところが大きく、距離が離れれば離れるほど、商品のライフサイ
クルの面で輸出できるものが限られてくること、物流コストがかさんでくることなど
が大きな要因である。またその中でも香港、台湾、中国で５０％を占め、シンガ
ポール、タイも含め日本食品を購入するのは華僑も含めた中華系が多いことが分
かる。
また特にASEAN諸国においては年間所得１５０００～３００００ドルの中間層の著

しい伸びが見られ、例えばインドネシアは２００８年５００万人であるが、２０２０年に
は７０００万人に達する見通しであり、この層を如何に取り込むかが鍵となろう。

（２）講義内容

＜講師プロフィール＞

平成17年度 農林水産省委託事業 農林水産物海外販路確立対策委託事業常設店舗活用型輸出対策事業（台湾）
平成18年度 JA全中/全農委託事業 成田空港制限区域内 日本の農産物PRショップ｢ぶらんどJA｣

農林水産省委託事業 農林水産物海外販路創出・拡大事業常設店舗活用型輸出対策事業（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾏﾚｰｼｱ）
平成19年度 農林水産省委託事業 農林水産物海外販路創出・拡大

農林水産省 輸出オリエンテーションの会
平成20年度 農林水産省委託事業 農林水産物海外販路創出・拡大事業常設店舗活用型輸出対策
平成21年度 農林水産省補助事業 食農連携促進事業（商談会等支援・販売促進支援）

日本食文化ロシア普及協会 事務局運営 開始（2009年~2011年12月現在）
平成22年度 農林水産省補助事業 平成22年度農商工連携促進中央支援事業（商談会）

農林水産省補助事業 平成22年度東アジア食品産業海外展開支援事業（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ進出可能性調査）
JTB西日本主催 ｢香港商談会（2010年11月23日開催）｣
Azbuka Vkusa(モスクワ高級スーパー)招聘商談会

平成23年度 JTB西日本主催「上海商談会（8月23日・24日開催）」
農林水産省補助事業 輸出倍増サポート事業海外マッチング対策事業（香港）
農林水産省補助事業 ６次産業化中央支援（商談会開催等）事業
農林水産省委託事業 輸出倍増リード事業ジャパンパビリオン設置（上海国際漁業博覧会）
農林水産省補助事業 輸出倍増サポート事業販売拠点構築対策（クアラルンプール）実施責任者
滋賀県委託事業 近江牛PR事業（シンガポール）
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○注目すべきポイント

１．人口
中国は現在１３億人、インドは１１億人を超える。またフィリピン、ベトナ ムも近
く１億を超え、それだけマーケットが広がる可能性がある。 また、都市単位での
人口を見ると、フィリピンのマニラは１０００万超、タイ・バンコクは郊外を含める
と８００万人を超える。

２．GDP
インドネシアのGDPは現在約３０００ドルであり、この３０００ドルを超えると耐久
消費財を購入しだす余裕が生まれ、食品も良いものを買おうとする傾向が見ら
れる。これは今後マーケットが大きく伸びる可能性があることを示している。ま
た、タイのGDPは５０００ドル弱だが、バンコクだけでみると１００００ドル弱ある。

３．華南経済圏
前年度香港への輸出額は１２１０億ドルと２位のアメリカを倍以上引き離してダ
ントツのトップである。これは香港の輸入障壁が低いこともあるが、香港は中国
大陸へのゲートウェイとなり、週末になると深センや広州などの富裕層が訪れ
大量にものを買って帰る。深セン、広州、香港、マカオといった所謂華南経済圏
と呼ばれる地域には富裕層が多く存在し、日本食品のターゲットとなり得る可
能性が高い。

○各国の状況について
現在各国のマーケットにはどんな特徴・傾向や規制が存在するのか。

■中国
震災以降、現在までもっとも規制が厳しい国であるが、水産品、加工品につい
ては規制が緩和されつつある。基本的に農産物等は現地産品が強く、また生
鮮についてはりんご、なししか認められていない。また、飲料、特に酒につい
ては引き合いが非常に多い。
食品輸入についての制度が確立しきれておらず、ルールが人に寄りかかる傾
向にある。通関でのトラブルも多いことから、現地の通関に強いパートナーが
必要である。

■台湾
文化的にも日本への理解が高く、日本食も人気が高く輸出額は現在世界第三
位。モモ、じゃがいも、トマトなどは特定の害虫や菌が付着しているため、輸入
ができない。またそれ以外も選果施設への登録が必要となる。果物を多く食べ
る習慣があり、果物が日本からの農産物に占める割合が８割を超える。
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■韓国
自国産品保護のため、農産物の関税率が非常に高い。（例えばお茶は１０
０％）品目は特に九州からの水産物が多く、また菓子類等も人気がある。

■香港
香港は規制が少ないこともあり品目についてはまんべんなく様々なものを輸入
しているが、和牛等の畜産品の額が多く、一頭買いなどもみられる。また栄養

成分８項目の表示が義務付けられ、日本ではなじみの薄い総脂肪や飽和脂肪、
トランス脂肪酸などの表示も義務付けられている。

■インドネシア
商品登録番号を取得する必要がある。文化的にイスラームであるが、とりわけ
食品に対する戒律はゆるい傾向にある。

■タイ
かんきつ類に関しては規制がある。水産物には原産地証明が必要。日本食は
若者を中心に人気が高まってきている。

■シンガポール
自由貿易であり基本的にフリータックスであるが、アルコールには重い関税が
かけられる。またガムは輸入禁止、甘味料に輸入規制がある。制度が確立さ
れており、商売はしやすい。また東南アジアの流行発信地でありシンガポール
から他の東南アジアの国々へ拡散していく傾向にある。人口は少ないがほとん
ど富裕層に属すること、またインドネシア等の富裕層がシンガポールへ住居を
構えることもあることから実際の人口よりも規模は大きいといえる。

■マレーシア
ルックイースト政策などにより親日度が高い国であり、日本食品の人気も高い。
また、ハラル認証制度が確立されており、マレーシアで製造、認証取得後他の
イスラーム国へ輸出をする企業も多い。

アジアにおいては、①共働き社会であり、外食が盛んであること、②日本の食材を
現地生産する形態が増えていること、③高齢化社会であり健康、美容がキーワー
ドとなっていることが共通している。

またニーズとして、①ラーメン等の麺類の人気が高いこと、②特に東南アジアにお
いてはアイスクリームの人気が高いこと、③上記③のように健康食品への需要が
高まっていること などである。

■アメリカ、EU
食の安全、安心への関心が高く、GAP,HACCP等の認証制度をパスした工場
からの出荷でないと認められないことが多い。また、物理的に生鮮品は難しい。
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○２３年度の輸出額

東日本大震災以降、特に中国（前年度比３０％減）を中心に軒並み下がっている
が、要因は震災を起因とする日本食の安全性への不安だけでなく、超円高傾向に
あることも大きな要因である。

○海外での販促活動の傾向

１．試食とプロモーター
実際に現地の方に味わってもらうのが一番の方法である。またそれを如何にプ
ロモートするか、バイヤーからはやはり生産者が現地入りしプロモーションをし
たときが も売り上げがよいとの意見があり、一度は生産者自らが足を運ぶこ
とが推奨される。

２．フェアから定番化
まずは小ロットから、フェア等への参加からはじめ、定番化への流れを作るべ
きである。

３．利用方法の啓発
料理教室等を通じて食べ方を教えること。日本での利用方法だけでなく現地の
料理に合わせた使い方も考案する必要がある。

４．お得感
おまけをつけること、Buy 1 Get 1 Free（１つ買うともう１つはタダ）等の手法も
試してみるのはどうか。

○海外のトレンド
後に現在の海外での日本食を取り巻くトレンドについて説明する。

１．有機野菜等販売拡充
安心、安全に気を使った消費者が増えてきている。

２．日系レストランの進出
日本食レストランの出店ラッシュであり、ピンからキリまであるが高級店におい
ては輸出のターゲットとなり得る。

３．韓国の攻勢
味は日本産より落ちるが、価格面で急速にシェアを拡大している。

４．ギフトマーケット
春節（旧正月）等には高価なギフトを贈る習慣があり、日本食品が食い込める
可能性がある。
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国内取引と貿易との大きな違いは、１．言語の問題、２．通貨の問題、３．法規制、
４．商習慣の違い、５．宗教の違い、６．嗜好、文化の違い、７．輸送環境の違いな
どである。

本項目では輸出を始めるにあたって、出展者が 低限知っておくべき、貿易取引
の形態、流れ、用語、決済方法、輸送手段とその費用、通関手続き及び必要書類
などについて説明した。

上記は輸出しようとする商品や対象国をよく鑑みた上で、インポーターやフォワー
ダーと相談をして決めていくべきであるが先ずともかく輸出を始めるにあたって下
記のような点を踏まえておくべきである。
①輸出環境を知っているか

特に輸入規制について、禁止品目の有無、関税率、物流環境、原発事故以降の
輸入規制
②偽装表示対策

商標登録、同じ名前の登録がないかを確認
③債権の回収方法をしっているか
④投資の覚悟があるか

営業経費、販売促進費、栄養成分表示の追加申請、海外向けに商品ﾊﾟｯｹｰｼﾞの
見直し

まとめ
輸出の流れやリスクを十分に把握し、継続的に取り組む気構えが必要。

第二部 貿易のいろは
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

○要旨
・輸出手続きの流れ
・輸出業者（フォワーダー等）の見つけ方
・輸入規制や必要書類等について
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現時点で日本食品の輸出は年間５０００億円に留まっている。その理由としては、
①相手国の輸入障壁、②自然災害、円高等の要因、に加えサプライヤーのマーケ
ティング不足の問題もあげられる。
戦略的マーケティングとは、
①マーケットを知ること

競合商品の有無、価格、訴求対象が購入可能な価格帯であるか。海外は日本と
文化が違うので同じやり方では通用しないことが多い。

②輸出の流れ、リスクを知る
品質を保持し、納品期日が担保できる輸送環境があるか

③商品価値を向上させる
マーケットインの考え方を持ち、現地のニーズにあう商品、訴求方法の検討。

④良いパートナーシップの構築
信用力、営業力（有力な販売チャンネル、有力な仕入先）、情報収集力（現地情
報を収集する力）を持ったバイヤーとの関係ができているか

⑤ブランド構築
以上の５点をよく考える必要がある。

特に日本から輸出する食品は現地で普及しているものより概して価格が高くなるこ
とから、高くても買う動機を与える付加価値をつけることが必要であり、それには商
品の品質以外にもネーミング、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ、コンセプトに拘り、それを訴求対象に的確
にプロモーションをしていくことが必要となる。

第三部 商品の価値を向上させる
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

○要旨
・安全性・高品質の徹底
・マーケット・イン（国・地域に合った商品開発・改善）
・付加価値の創造（ストーリー性の訴求）
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本編では模擬商談会－出展者同士が出展者役とバイヤー役を演じる―を実施し
た。（各２０分交代）

バイヤー役は実際に商談会でバイヤーが使用する商品評価シートで商談商品に
ついて評価をした。
模擬商談を見た講師から、
・バイヤーの声に対してメモをとること
・定められた商談時間内で流れを作りきっちり使い切ること
・クロージングをする、「買ってくれますか」の一言を
・商品ばかりみずにバイヤーの目をみて話すこと
・時計を見ながら商談をすすめること

などが注意点として指摘された。

また模擬商談終了後、商品提案書の改善方法についてもアドバイスがなされた。
・フォントが統一されているか
・商品アピールが十分なされているか
・写真は明るく商品の魅力を十分アピールしているか
・製造工程等を詳細に記載すると衛生管理面等でバイヤーからの信用が生まれる

後に講師から商談の心得として、
・笑顔、挨拶、感謝といった基本的なこと
・時間配分を考えること
・商品の訴求ポイントをまとめること
・名刺等を忘れずに、また英語表記は

低限必要
・商談するバイヤーについて

事前に調べておくこと
・予め予想される質問については

まとめておくこと

などをアドバイスした。

第四部 商談技術を向上させる
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

○要旨
・模擬商談の実施
・企業プロフィール・商品提案書の作成・活用

模擬商談の様子
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第六部 商談会本番に向けて
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

○要旨
・本番に向けて準備
・商談会内容についての説明

第五部では各国の主なバイヤーの特徴や、ディストリビューターと小売店の相関
関係を実名を交えて紹介した。また、今回参加するバイヤーについても国（国内バ
イヤーは輸出先）や取扱い品目などを紹介した。

第六部では商談会当日の予定や、商談会当日までの手続き（商談希望シート、電
気機器使用申請、冷蔵冷凍食品申告の記入）について出展者に説明した。

第五部 バイヤーのターゲット化
講師：JTB西日本法人営業大阪支店公務営業部部長 西川太郎

○要旨
・参加予定のバイヤーの情報提供
・商談希望バイヤーの集約

商談対策セミナー講師：西川太郎 商談対策セミナーの様子



－23－

未回答
0.0%

第四部
23.8%

第二部
17.9%

第三部
17.9%

第五部
21.4%

第一部
19.0%

→ 本セミナーの各パートで参考になったのは？

第一部　海外マーケットを知る 16 19.0%

第二部　貿易のいろは 15 17.9%

第三部　商品の価値を向上させる 15 17.9%

第四部　商談技術を向上させる 20 23.8%

第五部　バイヤーのターゲット化 18 21.4%

未回答 0 0.0%

計 84 100.0%
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※複数回答あり

タイ 4 3.2%

マレーシア 11 8.8%

シンガポール 17 13.6%

香港 27 21.6%

台湾 17 13.6%

ドイツ 1 0.8%

アメリカ 4 3.2%

韓国 10 8.0%

中国本土 12 9.6%

ベトナム 5 4.0%

フランス 4 3.2%

オーストラリア 0 0.0%

マカオ 4 3.2%

中東 1 0.8%

ロシア連邦 3 2.4%

インド 4 3.2%

その他 1 0.8%

特になし 0 0.0%

未回答 0 0.0%

計 125 100.0%

3.2%

8.8%

13.6%

21.6%

13.6%

0.8%

3.2%

8.0%

9.6%

4.0%

3.2%

0.0%

3.2%

0.8%

2.4%

3.2%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

タイ

マレーシア

シンガポール

香港

台湾

ドイツ

アメリカ

韓国

中国本土

ベトナム

フランス

オーストラリア

マカオ

中東

ロシア連邦

インド

その他

特になし

未回答

→ 今後、販路の創出拡大をしたい地域はどこですか？

※複数回答あり

（３）アンケート結果



－24－

11.5%

20.5%

7.7%

17.9%

20.5%

3.8%

3.8%

10.3%

1.3%

2.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

→ 今後輸出するにあたり、課題と考えておられる事は何ですか？

輸入規制の法規制

価格

決済条件

物流、通関

商品開発

資金調達

外国為替取引

その他

無回答

賞味期限

輸入規制の法規制 9 11.5%

価格 16 20.5%

決済条件 6 7.7%

物流、通関 14 17.9%

商品開発 16 20.5%

資金調達 3 3.8%

外国為替取引 3 3.8%

賞味期限 8 10.3%

その他 1 1.3%

未回答 2 2.6%

計 78 100.0%

→ その他、良かった点、お気づきの点等あればできるだけ具体的にお聞かせください

・マーケットなど知らない事や準備などを分かりやすく説明頂いた。
・模擬商談では余裕を持って賞品アピールができなかった。バイヤーからの想定される

質問の準備をしておく
・模擬商談（相手メーカーの商談技術）がとても参考になりました
・模擬商談会勉強になりました。コツを教えていただいたので実践させて頂きます！
・今回対策セミナーに初参加したが、細かい内容で大変勉強させていただきました。

ありがとうございます。
売りたい商品がどのくらい、どこで売れるのか知りたい。今後商品開発でどんな品目が
輸出に良いかなど知りたいです。
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※複数回答あり



＜募集サイトイメージ＞ ＜募集チラシイメージ＞
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５ 展示商談会

(1)参加者募集状況
ア 参加国内事業者（出展者）の募集状況
募集方法
①株式会社JTB西日本ホームページでの出展者募集（農林水産省ホームページと外部リンク
②地方公共団体を含む農林水産物等輸出促進協議会の構成員等に出展募集案内送付

③農林水産省輸出促進事業、農商工等連携促進対策中央支援事業や弊社主催の商談会等に
参加された生産者等にダイレクトメール（農林漁業者等約800社）
＜出展要件＞
①海外販路創出・拡大の意欲があり、以下の条件を満たす商品を製造する事業者

1.日本産の原料が使用され、日本で製造されたもの。
2.商品の品質管理体制を構築しているもの。
3.海外の輸入規制（放射能検査を含む）への対応が可能なもの。

事前説明会への参加出展者設定数 30社程度
募集期間平成23年10月31日（月）～11月30日（水）17：00まで

●参加応募者３３社を選出。
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イ 参加バイヤーの募集状況
１）バイヤーの招聘方法
①各開催地の農政局等のご意見（管内のニーズ）の把握
②バイヤーとのスケジュール調整
③農林水産省のホームページ掲載リストや弊社のバイヤーリスト等から招聘
その他国内輸出商社については、農林水産省・各農政局、日本商工会議所及び主要な商工会
議所から広く募集広報。

２）バイヤーの選定基準
取り扱っている品目、日本産農林水産物等を今後取り扱う意欲、取引先、現地のジェトロ等ヒア
リグを基に選定。

３）海外バイヤーの渡航サポート
海外バイヤーの訪日渡航（航空券の手配、査証の取得等）は、弊社在外拠点がサポート。

バイヤー２１社を選出。

＜募集要項イメージ＞ ＜海外バイヤー用英語版＞



③

②①

会場 用途 面積 備考

①花葉 出展者説明会会場 60㎡

②花交 事務局・農政局控え室 32㎡

③曲水 展示・商談会会場（バイヤー説明会会
場）

245㎡
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(2)展示・商談会開催状況
ア 開催概要
開催日時： 2月２３日（木） ９：３０～１７：３０
会場： 岡山全日空ホテル １F「曲水」

住所： 岡山県岡山市北区駅元町15－1 

イ 会場レイアウト
＜会場全体レイアウト＞



B○ バイヤー席
数字のみ 出展者展示テーブル
相談○ アドバイザー席

出展者、バイヤー席はリストの番号に対応（リスト参照）

＜アドバイザー＞
相談１ 日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター
相談２ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

相談３ 神戸植物防疫所 広島支所水島出張所
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＜展示・商談会会場レイアウト＞
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(3)参加者の状況
ア 出展者リスト

No. 出展者名 所在地 業態 商品１ 品目

1
梨一筋百年 さんこうえん
（有限会社 佐々木山光園）

鳥取県
鳥取市

生産

1 新興梨 フルーツ冷凍

2 王秋梨 王秋梨

3 二十世紀梨カレー レトルト

2
株式会社オーサン

島根県
邑智郡

製造

1 えごま油 食用油

2 えごま茶 お茶

3 塩えごまだれ 調味だれ

3 株式会社トラスト・ジャパン
香川県
高松市

生産・卸

1 いちご さぬきひめ

2 讃岐いちご屋まるごと国産冷凍いちご さちのか苺・女峰苺

3 雷米（いかづちまい）玄米 10ｋg
次世代の夢「彩のきらび
やか」の変異種を
選抜育成

4 有限会社パイプライン
香川県
綾歌郡

製造

1 焼豚Ｐ 焼豚 ギフト 豚肉

2 焼豚Ｐ 焼豚スライス 豚肉

3 鶏肉P 骨付き鳥 鶏肉

5 （有）アグリ元気岡山
岡山県
総社市

小売 1 桃、ぶどう
桃（白鳳、清水）ぶどう（瀬
戸、ピオーネ、シャイン）

6 センナリ株式会社
広島県
広島市

製造

1 のむ柚子酢 清涼飲料水

2 有機純米酢 米の酢 有機米酢

3 のむ梅酢 清涼飲料水

7 三千鶴酒造株式会社
岡山県
倉敷市

製造

1 もも酒 リキュール

2 岡山 米焼酎 野風増 焼酎

3 純米 倉敷浪漫 清酒

8 株式会社八百杉
徳島県
徳島市

卸

1 やさしい塩だれ 調味料

2 鳴門金時芋 甘露煮 乱切 惣菜

3 雄町の名水純水 ボトルドウォーター

9 三光正宗株式会社
岡山県
新見市

製造
1 ★三光 ひのくち しぼりたて生原酒 日本酒

2 米焼酎 粋（すい） 43度 本格焼酎

10 藤井洋行株式会社
広島県
福山市

卸 1 種子島産 安納芋 青果物

11 株式会社オカベ
愛媛県
伊予市

製造

1 さかなっこいわしせんべい 魚介乾製品

2 かにっこ 魚介乾製品

3 F80アーモンドと小魚 魚介乾製品&ナッツ

12 タカノブ食品株式会社
広島県
府中市

製造
1 広島産 冷凍かきIQF 2L 冷凍魚介類

2 広島産 冷凍かきフライ 3L 調理冷凍食品

13
愛媛県漁業協同組合
連合会

愛媛県
宇和島市

団体
1 愛鯛（養殖真鯛フィーレ） 水産加工品

2 戸島一番ブリ（養殖ブリフィーレ） 水産加工品

14 有限会社 三弘
香川県
三豊市

卸 1 黒にんにく 熟成にんにく
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No. 出展者名 所在地 業態 商品１ 品目

15 株式会社すくも酒造
高知県
宿毛市

製造

1 すくもの芋 芋焼酎

2 ざまに 芋焼酎

3 土佐藩 芋焼酎

16 株式会社みゆきやフジモト
岡山県
岡山市

製造

1 ゆばこん130ｇ からし酢みそ付 こんにゃく

2 こんにゃくラーメン こんにゃく

3 こんにゃくポンチ こんにゃく加工品

17 金光味噌株式会社
広島県
府中市

製造

1 有機白味噌 生味噌

2 畑の肉味噌（にんにく味） 味噌加工品

3 畑の肉味噌（唐辛子味） 味噌加工品

18 株式会社 くらしき藹然
岡山県
倉敷市

製造
1 藹然 米乃蔵 赤箱 焼き菓子・おせんべい

2 藹然 米乃蔵 夢箱 焼き菓子 おせんべい

19 室町酒造株式会社
岡山県
赤磐市

製造

1 櫻室町 日本酒で漬けた梅酒 リキュール（梅酒）

2 櫻室町 極大吟醸 室町時代 日本酒（大吟醸）

3 純米吟醸 桜室町ブルーボトル 日本酒（純米吟醸）

20 (株)堀 おかざき農園
高知県
高知市

生産・製造・
小売

1 野菜ソムリエ美香の食べるトマトジュース 飲料

21 寺岡有機醸造株式会社
広島県
福山市

製造

1 寺岡家の減塩醤油 濃口醤油

2 寺岡家のちょっとぜい沢なあごだし醤油 しょうゆ加工品

3 寺岡家の減塩醤油 濃口醤油

22 イトク食品株式会社
広島県
尾道市

製造

1 レモンジンジャー4P 粉末清涼飲料

2 レモンジンジャー コンフィチュール ジャム

3 生姜の緑茶 茶

23 株式会社 山豊
広島県
広島市

製造

1 青しばのり のり佃煮

2 広島菜茶漬詰合せ（10食入） お茶づけ

3 広島菜漬（国産） 冷凍 ホール 塩漬

24 ウマイ株式会社
徳島県
鳴門市

製造

1 国産100％米粉100％生米粉麺 米粉麺

2 国産100％ラーメン 中華麺

3 国産100％鳴ちゅるうどん うどん

25 瀬戸農産物加工企業組合
岡山県
岡山市

団体

1 白桃コンサーブ その他食品

2 ニューピオーネコンサーブ その他食品

3 マスカットジャム２本セット ジャム

26 株式会社ケンシヨー
高知県
高知市

製造

1 ケンシヨー濃厚ソース ソース

2 焼肉のたれ （ごま・にんにく風味） 焼肉のたれ

3 ケンシヨーウスターソース ウスターソース

27 有限会社醍醐桜
岡山県
真庭市

生産・製造・
小売

1 醍醐桜ジェラート(ミルク) アイス

2 醍醐桜ジェラート（桜） アイス

3 醍醐桜ジェラート（抹茶） アイス

28 農事組合法人 広岡農場
鳥取県
鳥取市

生産・製造

1 梨スパークリングワイン「ファシリーテ」 酒

2 ノスタルジック梅ドリンク 「美梅子」 ソフトドリンク

3 梨ワイン「ファシリーテ」 酒
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No. 出展者名 所在地 業態 商品１ 品目

29 ケーエス商会株式会社
広島県
尾道市

製造

1 冷凍牡蠣むき身 冷凍

2 冷凍カキフライ 冷凍水産品

3 スモークオイスター 冷凍水産品

30 株式会社三幸産業
広島県
広島市

製造 1 鰹ふりだし 調味料 だし

31 有限会社AONケミカル
鳥取県
鳥取市

製造

1 鳥取二十世紀梨酢 調味料・醸造梨酢

2 ブルーベリ入り梨酢飲料 清涼飲料水

3 フルーツドレッシング 調味料・ドレッシング

32 ヨイキゲン株式会社
岡山県
総社市

製造

1 特別純米 れんげの舞い 清酒

2 単式蒸留しょうちゅう 未知夢 焼酎

3 吉備路果実乃酒工房 梨のリキュール リキュール

33 西地食品有限会社
徳島県
阿南市

製造

1 すだち果汁 調味料

2 ゆず果汁 調味料

3 すだちしょうがしろっぷ 清涼飲料水
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イ バイヤーリスト

№ バイヤー名 所在地 業態 対象国 取扱い品目

1 (株)ｺｽﾓﾄﾚｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 東京都品川区 卸・商社 中東
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・米
等

2
株式会社エム・アール・ティー・
ジャパン

愛知県西春日井郡 卸・商社
米・アジア・
南米

青果・飲料・食品加工品等

3 八治商店 東京都大田区 卸・商社 台湾 青果・飲料・食品加工品等

4 KING OF COOK CO.,LTD. 福岡県大野城市 卸・商社 香港・タイ
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・和
牛・米・酒等

5 大西賢（株） 大阪府大阪市 卸・商社
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・
香港・露・
ｲｽﾗｴﾙ

飲料・食品加工品・酒等

6 エッチビイ貿易株式会社 兵庫県神戸市 卸・商社 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 飲料・食品加工品・酒等

7 千代田物産株式会社 東京都杉並区 卸・商社 ベトナム 食品加工品・水産加工品・冷凍パン・飴等

8 味の珍味（香港）有限公司 福岡県福岡市 卸・商社 香港
青果・飲料・食品加工品・米・酒・レストラン業務
食品等

9 (株)大昌貿易行 東京都港区 卸・商社 香港 青果・飲料・食品加工品・水産加工品･和牛等

10 クラウン貿易株式会社 兵庫県神戸市 卸・商社 米・アジア 青果・飲料・食品加工品・水産加工品・米・酒等

11
インペリアル・クラウン
貿易株式会社

福岡県福岡市 卸・商社
仏・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ・香港

青果・飲料・食品加工品・水産加工品・米・等

12 株式会社RE&S Japan 大阪府大阪市 卸・商社 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 青果・食品加工品・鮮魚・水産加工品等

13 Kairon Asia Commerce 香港 卸・商社 香港
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・
米・酒等

14
FAR EASTERN CITYSUPER 
LTD

台湾台北市 スーパー 台湾
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・和
牛・米・酒等

15 商田実業有限公司 台湾新北市 卸・商社 台湾
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・和
牛・米・酒等

16 OTENTO H.K. 香港 卸・商社 香港
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・和
牛・米・酒等

17 上海寅和商贸发展有限公司 中国上海市 卸・商社 中国
青果・飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・酒
等

18
新大和（香港）有限公司（Shin 
Tai Ho(H.K),Co.,Ltd）

香港 卸・商社 香港 青果・飲料・食品加工品・水産加工品・米・酒等

19 易意（上海）貿易有限公司 中国上海市 卸・商社 中国 食品加工品・鮮魚・水産加工品等

20 DAISHO FOOD (M) SDN. BHD.
マレーシア
クアラルンプール

卸・商社 マレーシア 飲料・食品加工品・鮮魚・水産加工品・酒等

21 SAMKYOUNG PLAZA CORP 韓国ソウル市
レストラ
ン

韓国 飲料・食品加工品・水産加工品等
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

9:30～10:10 10:15～10:55 11:00～11:40 13:00～13:40 13:45～14:25 14:30～15;10 15:15～15:55 16:00～16:40

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

15　商田実業有

限公司

13　Kairon Asia

Commerce

12　株式会社

RE&S Japan
16　OTENTO H.K.

△ ○ △ ○ ○

青果 青果 青果 青果 青果

10　クラウン貿易

株式会社

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

5　大西賢（㈱
7　千代田物産株

式会社

13　Kairon Asia

Commerce

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

△ ○ ○ ○ × ×

食品加工品 食品加工品 食品加工品 飲料 食品加工品 食品加工品

8　味の珍味（香

港）有限公司

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

3　八治商店
13　Kairon Asia

Commerce

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

○ ○ ○ × × ○

青果 青果 青果 青果 青果 青果

12　株式会社

RE&S Japan

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

9　(株)大昌貿易

行

△ ○ △ ×

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

9　(株)大昌貿易

行
16　OTENTO H.K.

8　味の珍味（香

港）有限公司
3　八治商店

△ △ △ △ △

青果 青果 青果 青果 青果

9　(株)大昌貿易

行

8　味の珍味（香

港）有限公司

4　KING OF

COOK CO.,LTD.

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

7　千代田物産株

式会社

○ △ △ △ △

飲料 飲料 飲料 飲料 飲料

15　商田実業有

限公司

13　Kairon Asia

Commerce
5　大西賢（㈱

10　クラウン貿易

株式会社

9　(株)大昌貿易

行

△ △ △ △ ×

お酒 お酒 お酒 お酒 お酒

12　株式会社

RE&S Japan

7　千代田物産株

式会社

17　上海寅和商

贸发展有限公司

4　KING OF

COOK CO.,LTD.
3　八治商店

○ ○ × ○ ○

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

10　クラウン貿易

株式会社

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

17　上海寅和商

贸发展有限公司

お酒 お酒 お酒

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

9　(株)大昌貿易

行

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

16　OTENTO H.K.
13　Kairon Asia

Commerce

△ △ △ △ △

青果 青果 青果 青果 青果

出展No. 出展者名

1

梨一筋百年　さん

こうえん　（有限会

社　佐々木山光

園）

2
株式会社オーサ

ン

3
株式会社トラス

ト・ジャパン

4
有限会社パイプ

ライン

5
（有）アグリ元気

岡山

6 センナリ株式会社

7
三千鶴酒造株式

会社

8 株式会社八百杉

9
三光正宗株式会

社

10
藤井洋行株式会

社

○ 成約あり（見込み） △商談継続 ×見込みなし

平成２３年度輸出倍増リード事業 「輸出オリエンテーションの会」 Ⅰ 中国四国地区

(4)展示・商談会の状況
ア 商談スケジュール
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

9:30～10:10 10:15～10:55 11:00～11:40 13:00～13:40 13:45～14:25 14:30～15;10 15:15～15:55 16:00～16:40

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

7　千代田物産株

式会社

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

19　易意（上海）

貿易有限公司

12　株式会社

RE&S Japan

△ △ △ △ △ △

水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品

7　千代田物産株

式会社
16　OTENTO H.K.

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

6　エッチビイ貿

易株式会社

17　上海寅和商

贸发展有限公司

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

△ △ △ △ △ △

水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品

19　易意（上海）

貿易有限公司

12　株式会社

RE&S Japan

17　上海寅和商

贸发展有限公司

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

8　味の珍味（香

港）有限公司

× △ × × ×

水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品

4　KING OF

COOK CO.,LTD.

13　Kairon Asia

Commerce

15　商田実業有

限公司

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

6　エッチビイ貿

易株式会社

△ △ △ × △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

9　(株)大昌貿易

行

4　KING OF

COOK CO.,LTD.
16　OTENTO H.K.

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

△ △ △ △

お酒 お酒 お酒 お酒

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

3　八治商店
4　KING OF

COOK CO.,LTD.
16　OTENTO H.K.

7　千代田物産株

式会社

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

△ △ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

19　易意（上海）

貿易有限公司

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

6　エッチビイ貿

易株式会社

12　株式会社

RE&S Japan

10　クラウン貿易

株式会社

△ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

16　OTENTO H.K.
8　味の珍味（香

港）有限公司

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

3　八治商店
7　千代田物産株

式会社

× ○ ○ ○ ○

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

5　大西賢（㈱
15　商田実業有

限公司

4　KING OF

COOK CO.,LTD.

6　エッチビイ貿

易株式会社

× × △ △ ×

お酒 お酒 お酒 お酒 お酒

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

5　大西賢（㈱

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

3　八治商店

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

× × ○ × △ △

飲料 飲料 飲料 飲料 飲料 飲料

20
(株)堀　おかざき

農園

18
株式会社　くらし

き藹然

19
室町酒造株式会

社

16
株式会社みゆき

やフジモト

17
金光味噌株式会

社

14 有限会社　三弘

15
株式会社すくも酒

造

12
タカノブ食品株式

会社

13
愛媛県漁業協同

組合連合会

出展No. 出展者名

11 株式会社オカベ
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

9:30～10:10 10:15～10:55 11:00～11:40 13:00～13:40 13:45～14:25 14:30～15;10 15:15～15:55 16:00～16:40

5　大西賢（㈱

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

3　八治商店
15　商田実業有

限公司

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

△ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

6　エッチビイ貿

易株式会社

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

4　KING OF

COOK CO.,LTD.

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

19　易意（上海）

貿易有限公司

△ △ △ △ △ △

飲料 飲料 飲料 飲料 飲料 飲料

10　クラウン貿易

株式会社

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

16　OTENTO H.K. 5　大西賢（㈱

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

△ × × △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

11　インペリア

ル・クラウン貿易

株式会社

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

7　千代田物産株

式会社
5　大西賢（㈱

12　株式会社

RE&S Japan

× △ △ × △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

13　Kairon Asia

Commerce

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

8　味の珍味（香

港）有限公司

10　クラウン貿易

株式会社

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

△ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

3　八治商店
6　エッチビイ貿

易株式会社

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

19　易意（上海）

貿易有限公司

15　商田実業有

限公司

△ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

15　商田実業有

限公司

9　(株)大昌貿易

行

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

19　易意（上海）

貿易有限公司
5　大西賢（㈱

○ × × △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

17　上海寅和商

贸发展有限公司

10　クラウン貿易

株式会社

9　(株)大昌貿易

行

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

4　KING OF

COOK CO.,LTD.

△ × △ △ △

飲料 飲料 飲料 飲料 飲料

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

17　上海寅和商

贸发展有限公司

△ △ △ △ △

水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品 水産加工品

19　易意（上海）

貿易有限公司

6　エッチビイ貿

易株式会社

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

20　DAISHO

FOOD (M) SDN.

BHD.

15　商田実業有

限公司

△ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

29
ケーエス商会株

式会社

30
株式会社三幸産

業

28
農事組合法人

広岡農場

26
株式会社ケンシ

ヨー

27 有限会社醍醐桜

24 ウマイ株式会社

25
瀬戸農産物加工

企業組合

22
イトク食品株式会

社

23 株式会社　山豊

21
寺岡有機醸造株

式会社

出展No. 出展者名
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

9:30～10:10 10:15～10:55 11:00～11:40 13:00～13:40 13:45～14:25 14:30～15;10 15:15～15:55 16:00～16:40

21

SAMKYOUNG

PLAZA CORP

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

6　エッチビイ貿

易株式会社

19　易意（上海）

貿易有限公司

18　新大和（香

港）有限公司

（Shin Tai

Ho(H.K),Co.,Ltd）

1　(株)コスモト

レードアンドサー

ビス

△ △ △ △ △ ×

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

14　FAR

EASTERN

CITYSUPER LTD

17　上海寅和商

贸发展有限公司

8　味の珍味（香

港）有限公司

13　Kairon Asia

Commerce

△ △ △ ×

お酒 お酒 お酒 お酒

12　株式会社

RE&S Japan

17　上海寅和商

贸发展有限公司

8　味の珍味（香

港）有限公司

10　クラウン貿易

株式会社

2　株式会社エ

ム・アール・

ティー・ジャパン

△ △ △ △ △

食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品 食品加工品

出展No. 出展者名

33
西地食品有限会

社

31
有限会社AONケ

ミカル

32
ヨイキゲン株式会

社
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13%

70%

17%

成約見込み有 継続 見込み無

項目 件数

合計商談数 168

成約見込件数 22

継続交渉中
（成約見込件数＋交渉継続中）

134

※フリー商談除く

平成２３年度輸出倍増リード事業 「輸出オリエンテーションの会」 Ⅰ 中国四国地区

イ 商談会成果・実績

商談件数：168件 ※フリー商談は除く
成約見込み件数： ２２件（当日分）
成約見込み額： 3,100,000円（当日分）

商談件数 成約件数（件）※見込み含む 成約金額（円） ※見込み含む

商談会当日～
平成２４年
３月１５日

うち商談会
当日分

商談会当日～
平成２４年
３月１５日

うち商談会
当日分

商談会当日～
平成２４年
３月１５日

うち商談会
当日分

青果 21 8 7 100,000円

飲料 23 4 3 143,400円 100,000円

食品加工品 81 13 12 3,260,440円 3,000,000円

鮮魚 0

水産加工品 22 0 0

和牛 0

お米 0

お酒 21 1 0 74,000円

その他 0

計 168 26 22 3,577,840円 3,100,000円

【品目別商談データ】
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出展者展示テーブル 出展者展示テーブル

商談会会場 商談の様子

商談会会場 商談の様子
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（５）アンケート結果

→ 商談会全般について

→ アポイント型個別商談会について

→ このような商談会があれば今後出展したいですか？

割合

満足 11 36.7%

ほぼ満足 9 30.0%

普通 7 23.3%

それほど良くなかった 1 3.3%

良くなかった 0 0.0%

未回答 2 6.7%

計 30 100.0%

割合

満足 14 46.7%

ほぼ満足 10 33.3%

普通 3 10.0%

それほど良くなかった 0 0.0%

良くなかった 1 3.3%

未回答 2 6.7%

計 30 100.0%

割合

はい 28 93.3%

いいえ 0 0.0%

未回答 2 6.7%

計 30 100.0%

それほど

良くなかった

3.3%
満足

36.7%

未回答

6.7%

ほぼ満足

30.0%

良くなかった

0.0%

普通

23.3%

良くなかった

3.3%

未回答

6.7%

普通

10.0%

ほぼ満足

33.3%

満足

46.7%

それほど

良くなかった

0.0%

はい

93.3%

いいえ

0.0%

未回答

6.7%



・商談先全て継続交渉がかなっています。

・皆様積極的に購入を検討しておられ、こだわりの販路を持っておられたので。

・もう少しいろいろな面で融通を利かせて欲しい。（商品変更など）

・商談は継続交渉ばかりだが、前向きな商談が多いので、今後につながる。

・新しい販路の足がかりができそうである。

・休憩の間に電話も出来ないので、商談３５分・休憩１０分くらいにしてほしい。

・海外の情報を聞く事ができ、勉強になりました。

・興味を持って商談の場になるのとならないのでは、各社温度差がある。なので、

バイヤーさんが選んだ会社との商談時間の方が実りが多い気がします。

・きっちり運営されていた。

・積極的に取り扱いが出来そうな雰囲気が多かったので良かった。

・商談時間と次の間隔が、休憩が良い。

・いろいろな地域の会社が集まり、情報交換を行うことができたため。

・おおむね、商談内容がマッちしていたので満足したが、全くマッチしていない商談があった。

・スムーズに話が出来ました。

・３件しか商談出来なかった。他社と比べ、件数が少なすぎる。

・商品に関心のあるバイヤーとの商談会だったので、派生商品のアピールも出来たのが良かった。

・じっくりと話をさせて頂くことが出来た。

・空き時間が少ないし、よくマッチングして頂いていると思う。

・前向きに話を聞いてくれた。

・時間を多く取って頂いたので良かった。

・バイヤーリストが出た時に、もっと情報が欲しいです。

・商談の数より、１件でも中身の濃い商談が期待できる。

・事前に準備がしやすく、商談を進めやすい。

平成２３年度輸出倍増リード事業 「輸出オリエンテーションの会」 Ⅰ 中国四国地区

参加企業アンケート結果
1.商談会全般について

2.アポイント型個別商談会について
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（６）アドバイザー相談内容まとめ

○JETRO
Q.香川県産いちごを輸出したいが、どのバイヤーにPRすべきか
A.香港、台湾のバイヤーとの接点構築を推奨

Q.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの商流についての質問

○中小機構
Q.上海に現地人への技術供与を意図した工場を設立したいが、資金面の助成は可能か
A.商工中金等からのファイナンス（現地直接）の仕組みを紹介。

Q.もも、ぶどうをｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、香港あたりに輸出することを検討しているがどの様な支援が
できるか

A.中小機構の展示会出展サポートの内容と個別アドバイスの内容を紹介

○植物防疫所

Q.台湾向けに梨の輸出について
A.選果梱包施設の責任者が生産園地を取りまとめて園地と選果梱包施設申請について

所在地の都道府県に提出することになっているため、各県に要問合せ。

Q.中国向けにイチゴの種子、苗を輸出したい。
A.中国の輸入許可証が必要。現地検疫機関に要問合せ。

Q.香港、シンガポールへモモ、ブドウを輸出したい。
A.両国とも植物検疫証明書なしで輸出できる。詳細は輸出国の検疫機関へ要問合せ。


