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アンケート集計

┃【輸出オリエンテーションの会】関東地区
  『輸出促進セミナー』アンケート

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

開催日　2012 年 2 月 13 日

今回の 【輸出オリエンテーションの会】 『輸出促進セミナー』 で

最も役に立ったと思われるのはどのプログラムですか？
⇨

【コメント例】

　○　賞味期限等・具体的事例に則して話を聞けたこと

　○　パネルディスカッションで各国の輸入状況や食習慣・文化が変わってきていることがわかった

　○　輸出について色々と知ることができた

　○　輸出する心構えのポイントが聞けて大変役に立った

　○　いかにしてメーカーにバイヤー側の販売戦略を理解してもらうのかが

      重要という事を説明する必要がある事を聞けた

⇨
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開催概況

┃【展示・商談会】 開催概況
内　　容 10 ： 00 ～ 11 ： 00 試食会

参加企業 36 社が 8時より出展準備を行い、各社様々な商品を持ち込みディスプレイに

工夫をした。

10 時に国内外バイヤーが会場に入り、試食開始のアナウンスにより試食会を始めた。

各バイヤーは取り扱っていない物もあるので自由に廻ってもらう形式を取り、出展者も

積極的に誘導していた。

11 ： 00 ～ 16 ： 00 マッチング商談会

事前に出展者より輸出したい相手国名と商談したいバイヤー名をヒアリングしておき、

その情報に基づきマッチング表を作成し、マッチングスケジュールに従って商談を行った。

各社は自社商品を商談テーブルに持ち込み、商談を進めていた。

商談の制限時間を２５分とし、できる限り多くの商談回数となるよう組み合わせた。

また、バイヤーが現状取り扱っていない物であっても、出展者よりリクエストがあった

場合は組合せ参考となるような意見が聞けるようにした。

16 ： 00 ～ 17 ： 00 リクエスト商談会

試食会で興味のある出展者があった場合で、商談予定の無いところや、時間的に再度商

談機希望する相手がある場合には昼休みからリクエストを受け付け、リクエスト商談会

のマッチング調整を行った。

会場レイアウト

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

ホテルグランドパレス　2F　ダイヤモンド
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 参加出展者一覧

┃【展示・商談会】 参加出展者一覧
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参加バイヤー一覧

┃【展示・商談会】 参加バイヤー一覧

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

海外バイヤー

国内バイヤー
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アンケート集計

┃【輸出オリエンテーションの会】関東地区
  『展示商談会』アンケート

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

Ｑ１ ： バイヤーから指摘された問題点 ・ 改善点がありましたらご記入ください

開催日　2012 年 2 月 14 日

Ｑ２ ： 今後、 輸出への取り組みを行いますか？

⇨

⇨

Ｑ３ ： 今後、 この展示 ・ 商談会に参加したいと思いますか？

※改善点 
　○ 名古屋で開催を希望 
　○ 展示会の時間をもっと長くしてほしい 

⇨
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アンケート集計【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

┃平成 23 年度　農林水産物等輸出促進緊急対策事業　
   展示・商談会　アンケート　《バイヤー用》

■ 商談結果

●成立した産品名

●成立する可能性が高い産品名 （順不同）

　［その他］

回　収　数 25 件

成立した 
5.9% 

成立する可
能性が高い 

40.9% 

成立しな
かった 
29.1% 

無回答 
24.1% 

・COEDO ビールシリーズ  ・飲料  ・新潟米（試験販売） ・冷凍洋菓子（ミルクレープ、シュークリーム）

・インスタントみそ汁  ・もも、ももジュース、ぶどう  ・干しいも、焼きいも

・うどんつゆ　　　 　 ・蜜桃　　　　　　　　　 ・しょうがみそ　　　　 ・ポップコーン　　

・藻塩 　　　　　 　 ・もも、ぶどう　　 　　   ・ゆず系商品　　     　 ・ホワイトチョコ

・500ml 飲料    　  ・めんたいこ、たらこ　　  ・ティーバッグ        ・枝豆スナック

・生うどん   　   ・水　　　　　　　　　　 ・みそチャップ         ・しみコーン

・飴　　　　　　　　   ・米　　　　　　　　　　 ・漬物　　　　　　 　　・インスタントみそ汁

・ゆず味噌　　　　 　  ・みそ　　　　　　　　　 ・食べるポン酢　　　　 ・シュークリーム

・北海道ミルクレープ　・納豆　　　　　　　　　 ・新しょうゆ　　　 　  ・明太子ディップ

・ギフト商品　　　　　・わさび　　　　　　　　 ・しょうが糖　　　　　  ・バラ明太子

・ロール麺　　　　　   ・焼いも　　　　　　　　・パリっと浅漬け　　　  ・さつまいも

・お菓子　　　　　　　・生うずら卵　　　　　　・はちみつしょうが　　　・有機抹茶

・コラーゲン入りお茶　 ・野菜ジュース　　　　  ・オーガニックお茶　　　・だしの素

・ビール　　　　　　　 ・トマトジュース　　　   ・干し芋                ・フリーズドライみそ汁

・抹茶                 ・ツナ缶                  ・バナナチップス        ・ラーメン

・桜ごはんの素         ・ジャーキー             ・酒                    ・青果

⇨
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＜その他内訳＞   

　・輸出制限地区（新潟・福島、神奈川）

　・輸出不可商品のため要確認

　・他社取り扱いですでに市場に進出されている

　・業務用が多く取り扱い不可

・フリーズドライミソ　 ・贈答品（たらこ商品）　　・みそ汁　　　　　　　  　   ・朝のティーバッグ

・冷凍菓子　　　　　　 ・ジャーキー　　　　 　　 ・だしの素　　　　　　　　   ・ゆずみそ

・果実、野菜　　　　　 ・日本酒　　　　　　　　  ・つぶれ梅（梅干し）　　　　   ・うどんだし 

・米　　　　　　　　　 ・川越いも　　　　　　　　・みそチャップ　　　　　　   ・ホワイトチョコ

・リキュール　　　　　 ・小売用調味料（開発中）　 ・有機抹茶　　　　　　　　   ・アスパラガス

・ジュース　　　　　　 ・茶　　　　　　　　　　　・明太子ディップ　　　　　   ・枝豆スナック

・あめ　　　　　　　　 ・生うどん　　　　　　　　・グリーンティースウィート   ・こしひかり

・納豆　　　　　　　　 ・ラーメン　　　　　　　　・ひやむぎ　　　　　　　　   ・ポップコーン

・果物、野菜のｾｯﾄ販売　 ・粉茶 　　　　　　　　　  ・そば　　　　　　　　　　　 ・ベーキングパウダー

・しょうゆ　　　　　　 ・インスタントヌードル　　・バナナチップス　　　　　　 ・ゆずパウダー

・藻塩　　　　　　　　 ・うずら玉子　　　　　　　・米 (1kg)　　　　　　　　　  ・にんじんジュース

・業務用デザート　　   ・500ml 飲料       

●成立しなかった理由

■ 今後、 輸出商品として期待できる産品がありましたか

●期待できる産品名

18.8 

10.1 

4.3 

7.2 

8.7 

15.9 

40.6 

0 20 40 60 

価格が高い 

賞味期限が短い 

コンセプトが凡庸 

包装デザインに魅力が無い 

現在、取扱中の製品と重複
する 

有望な市場が無い 

その他 

％ 

ある 
46.4% 

ない 
13.4% 

無回答 
40.2% 

アンケート集計【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

⇨
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