
2017年3月31日

品目：【全】食品全般、【水】水産物・水産加工品、【酒】酒類、【茶】茶、【花】花き、【木材】林産物、【盆栽】盆栽

●：農林水産省補助事業、■：中小企業対策費補助金事業、◆：運営費交付金事業、▼：その他

海外見本市 海外商談会 国内商談会

４月

●【全】Food & Hotel Asia 2016（シンガポール、12-15日、実施
済み）
●【水】Seafood Expo Global 2016（ベルギー・ブリュッセル、26-
28日、実施済み）

５月

●【全】Thaifex 2016（タイ・バンコク、25-27日、実施済み） ●【全】フィリピン・マニラ（5月30日-6月3日、実施済み） ＜品目別セミナー＞
●【酒類】大阪（13日、実施済み）
●【花き】福岡（25日、実施済み）
●【木材】愛知（31日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●弘前（31日、実施済み）

■【酒】SAKEシンポ（神戸、15日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆和の調味料（醤油・味噌など）レクチャー・デモンストレーショ
ン（ブダペスト、23日、実施済み）

６月

●【全】Food Taipei 2016（台湾・台北、22-25日、実施済み）
●【全】Summer Fancy Food Show 2016（米国・ニューヨーク、
26-28日、実施済み）

■【酒】日本酒・酒類輸出商談会in大阪（27-28日、実施済み）
■【酒】日本酒・酒類輸出商談会in京都・広島（29日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●神戸（2日、実施済み）
●大阪（17日、実施済み）
●長崎（21日、実施済み）
●富山（30日、実施済み）

＜マーケティング基礎講座＞
●金沢（6月8-9日、実施済み）

＜海外マーケットセミナー＞
●【香港・台湾】宮城（13日、実施済み）
●【香港・台湾・上海】東京（14日、実施済み）
●【香港・台湾・上海】岡山（15日、実施済み）

●【マレーシア・シンガポール】福岡（22日、実施済み）
●【マレーシア・シンガポール】愛知（23日、実施済み）
●【マレーシア・シンガポール】東京（24日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【畜産物】帯広（22日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
●【ハラール】東京（24日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞
●札幌（20日、実施済み）
●茨城（23日、実施済み）
●高知（27日、実施済み）

＜水産商社マッチング＞
▼東京（23日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆福島県会津米の中東初出荷記念行事及び商談会（ドバイ、
実施済み）
◆プロ向けセミナー（トロント、3-4日、実施済み）

８月

●【全】Food Expo 2016（香港、11-15日、実施済み） ●【全】ベトナム・ハノイ、ホーチミン（29日-9月1日、実施済み） ●【全】アグリフードEXPO／シーフードショー（東京、18-19日、
実施済み）
●【全】大阪（22日、実施済み）
●【全】岡山（23日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●名古屋（5日、実施済み）
●山形（8日、実施済み）
●千葉（8日、実施済み）
●佐賀（25日、実施済み）

＜マーケティング基礎講座＞
●福岡（17-18日、実施済み）

＜海外マーケットセミナー＞
●【ロシア】東京（29日、実施済み）
●【ロシア】石川（30日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【水産】銚子（23日、実施済み）
■【加工食品】富山（24日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞
●名古屋（1日、実施済み）
●岐阜（2日、実施済み）
●横浜（5日、実施済み）
●福岡（8日、実施済み）
●広島（9日、実施済み）
●東京（19日、実施済み）
▼香川（25日、実施済み）
●岡山（26日、実施済み）
●長野（30日、実施済み）

＜水産商社マッチング＞
▼焼津（4日、実施済み）
▼八戸（30日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆第1回 全国若手シェフコンベンション（チェンナイ、実施済み）

日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部

セミナー

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆日本の調味料　マスタークラス（シドニー、21日、実施済み）
◆Florida Restaurant & Lodging Showにて広報ブース出展（アト
ランタ、27-29日）

＜海外プレス・バイヤー招へい事業＞
■【茶】京都（26-30日）

＜水産商社マッチング＞
▼岡山（13日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【水】愛媛（1日、実施済み）
●【水】根室（5日、実施済み）
■【水】宮古（29日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞
●鳥取（5日、実施済み）
●松江（6日、実施済み）
●新潟（8日、実施済み）
●青森（12日、実施済み）
●栃木（12日、実施済み）
●仙台（13日、実施済み）
●山形（14日、実施済み）
●宮崎（21日、実施済み）
●神戸（26日、実施済み）
▼千葉（28日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
◆【ハラール】福井（14日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
■【加工食品】鳥取（8日、実施済み）
●【酒類】東京（21日、実施済み）
■【木材】宮崎（29日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
●【GI】大阪（12日、実施済み）
◆【ハラール】青森（30日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞
●徳島（2日、実施済み）
●大分（5日、実施済み）
●鹿児島（6日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●函館（5日、実施済み）
●札幌（7日、実施済み）
●岡山（14日、実施済み）
●帯広（21日、実施済み）
●宮崎（27日、実施済み）
●大阪（29日、実施済み)

＜マーケティング基礎講座＞
●東京（21-22日、実施済み）
●札幌（27-28日、実施済み）

＜海外マーケットセミナー＞
●※【英国・ドイツ・フランス】東京（26日、実施済み）
●※【英国・ドイツ・フランス】愛知（28日、実施済み）
●※【英国・ドイツ・フランス】大阪（29日、実施済み）
※印は、LIVE配信も開催予定（実施済み）

●【全】Speciality and Fine Food Fair （SFFF） 2016（英国・ロンド
ン、4-6日、実施済み）
●【花】Flowers Expo 2016（ロシア・モスクワ、13-15日、実施済
み）
◆【全】Espacio Food＆Service 2016（サンティアゴ、27-29日、
実施済み）

●【全】マレーシア・クアラルンプール（7-8日、実施済み） ●【盆栽】埼玉（12-13日、実施済み）
●【盆栽】栃木（14-15日、実施済み）
●【盆栽】愛媛（16-17日、実施済み）
■【酒】東京（26-27日、実施済み）
■【酒】新潟、山形（29日、実施済み）
■【全】札幌（29-30日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●前橋（7日、実施済み）
●大分（21日、実施済み)
●鹿児島（27日、実施済み）

＜マーケティング基礎講座＞
●仙台（7日、14日、実施済み）

＜海外マーケットセミナー＞
●【タイ・ベトナム】北海道（20日、実施済み）
●【タイ・ベトナム】香川（21日、実施済み）
●【タイ・ベトナム】東京（23日、実施済み）

＜輸出企業等交流会＞
■商社マッチング（静岡、27日、実施済み）
■商社マッチング（福井、27日、実施済み）
■商社マッチング（東京、27日、実施済み）
■商社マッチング（愛知、28日、実施済み）

その他

７月

１０月

９月

平成２８（２０１６）年度農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナー等の計画

＜輸出企業等交流会＞
■商社マッチング（京都、19日、実施済み）
■商社マッチング（福島、25日、実施済み）

＜輸入解禁時など日本産農産品普及促進事業＞
◆日本産柿普及促進事業プロ向けセミナー（カナダ、25日、実
施済み）

●【全】SIAL 2016（フランス・パリ、16-20日、実施済み）
●【全】PIR 2016（ロシア・モスクワ、17-20日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【水産品】大阪（17日、実施済み）
◆【加工食品】千葉（18日、実施済み）
●【日本茶】東京（19日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
●【GI】仙台（12日、実施済み）
◆【ハラール】山梨（14日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞
▼盛岡（4日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー先進施設視察セミナー＞
●静岡（17日、実施済み）
●鳥取（31日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●秋田（17日、実施済み）
●仙台（20日、実施済み）
●盛岡（27日、実施済み）

＜マーケティング基礎講座＞
●大阪（19-20日、実施済み）

＜水産商社マッチング＞
▼北海道（18日、実施済み）
▼鹿児島（25日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆プロ向けセミナー（モントリオール、14日、実施済み）
◆日本茶・味噌等紹介セミナー（ミラノ、21日、実施済み）
◆プロ向けセミナー（サンクトぺテルブルク21日、実施済み）
◆日本酒セミナー（パリ、23-24日、実施済み）
◆日本酒セミナーおよびテイスティングセッション（香港、11-12
日、実施済み）

■【全】福岡（5-6日、実施済み）●【全】イタリア・ミラノ(20-21日、実施済み）



2017年3月31日

品目：【全】食品全般、【水】水産物・水産加工品、【酒】酒類、【茶】茶、【花】花き、【木材】林産物、【盆栽】盆栽

●：農林水産省補助事業、■：中小企業対策費補助金事業、◆：運営費交付金事業、▼：その他

海外見本市 海外商談会 国内商談会

日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部

セミナー その他

平成２８（２０１６）年度農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナー等の計画

１１月

●【水】China Fisheries & Seafood Expo 2016（中国・青島、2-4
日、実施済み）
●【全】FHC CHINA 2016（中国・上海、7-9日、実施済み）
●【酒】Hong Kong Internarional Wine & Spirits Fair 2016（香港、
10-12日、実施済み）

●【全】タイ・バンコク（23-24日、実施済み） ●【木材】岡山（1日、実施済み）
●【全】仙台（10日、実施済み）
■【全】宜野湾（21-22日、実施済み）
■【全】宮崎（24日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●大阪（17日、実施済み）

＜マーケティング基礎講座＞
●名古屋（28-29日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
◆【GI】秋田（8日、実施済み）
●【GI】東京（14日、実施済み）

＜海外マーケットセミナー＞
●【米国】福岡（15日、実施済み）
●【米国】北海道（17日、実施済み）
●【米国】東京（18日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【青果物】熊本（14日、実施済み）
●【加工食品】大阪（17日、実施済み）
●【コメ・コメ加工品】兵庫（25日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー入門編＞
●愛媛（30日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー：PCQI養成セミナー＞
●東京（19-21日、実施済み）

＜水産商社マッチング＞
▼大阪（16日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆ブカレスト（1日、実施済み）
◆日本酒についての講演、試飲および商談（ブリュッセル、7日、
実施済み）
◆MUSIAD EXPOにおける日本食広報ブース出展（イスタンブー
ル、9-12日、実施済み）
◆日本酒・焼酎海外プロ向けテイスティングセミナー（ハノイ、14
日、実施済み）
◆サウジアラビアにおける現地バイヤーへの日本食材試食商
談会（リヤド、14日、実施済み）
◆ワルシャワ（28日、実施済み）

＜輸出企業等交流会＞
■商社マッチング（千葉、22日、実施済み）
■商社マッチング（鳥取、24日、実施済み）
■商社マッチング（静岡、25日、実施済み）
■商社マッチング（熊本、28日、実施済み）

＜アメリカ西海岸・中西部 日本食市場開拓プログラム ＞
■市場視察ミッション（米国、7-12日、実施済み）
■市場ニーズ調査（ロサンゼルス、シカゴ、11月、実施済み）

１２月

●【木材】福岡（13日、実施済み） ＜商談スキルセミナー＞
●福井（14日、実施済み）
●栃木（20日、実施済み）

＜海外マーケットセミナー＞
●【ドバイ】兵庫（5日、実施済み）
●【ドバイ】宮城（7日、実施済み）
●【ドバイ】東京（9日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【水】福岡（8日、実施済み）
●【木材】東京（21日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
●【GI】熊本（1日、実施済み）
●【GI】名古屋（8日、実施済み）
●【GI】岡山（14日、実施済み）
●【ハラール】大阪（12日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆日本食材紹介料理デモ・商談会（シンガポール、2日）

＜輸出企業等交流会＞
■商社マッチング（富山、7日、実施済み）

１月

●【全】Winter Fancy Food Show 2017（米国・サンフランシスコ、
22-24日、実施済み）

●【花】東京（10日、実施済み） ＜商談スキルセミナー＞
●静岡（17日、実施済み）
●島根（17日、実施済み）
●鳥取（18日、実施済み）

＜マーケティング基礎講座＞
●岡山（30-31日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【花】東京（10日、実施済み）
●【水】東京（17日、実施済み）
●【加工食品】東京（27日、実施済み）
▼【水】愛媛（31日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー＞
●東京（23日、実施済み）
●大阪（25日、実施済み）
●PCQI養成セミナー・東京（16-18日、実施済み）
●個別相談会・東京（24日、実施済み）
●個別相談会・大阪（26-27日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
◆【ハラール】栃木（25日、実施済み）
◆【GI】宮崎（30日、実施済み）

＜輸出企業等交流会＞
■商社マッチング（長崎、30日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆プラハ（19-20日、実施済み）

＜アメリカ西海岸・中西部 日本食市場開拓プログラム ＞
■Berkeley Bowlでのテスト販売（米国、20-21日、実施済み）
■eコマースによるテスト販売（ロサンゼルス、1月-2月、実施済
み）

２月

●【木】Korea Build 2017（韓国・高陽、22-26日、実施済み）
●【全】Gulfood 2017（UAE・ドバイ、2月26日-3月2日、実施済
み）
●【水】Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show
2017（香港、2月28日-3月4日、実施済み）

■【全】ヘルシンキ（7-8日、実施済み）
●【全】香港（15-16日、実施済み）
■【水】ベトナム（19-21日、実施済み）
●【全】フランス・パリ（27日、実施済み）

●【全】幕張（17日、実施済み）
■【全】大阪（21-22日、実施済み）
■【全】北陸（24日、実施済み）
■【全】山陰（24日、実施済み）
■【水】静岡（24日、実施済み）

＜商談スキルセミナー＞
●埼玉（3日、実施済み）
●徳島（3日、実施済み）
●京都（6日、実施済み）
●和歌山（9日、実施済み）
●高松（28日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
■【加工食品】香川（7日、実施済み）
●【青果物】東京（17日、実施済み）
◆【水産物】シーフードショー大阪（22-23日、実施済み）
●【畜産物】東京(23日、実施済み）
●【コメ・コメ加工品】東京(28日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
●【GI】北海道（22日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー＞
●PCQI養成セミナー・東京（22-24日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆日本酒セミナー及び試飲会（米国・シアトル、21日、実施済
み）
◆日本酒セミナー及び試飲会（米国・ポートランド、23日、実施
済み）
◆ブタペスト（23日、実施済み）
◆シカゴ（24日、実施済み）
◆テルアビブ（2月、実施済み）
◆ワルシャワ（2月下旬、実施済み）

＜輸出企業等交流会＞
■【酒】商社マッチング（岐阜、1日、実施済み）
■商社マッチング（大阪、21日、実施済み）
■商社マッチング（山口、22日、実施済み）
■商社マッチング（熊本、23-24日、実施済み）
■商社マッチング（静岡、28日、実施済み）

＜水産商社マッチング＞
▼東京（7日、実施済み）

３月

●【全】Expo Antad 2017（メキシコ・グアダラハラ、7-9日、実施
済み）
●【水】Seafood Expo North　America 2017（米国・ボストン、19-
21日、実施済み）

●【全】米国・ロサンゼルス（10日、実施済み）
●【全】ドイツ・ハンブルグ（16-17日、実施済み）

●【全】FOODEX JAPAN（千葉、8-10日、実施済み）
●【全】札幌（14日、実施済み）
●【全】名古屋（14日、実施済み）
●【全】高松（14日、実施済み）

＜品目別セミナー＞
●【畜産物】岡山（9日、実施済み）

＜テーマ別セミナー＞
●【GI】金沢（8日、実施済み）
◆【ハラール】京都（10日、実施済み）
●【ハラール】仙台（14日、実施済み）

＜米国食品安全強化法セミナー＞
●個別相談会（米国・ニューヨーク、2日、実施済み）
●米国・シアトル（16日、実施済み）

＜輸出企業等交流会＞
◆商社マッチング（新潟、6-7日、実施済み）
■商社マッチング（千葉、9-10日、実施済み）
■商社マッチング（京都、21日、実施済み）

＜バイヤー発掘促進事業＞
◆和食特有の食材取り扱い調理技術デモ（ミラノ、5日、実施済
み）
◆日本酒セミナー（シカゴ、13日、実施済み）
◆お茶セミナー（イスタンブール、15-16日、実施済み）

＜アメリカ西海岸・中西部 日本食市場開拓プログラム ＞
■展示会出展（ロサンゼルス・シカゴ、10-13日、実施済み）


