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平成30年度
⾷⽂化発信による海外需要創出加速化委託事業のうち
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（⽇本⾷・⾷⽂化の功労者等の表彰）

開催概要
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全体概要

ホテルオークラ東京
2F「オーチャードルーム」

■会場

平成30年度⾷⽂化発信による海外需要創出加速化委託事業のうち
⽇本⾷・⾷⽂化普及の⼈材育成事業（⽇本⾷・⾷⽂化の功労者等の表彰）

農林⽔産物等輸出促進全国協議会総会
⽇本⾷海外普及功労者表彰

農林⽔産省⾷料産業局輸出促進課

平成30年12⽉19⽇（⽔）16:00〜17:30 ※開場︓15:00

招待制

148名
※農林⽔産物等輸出促進全国協議会の関係者、受賞者等

27社・40名

安倍 晋三 （内閣総理⼤⾂）
𠮷川 貴盛 （農林⽔産⼤⾂)
茂⽊ 友三郎 （農林⽔産物等輸出促進全国協議会会⻑)
⽯川 正樹 （経済産業省 貿易経済協⼒局⻑）
渡邊 厚夫 （農林⽔産省 輸出促進審議官）
新井 ゆたか （農林⽔産省 ⾷料産業局⻑）

⽩形 雅則 （株式会社⽩形傳四郎商店 代表取締役 等）
マイケル・チョン・ブイ・シン （レストランExcapadeオーナー 等）
平澤 稔、平澤 真美 （POPOROYA SRL 代表取締役 SHIRO SRL 代表取締役）
宮⻄ 豊 （レストランふる⾥オーナー）
村⼭ 晴政 （東京フード社 代表取締役 等）

熊倉 功夫 （MIHO MUSEUM 館⻑)
佐⽵ ⼒總 （株式会社美濃吉 代表取締役社⻑）
下渡 敏治 （前⽇本⼤学⽣物資源科学部 教授）
服部 幸應 （学校法⼈服部学園服部栄養専⾨学校 理事⻑・校⻑)
村松 真貴⼦ （アナウンサー エッセイスト）

①農林⽔産物等輸出促進全国協議会 茂⽊会⻑ 挨拶
②𠮷川農林⽔産⼤⾂ 挨拶
③⽇本⾷海外普及功労者表彰
④⽇本⾷海外普及功労者による講話
⑤安倍内閣総理⼤⾂ 挨拶
⑥記念撮影
⑦農林⽔産物・⾷品の輸出促進について説明

■事業名称

■催事名

■主催

■⽇程

■参加⽅法

■参加者数

■報道関係者

■登壇関係者

■受賞者

■選考委員

■次第
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区分 団体名/会社名/役職/肩書き ⽒名 顔写真

登壇者

内閣総理⼤⾂ 安倍 晋三
あべ しんぞう

農林⽔産⼤⾂ 𠮷川 貴盛
よしかわ たかもり

キッコーマン株式会社 取締役名誉会⻑
農林⽔産物等輸出促進全国協議会 会⻑

茂⽊ 友三郎
もぎ ゆうざぶろう

経済産業省 貿易経済協⼒局⻑ ⽯川 正樹
いしかわ まさき

農林⽔産省 ⼤⾂官房 輸出促進審議官 渡邊 厚夫
わたなべ あつお

農林⽔産省 ⾷料産業局⻑ 新井 ゆたか
あらい ゆたか

受賞者

株式会社⽩形傳四郎商店 代表取締役
Den's Tea, Inc. President

⽩形 雅則
しらかた まさのり

レストランExcapadeオーナー
Sno-Food Tradingオーナー マイケル・チョン・ブイ・シン

POPOROYA SRL 代表取締役
SHIRO SRL 代表取締役 ＊お⼆⼈ともに

平澤 稔
ひらざわ みのる
平澤 真美
ひらざわ まみ

レストランふる⾥オーナー 宮⻄ 豊
みやにし ゆたか

東京フード社 代表取締役・Japan Mart Director
Tokyo Liquor Director・Nippon Food Supplies CEO

村⼭ 晴政
むらやま はるまさ

選考委員

⽇本⼤学⽣物資源科学部 教授 下渡 敏治
しもわたり としはる

学校法⼈ 服部学園 服部栄養専⾨学校 理事⻑・校⻑ 服部 幸應
はっとり ゆきお

アナウンサー、エッセイスト 村松 真貴⼦
むらまつ まきこ

5

関係者リスト
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受賞者情報
⽒名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

⽩形 雅則
しらかた まさのり 49 アメリカ（カリフォルニア） 株式会社⽩形傳四郎商店 代表取締役

Den's Tea, Inc. President

業績の内容
○ ⽶国における⽇本茶普及活動
・⽶国⻄部を中⼼に、⽇本茶セミナーの開催等直接的な普及活動を⾏うと共に、Webサイトを使った広範囲への普及活動にも取り組む。
・広⼤な⽶国国内へ、新鮮かつ⾼品質な⽇本茶を供給する⼿段として、通信販売を 定着させ、⽇本茶への信頼性を確保。
・末端流通を整備しつつ⽇本茶の普及を図ることにより、現在の⽶国への⽇本茶輸出の増加に貢献。

⽒名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

マイケル・チョン・ブイ・シン 52 ブルネイ レストランExcapadeオーナー
Sno-Food Tradingオーナー

業績の内容

○ ブルネイにおける⽇本⾷普及
・2002年に⽇本⾷レストランを開業し、国内各地に店舗を拡⼤させ、⽇本⾷の⼈気を⾶躍的に⾼めた。
・現在では数少ない⽇本⾷材専⾨店を開業し、⼤使館主催の⽂化⾏事に出店したり、マグロの輸出を⼿がける⽇本企業とマグロフェアを実施するなど、
⽇本⾷普及活動の⼀助となっている。

・政府のハラル認証を取得し、国内⼈⼝の約7割を占めるイスラム教徒へ⽇本⾷を普及させている。

⽒名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

平澤 稔
ひらざわ みのる 72

イタリア（ミラノ） POPOROYA SRL 代表取締役
SHIRO SRL 代表取締役 ＊お⼆⼈ともに平澤 真美

ひらざわ まみ 40

業績の内容
○ ⻑年に渡り、イタリアミラノで寿司・和⾷ブームを牽引 〜⼭⼝県産品のイタリア向け輸出にも貢献〜
・1977年から⽇本⾷材販売店責任者として、本物の⽇本⾷の提供や⽇本⾷材の紹介及び宣伝を実施。
・イタリアの家庭でも和⾷が作れるように⽇本産⾷材を販売するなど⻑年にわたり、⽇本⾷の普及や定着に尽⼒。
・⾷をテーマに開催されたミラノ国際博覧会に出展した⼭⼝県の商品を発注したことで、ミラノへ向けた⼭⼝県産品の本格的な輸出が開始。

⽒名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

宮⻄ 豊
みやにし ゆたか 84 ロシア（サハリン） レストランふる⾥オーナー

業績の内容

○ サハリンにおける⽇本⾷の普及に対する貢献
・約20年にわたり⽇本⾷レストランを経営。
・サハリン州政府やユジノサハリンスク市が主催する料理イベントへの協⼒。
・現地⼤学等において、⽇本⾷のデモンストレーションや料理コースを数多く実施し、ロシア⼈に⽇本料理の指導を⾏い、⽇本⾷の普及及び発展に貢
献。

⽒名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

村⼭ 晴政
むらやま はるまさ 58 ニュージーランド 東京フード社 代表取締役・Japan Mart Director

Tokyo Liquor Director・Nippon Food Supplies CEO

業績の内容
○ NZ・豪州における⽇本⾷材の紹介、普及等への貢献
・約30年にわたり、⽇本⾷材等の輸⼊・卸売・⼩売りに携わる。
・2016年「海外⽇本⾷材サポーター認定制度」の認定団体に指定され、NZ当局との協議を経て、NZ発の⽇本産和⽜⾁販売、⼤⼿スーパーへの
⽇本酒販売を実現し、⽇本⾷材の紹介、普及に貢献。




