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2009年度「世界が認める輸出有望加工食品40選」

平成21年度 農林水産省 「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業における国内事業

2010年2月23日 提出

株式会社ジェイコム



開催名称

「 世 界 が 認 め る 輸 出 有 望 加 工 食 品 4 0 選 」

開催日時

平成21年5月29日(金) 17:00〜19:30

会 場

ウエスティンホテル東京

〒153-8580

東京都目黒区三田1‐4‐1

（恵比寿ガーデンプレイス内）

TEL：03-5423-7000  

FAX：03-5423-7600

主 催

農林水産省大臣官房国際部輸出促進室

会場周辺地図

農林水産物・食品の輸出にあたっては、長距離輸送等のため出荷から販売までに相当の期間を要

するものである。加工食品は生鮮・冷蔵品等より比較的賞味期限が長い分、輸送コストやロスが少

ない等の特徴があるため、今後海外への輸出が期待できると思われる。

このため、今回、４０点の加工食品をコンテスト方式で選定し、国内関係者の参考事例として紹介す

ることにより、農林水産物・食品の輸出促進を図る。

なお、４０選に選定された出品者に対しては、農林水産省が実施する輸出促進イベント等への参加

について積極的に案内し、同イベント等を通じて内外に紹介する。

開催趣旨

開催概要

①賞味期限が４ヶ月以上あること、②日本で最終加工された製品であること、③商品化されているこ

とを募集条件として、地方農政局・各都道府県、農林水産物･食品の輸出担当窓口等経由で広く募

集を行った結果、輸出に意欲的な者から数多くの商品が出品された。

選考は選考者の持ち票を１人20票とし、 試食及び商品説明資料を参考に、「加工食品」、「菓子」、

「清涼飲料水」及び「調味料」の４つのカテゴリー別に定めた票数を投票して選考いただくコンテスト

方式にて実施。
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▼実施概要 ① .



選考会会場

（会場フロアー)
会場配置図

会場設営図
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▼実施概要 ② .



時間 構成項目 内容

受付スタンバイ

16:30 受付開始

ドリンクサービススタート

選考会 スタート

閉会

農林水産省より挨拶 農林水産省 實重重実 総括審議官

16:15

17:00

選考方法説明

農林水産省より挨拶 農林水産省大臣官房国際部 福岡徹 参事官

選考会スタート 試食・投票へ17:15

19:00

19:15

16:40

19:30 閉場

12:30 試食品盛り込みスタート

会場設備等確認・ランスルー14:00

ドアオープン

記者会見19:15 ギャラクシー前 ホワイエにて

運営体制

進行概要

4
平成21年度事業 報告書 2009年度「世界が認める輸出有望加工食品40選」

▼実施概要 ③ .

農林水産省　輸出促進室

事業管理責任者

Ｊｃｏｍ　次長 宮井利之

全体管理責任者

Ｊｃｏｍ　ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ西田晴江

出品管理責任者 進行（会場）管理責任者 参加受付責任者

Ｊｃｏｍ　ミユル・ナバラタナ Ｊｃｏｍ　ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ井上直子 Ｊｃｏｍ　榎原葉子

一般選考者受付 報道関係受付 一般選考者受付

通訳



応募期間：2009年5月13日（水）～5月22日（金）※17:00締切

募集方法： 1）Jcomのホームページ（申込者登録書、出品応募用紙）

2）各都道府県、農林水産物･食品の輸出担当窓口 87件へのダイレクトメール

3）プレスリリース等にて公表

4）昨年度の農林水産省のJcom受託事業のうち、Try事業等に出品等で参画した者への

メール及びDM83件

●カテゴリー別
カテゴリー 商品数

加工食品 104
調味料 77
菓子 42
清涼飲料水 30

総計 253

●申込日別
申込日 商品数

5
10
13
24

20
38

143
総計（7日間） 253

2009/5/20
2009/5/21
2009/5/22

2009/5/14
2009/5/15
2009/5/18
2009/5/19

応募総数：

応募申込者81者、 90製造業者より合計

257品目の応募があった。

うち、賞味期限について、応募要件を満

たしていない応募が２者4品あり、それら

を除く79者（87 製造業者）、253品が選考

会のエントリー商品となった。

エントリーした商品のカテゴリー別及び申

込日別の商品数は下表の通り。

▼Jcomホームページ

出品品目募集
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▼開催準備 ① ／出品品目応募（1） .



加工食品 菓子 清涼飲料水 調味料 総計
試飲食・展示 44 26 25 56 151
資料のみ 60 16 5 21 102
総計 104 42 30 77 253

事業計画当初、選考会への出品数は100程度を予定していたが、予測を

大きく上回り、 28都道府県から2.5倍以上のエントリーがあった。

都道府県別の出品数は、右表の通り。

スペース的な問題から、全ての商品を会場にて紹介する事が困難なため、

参加方法を「試飲食・展示」と「資料紹介」の2タイプに分類した。

******* 分類基準 *******

「試飲食・展示」 ① 調理不要でも飲食ができる商品。

② 本来は調理が必要であるが、調味料など

味見をしていただく事が可能なもの

「資料紹介」 ① 調理しなくては、飲食できないもの。

② 試飲食・展示紹介にて、同一商品がエントリーされており、

パッケージや味のバリエーションが違うもの。

※ホテル設備・準備時間・出品数量の関係による。

※資料紹介は、日本語版・英語版の2種作成

▼カテゴリー別の、参加方法分類は下表の通りとなった。

▼ 日本語版 商品資料 （試飲食・展示を含む253品を掲載）

開催準備 （出品品目）

出品品目決定

都道府県 出品数
広島県 42
東京都 23
和歌山県 21
愛知県 20
三重県 19
栃木県 18
岐阜県 13
新潟県 11
鳥取県 11
静岡県 10
北海道 8
福島県 7
埼玉県 6
山口県 6
香川県 5
京都府 4
熊本県 4
佐賀県 4
大阪府 4
宮城県 3
富山県 2
愛媛県 2
群馬県 2
山形県 2
青森県 2
長野県 2
沖縄県 1
鹿児島県 1
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▼開催準備 ② ／出品品目（2） .



都道府県 商品名（ブランド名） 製造者名

広島県 アマノフーズ かに雑炊 天野実業株式会社

42アマノフーズ とうふのおみそ汁 天野実業株式会社

アマノフーズ 高級赤だし殻付しじみ入 天野実業株式会社

アマノフーズ 瀬戸内みそ あさり汁 天野実業株式会社

アマノフーズ 発芽玄米雑炊（化学調味料無添加） 天野実業株式会社

アマノフーズ 無添加 海苔スープ 天野実業株式会社

いりこみそ（ますやみそ） 株式会社ますやみそ

おいしいくろ酢 フジスコ株式会社

クレブソンマジック フジスコ株式会社

こだわり米こしひかり 有限会社 時川プロファーム

こだわり米ひのひかり 有限会社 時川プロファーム

ためして寒天 レモン風味， コーヒー寒天 宝積飲料株式会社

のむ ブルーベリー酢 センナリ株式会社

のむ しそ黒酢 センナリ株式会社

のむ 桃酢 センナリ株式会社

ポリフェノールのちから フジスコ株式会社

岡山中華そば 生２食 クラタ食品有限会社

海人の藻塩使用合わせみそ（ますやみそ） 株式会社ますやみそ

巾着入り抹茶クッキー 有限会社エムアンドアール

激辛 広島ぢゃけんお好みソース センナリ株式会社

見返り美人 有機白味噌 （ますやみそ） 株式会社ますやみそ

広島ぢゃけんお好みソース センナリ株式会社

広島つけ麺 乾麺２食 クラタ食品有限会社

広島つけ麺 生２食 クラタ食品有限会社

広島らーめん 乾麺２食 クラタ食品有限会社

広島らーめん 生２食 クラタ食品有限会社

国産果実酢ゼリーセット センナリ株式会社

佐伯醤油 宮島かきのしょうゆ 佐伯醤油有限会社

四季の蔵 合わせみそ（ますやみそ） 株式会社ますやみそ

煮豚ブロック クラタ食品有限会社

寿司酢 センナリ株式会社

瀬戸内塩そば 生２食 クラタ食品有限会社

鳥取砂丘産らっきょう漬 センナリ株式会社

尾道らーめん 乾麺２食 クラタ食品有限会社

尾道らーめん 生２食 クラタ食品有限会社

福山冷めん 生２食 クラタ食品有限会社

補酵素のちから フジスコ株式会社

芳醇無添加合わせみそ（ますやみそ） 株式会社ますやみそ

無添加赤みそ（ますやみそ） 株式会社ますやみそ

野菜ディップ 紀州梅肉風味（ますやみそ） 株式会社ますやみそ

有機 ぽん酢 センナリ株式会社

有機純米酢 「米の酢」 センナリ株式会社

東京都 KADOYA Pure Sesame Oil(かどや純正ごま油 輸出仕様商品) かどや製油株式会社

23KADOYA Pure Sesame Oil(かどや純正ごま油 輸出仕様商品) かどや製油株式会社

ガラスープ ユウキ食品株式会社

ガラスープ ユウキ食品株式会社

キューピーマヨネーズ キューピー株式会社

ゴールデンカレー エスビー食品株式会社

チーちく 株式会社 紀文食品

とろけるカレー２００Ｇ エスビー食品株式会社

ねりわさび（本わさび入り） エスビー食品株式会社

ヘルシーリセッタ600gPET 日清オイリオグループ株式会社

わさびソース（本わさび入り） エスビー食品株式会社

飴職人 お茶飴 宮川製菓株式会社

飴職人 にっき飴 宮川製菓株式会社

飴職人 はっか飴 宮川製菓株式会社

飴職人 やわらかきなこ飴 宮川製菓株式会社

魚河岸あげ 株式会社 紀文食品

七味唐からし エスビー食品株式会社

生風味スパゲッティソース たらこ エスビー食品株式会社

生風味スパゲッティソース 明太子 エスビー食品株式会社

粉わさび３０Ｇ エスビー食品株式会社

和（ＮＡＧＯＭＩ）シリーズ ゆず 三田飲料株式会社

和（ＮＡＧＯＭＩ）シリーズ 白桃 三田飲料株式会社

和（ＮＡＧＯＭＩ）シリーズ 抹茶 三田飲料株式会社
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▼開催準備 ③／出品リスト（1） .



都道府県 商品名（ブランド名） 製造者名

和歌山県 あんぽ柿３P１４５ｇ 紀北川上農業協同組合

21オカンの梅干ミニ ３粒入 南紀梅干株式会社

きよみ 手しぼり 伊藤農園

チョーヤ 梅の実 紀南農業協同組合

なんこううめジャム 紀南農業協同組合

はちみつ入うす塩味 紀州南高梅 紀南農業協同組合

はっさく 手しぼり 伊藤農園

みかん 手しぼり 伊藤農園

果実な南高梅 紀南農業協同組合

感謝の梅 16粒入 南紀梅干株式会社

感謝の梅 8粒入 南紀梅干株式会社

紀の国有田みかん 黄金ジャム （早和果樹園） 株式会社 早和果樹園

紀州の梅干し10個袋巾着 南紀梅干株式会社

竹清水 高野 有限会社美宝

福こい柿（60g×6個）竹ｶｺﾞ入り 紀北川上農業協同組合

味ぴったり 250g 南紀梅干株式会社

味ぴったり 南紀梅干株式会社

味まろしぼり（早和果樹園） 株式会社 早和果樹園

味一しぼり （早和果樹園） 株式会社 早和果樹園

味一しぼり （早和果樹園） 株式会社 早和果樹園

味一ジュレ（早和果樹園） 株式会社 早和果樹園
愛知県 あゆ甘露煮（TERIYAKI FISH） 株式会社 平松食品

20いわし甘露煮（TERIYAKI FISH） 株式会社 平松食品

さんま蒲焼（TERIYAKI FISH） 株式会社 平松食品

にしんうま煮（TERIYAKI FISH） 株式会社 平松食品

あいや 株式会社あいや

おむすび山®赤飯風味 株式会社ミツカン

ビネグイット®まろやかりんご酢ドリンク(5倍濃縮タイプ) 株式会社ミツカン

金のごまだれTM 焙煎荒挽き仕上げ 株式会社ミツカン

純玄米黒酢 株式会社ミツカン

味ぽん® 株式会社ミツカン

きざみわさび金印 株式会社金印わさび名古屋

花わさび（金印） 株式会社金印わさび名古屋

生おろしわさび（金印） 株式会社金印わさび名古屋

生おろしわさび（金印） 株式会社金印わさび名古屋

盛田 さしみタマリ 1.8Ｌ手付ＰＥＴ 盛田株式会社

盛田 醸造みりんタイプ 1Ｌ 盛田株式会社

盛田 有機みりんタイプ 500ｍＬ 盛田株式会社

盛田 有機純米料理酒 500ｍＬ 盛田株式会社

盛田 料理酒 1ＬＰＥＴ 盛田株式会社

まごころの匠しらす干し 中部乳業株式会社

三重県 LOHASOYパウダー（全脂脱臭大豆粉） ミナミ産業株式会社

19香味塩（ゆず、抹茶、わさび） 50ｇ ミナミ産業株式会社

萬来豆乳（ロングライフ） ミナミ産業株式会社

BOXあずきバー 井村屋製菓株式会社

ゆであずき特４号缶 井村屋製菓株式会社

ゆであずき特６号缶 井村屋製菓株式会社

餡屋和蔵 伊勢醤油餅 井村屋製菓株式会社

餡屋和蔵 北海道十勝小豆大福 井村屋製菓株式会社

もち麦せんべい 株式会社 山盛堂本舗

五穀せんべい 株式会社 山盛堂本舗

イカ棒 若松屋

チーズ棒 若松屋

ととかま 若松屋

ととかまミニ 若松屋

鮫のたれととかま 若松屋

鯛蒲鉾 若松屋

ほたて冷燻 大松屋

志摩さば冷燻 大松屋

真鯛冷燻 大松屋
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▼開催準備 ④／出品リスト（2） .



都道府県 商品名（ブランド名） 製造者名
栃木県 大満月 (有)あづま屋

18お百姓さんありがとう米粉クッキー １００g Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
もちもちロール（いちご） Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
もちもちロール（キャラメル） Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
もちもちロール（ショコラ） Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
もちもちロール（チーズ） Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
もちもちロール（ばなな） Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
もちもちロール（よもぎ） Blanc Neige TANIHACHI (ブランネージュタニハチ)
ごま味噌（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
とちおとめプレざーブ 株式会社 東京フード
にんにく味噌（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
ねぎもろみ味噌（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
ゆず辛 株式会社 東京フード
ゆず味噌（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
金山寺みそ（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
辛みそ（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
練り梅（東京調味味噌） 株式会社 東京フード
アキモトのパンの缶詰、カンカンブレッド、スペースブレッド® 株式会社パン・アキモト

岐阜県 高賀の森水 奥長良川名水株式会社
13恵那川上屋謹製 くりかのこ 株式会社 恵那川上屋

恵那川上屋謹製 栗きんとん１０個入り 株式会社 恵那川上屋
まんま大豆 ＫＡＢＡＹＡＫＩ(ソース別) 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 ＭＩＮＣＨＩ 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 岐阜シャングリラ・パスタ 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 黒豆～麺パスタ 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 黒豆～麺岐阜シャングリラ・パスタ 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 豆～麺パスタ 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 肉だんご 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 フィレ 株式会社エヌ・ディ・シー
まんま大豆 とししゃも4色煮 株式会社エヌ・ディ・シー
大豆肉蒲焼のたれ 株式会社エヌ・ディ・シー

鳥取県 １０個もみじまんじゅう 丸京製菓株式会社
11１０個進物栗入りどらやき 丸京製菓株式会社

１０個人形焼 丸京製菓株式会社
１０個和菓子の詰めあわせ 丸京製菓株式会社
１８個味の銘作 丸京製菓株式会社
２０個進物味の銘作 丸京製菓株式会社
５個ふんわり焼 丸京製菓株式会社
５個栗入りどらやき 丸京製菓株式会社
６個つぶあんどらやき 丸京製菓株式会社
８個進物ふたつのおいしさギフト 丸京製菓株式会社
鳥取二十世紀梨酢（瓶入り） （有）エー・オー・エヌ・ケミカル（AONケミカル）

新潟県 カレーかきもち さくら製菓株式会社
11ふんわり名人 きなこ餅 越後製菓株式会社

うさぎ しゃぶしゃぶもち 小袋パック 株式会社 きむら食品
うさぎ 一切れパック 丸もち 330ｇ 株式会社 きむら食品
うさぎ 切り餅 一切れパック 350ｇ 株式会社 きむら食品
焼いて食べる あんこ餅 黒ごまあん 株式会社 きむら食品
焼いて食べる あんこ餅 小倉あん 株式会社 きむら食品
24枚 星たべよ 株式会社 栗山米菓ファクトリー
88ｇ 瀬戸の汐揚 株式会社 栗山米菓ファクトリー
260ｇスーパーフレッシュ柿の種 亀田製菓株式会社
ふっくらおかゆ 亀田製菓株式会社

静岡県 わさびドレッシング カメヤ食品株式会社
10伊豆おろし本わさび カメヤ食品株式会社

伊豆わさびマヨネーズ カメヤ食品株式会社
国際銘茶品評会 金賞受賞記念 玉露 翡翠 株式会社 本目浅吉商店
清山茶師 株式会社 本目浅吉商店
富士の山 株式会社 本目浅吉商店
ＳＥＮ 有機 ㈱高森商店
手摘み一番茶「静岡の誉」 佐々木製茶（株）
掛川産一番摘み深蒸し煎茶 最上級 100ｇ袋 有限会社大蔵園
掛川産一番摘み深蒸し煎茶 特選級 100ｇ袋 有限会社大蔵園

北海道 こがしきな粉黒豆 ヤマトウ商事株式会社
8ホクレン レトルトピーターコーン Ｌ ホクレン農業協同組合連合会
ホクレン 片栗粉 ２５０ｇ ホクレン農業協同組合連合会
ホクレン 冷凍かぼちゃ ホクレン農業協同組合連合会
魚醤 ガルム 有限会社久野漁業
生おろしわさび お造り用（金印） 株式会社金印わさびオホーツク
生おろしわさび（金印） 株式会社金印わさびオホーツク
生おろしわさび（金印） 株式会社金印わさびオホーツク
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▼開催準備 ⑤／出品リスト（3） .



都道府県 商品名（ブランド名） 製造者名

福島県 古式天然醸造醤油 五年仕込み「幻のむらさき」 年間1000本限定 （有）ヤマブン味噌醤油醸造元

7古式天然醸造醤油 四年仕込み「文治衛門醤油」 （有）ヤマブン味噌醤油醸造元

島田うどん 円谷製麺株式会社

島田そうめん 円谷製麺株式会社

島田そば 円谷製麺株式会社

島田ひやむぎ 円谷製麺株式会社

天然炭酸水 aWa心水 株式会社 ハーベス 会津工場

山口県 シマヤ うどんスープ64g 株式会社 シマヤ

6シマヤ だしの素顆粒1kg輸出A 株式会社 シマヤ

シマヤ 純鰹だし顆粒8g×7本 株式会社 シマヤ

シマヤ 中華料理の素顆粒50gピロー 株式会社 シマヤ

シマヤ 味付ぽん酢300ml 株式会社 シマヤ

シマヤ 無添加コンソメ顆粒40g 株式会社 シマヤ

埼玉県 お野菜ソース（さつま芋カレー風味） 有限会社ピー・アンド・エー食産研究所

6お野菜ソース（トマト辛みそ風味） 有限会社ピー・アンド・エー食産研究所

お野菜ソース（ほうれん草しょうが風味） 有限会社ピー・アンド・エー食産研究所

お野菜ソース（玉ねぎゆず風味） 有限会社ピー・アンド・エー食産研究所

醤油だれ 株式会社松本醤油商店

秘伝のみそだれ 株式会社ひびき

香川県 マルキン Ｍこいくちしょうゆ マルキン忠勇株式会社

5マルキン おいしい減塩しょうゆ マルキン忠勇株式会社

マルキン しぼりたて生ぽんず マルキン忠勇株式会社

マルキン 特選丸大豆醤油 マルキン忠勇株式会社

マルキン忠勇 琉球もろみ酢 マルキン忠勇株式会社

京都府 吟醸赤味噌 （御幸町 関東屋） 合名会社 関東屋商店 屋号 御幸町 関東屋

4吟醸白粒味噌 （御幸町 関東屋） 合名会社 関東屋商店 屋号 御幸町 関東屋

特別吟醸白味噌 （御幸町 関東屋） 合名会社 関東屋商店 屋号 御幸町 関東屋

二段仕込田舎味噌 （御幸町 関東屋） 合名会社 関東屋商店 屋号 御幸町 関東屋

熊本県 デコポンプリンＤＸ あしきた農業協同組合

4ヤマア はちみつ酢 松合食品株式会社

熊本彩果 あしきた農業協同組合

芳田園 Japanese Green Tea The Premium 株式会社芳田園

佐賀県 こどもびいる（贈答用） 株式会社 友桝飲料

4スワンサイダー（復刻版） 株式会社 友桝飲料

ネオ プレミアムジンジャーエール 株式会社 友桝飲料

黒糖ひやしあめ 株式会社 友桝飲料

大阪府 キムチぽんず 大醤株式会社

4焼極10枚 ニコニコのり株式会社

瓶ラムネ ハタ鉱泉株式会社

味極8袋 ニコニコのり株式会社

宮城県 あぶりさんま 株式会社 阿部長商店

3五重椿 株式会社精華堂霰総本舗 古川山荘

大年輪（醤油） 株式会社精華堂霰総本舗 古川山荘

青森県 ひいふうみそ汁プレミアム かねさ株式会社

2鯖の冷燻 ㈱ディメール

長野県 旭松こうや豆腐 5個ポリ 旭松食品株式会社

2円熟こうじのおみそ汁10食 ひかり味噌株式会社

富山県 しろえび紀行 (富山柿山) 日の出屋製菓産業株式会社

2北アルプスの天然水仕立て ふんわりごはん 株式会社 ウーケ

愛媛県 そのまんまちりめん 株式会社 セトクィーン

2メイプルマロン 株式会社 セトクィーン

山形県 しょうゆ味おろし本わさび (葵の香) 大富農産有限会社

2しょうゆ味おろし本わさび (葵の香) 大富農産有限会社

群馬県 水沢うどん 株式会社 大澤屋

2水沢うどん 株式会社 大澤屋

沖縄県 粟國の塩１６０ｇ ㈱沖縄海塩研究所

鹿児島県 天塩麦みそ 有限会社 はつゆき屋
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▼開催準備 ⑥／出品リスト（4） .



応募期間：2009年5月18日（月）～5月28日（木）※17:00締切

募集方法： 1） 在京大使館・関係機関他へダイレクトメール（189通）

（農水省より提示のあった16名の関係先含む）

2） その他、関係者から紹介があった者へ電話等にて依頼

3） 1）および2）の者に対し、電話･FAX･訪問等により再依頼。

【追加募集】

来場申込者200名を目標としていたが、申込状況が芳しくなく、また、

特に外国人来場者が十分ではない事から、追加の募集を実施。

2009/5/25 在京大使館（50）、関係者などを中心に電話案内。

2009/5/26 在京大使館、駐日商工会議所、関係者 （16）などを中心に電話案内。

2009/5/27 在京大使館、駐日商工会議所、関係者などを中心に電話案内。

2009/5/28 駐日商工会議所、関係者などを中心に電話案内。

●ダイレクトメール先

ホテル 15
マスコミ関連 3
海外展開外食事業者 13
外国政府機関 --
関係者紹介 9
航空会社（関連会社） 56
在京大使館 50
小売業団体 7
食品コンサルタント 7
政府関係機関 8
中央省庁 3
駐日商工会議所 --
農業団体 --
貿易商社 18
旅行会社 --
総計 189

区分 計

●申込日別
申込日 申込数 申込者累計 内、外国人数 内、マスコミ数

2009/5/20 7 7 ( 5)
2009/5/21 13 20 ( 4)
2009/5/22 34 54 ( 3)
2009/5/23 1 55
2009/5/24 1 56
2009/5/25 39 95 ( 22) ( 2)
2009/5/26 23 118 ( 35) ( 3)
2009/5/27 19 137 ( 42) ( 6)
2009/5/28 34 171 ( 65) ( 6)

　　　※5/29、当日参加申し込みにより、5名追加、当日欠席5名。

最終来場者は、邦人106名、外国人65名、

計171名。

（外国人来場者比率 38％）

ステファン・ノーレン在日スウェーデン大使閣下や、ニコラス ペタス氏、近茶流嗣家 柳原 尚之氏

などの著名な方もご参加いただいた。

貿易商社・農業団体等、関係邦人については、1社1名のみ投票権を有する事とした。

その他マスコミ・カメラマンなど、投票困難な者を除き、有投票権者は144名となった。

（外国人有投票権者数 43.7％）

来場者募集

来場者応募結果
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▼開催準備 ⑦／来場者募集 .

●来場者内訳

（内、外国人） （内、外国人）

ホテル 4  1  5 5 ( 1) 100%

マスコミ（マスコミ）関連 33  4  37 32 ( 2) 5 ( 2) 86%

海外展開外食事業者 2  2 1 1 50%

外国政府機関 1  6  7 7 ( 6) 100%

関係者紹介 11  26  37 33 ( 26) 4 89%

航空会社（関連会社） 3  1  4 4 ( 1) 100%

在京大使館 9  19  28 28 ( 19) 100%

小売業団体 1  1 1 100%

食品コンサルタント 3  4  7 5 ( 4) 2 71%

政府関係機関 9  9 7 2 78%

中央省庁 4  4 4 100%

駐日商工会議所  3  3 3 ( 3) 100%

農業団体 5  5 2 3 40%

貿易商社 20  1  21 11 ( 1) 10 52%

旅行会社 1  1 1 100%

総計 106  65  171 144 ( 63) 21 2 84%

投票者比率
（対来場者）

区分 来場者計
無投票権者

邦人数 外国人
有投票権者



応募期間：2009年5月18日（月）～5月28日（木）※17:00締切

募集方法：1）PR会社より右表の386の報道関係機関へダイレクトメール

●報道関係者招聘先分布
ジャンル 集計

女性月刊誌 66
地方紙 51
外国通信・媒体 45
テレビ報道・情報 37
中央紙 29
一般雑誌 28
中高年誌 18
フリーペーパー 16
ラジオ報道・情報 15
週刊誌 15
タウン情報誌 10
業界新聞 10
健康情報誌 9
通信社 9
スポーツ紙 7
ブロック紙 7
旅行情報誌 6
英字紙 5
夕刊紙 3

総計 386

・5月28日17：00時点での、申込数合計は25報道関係機関29名。

・ 24報道関係機関 28名

会社名 媒体名／番組名 部署／役職 投票
レポーター 投票権あり
カメラマン（ムーブ担当）

一般紙 朝日新聞社 朝日新聞 編集局　生活グループ 投票権あり
地方紙 東奥日報社 東奥日報 編集部 投票権あり

駐日特派員 投票権あり
主任（スチール担当）
支局長 投票権あり
カメラマン（スチール担当）

海外通信 新華通信社　東京支局 新華社通信 特派員 投票権あり
海外通信 朝鮮新報社 朝鮮新報 政治部　記者 投票権あり
業界紙 水産経済新聞社　 日刊水産経済新聞 編集局　記者 投票権あり
業界紙 日本農業新聞 日本農業新聞 農政経済部　記者 投票権あり
業界紙 日本食糧新聞社 日本食糧新聞 編集本部　次長 投票権あり
業界紙 農経新報社 農経しんぽう 編集ｸﾞﾙｰﾌﾟ　編集長 投票権あり
業界紙 農協協会 農業協同組合新聞 編集部　記者 投票権あり
業界紙 水産タイムズ社 水産タイムス 編集部　記者 投票権あり
業界紙 鶏鳴新聞社 鶏鳴新聞 編集部 投票権あり
業界紙 食品産業新聞社 食品産業新聞 記者 投票権あり
業界紙 食品新聞社　東京本社 食品新聞 記者 投票権あり
業界紙 みなと新聞社 日刊みなと新聞 次長 投票権あり
業界紙 全国農業共済協会 農業共済新聞 記者 投票権あり
業界紙 食品化学新聞社 食品化学新聞 編集長 投票権あり
業界紙 菓子食品新報社 菓子食品新報 編集部 投票権あり
業界紙 農林漁業金融公庫 メディアコンサルタント 投票権あり
月刊誌 集英社 マリソル 副編集長 投票権あり
月刊誌 小学館 和楽 和楽 投票権あり
月刊誌 アシェット婦人画報社 婦人画報 副編集長 投票権あり
月刊誌 アシェット婦人画報社 婦人画報 フリーライター 投票権あり

人民日報　東京支局

テレビ

海外通信

海外通信

Sky Perfec tv !  JORNAL IPCアイピーシーワールド

中央日報 中央日報（韓国）

人民日報　

【招聘案内について】

募集活動は、再委託先であるウィンダムの保有リストより、右表の招聘先に

リリースを実施。当初募集目標の80名に対し、申込の進捗が芳しくなく、

追加の募集を実施。（農水省提示された記者クラブ他（36件）を含む）

5月18日 郵便発送･･･都内23区／366名、区外／3名

ＦＡＸ ･･･テレビ媒体／37社

投げ込み ･･･農政記者クラブ／40社

5月19日 投げ込み ･･･外国人特派員記者協会／40社

5月20日 電話による募集案内(約25件)  

5月21日 電話による募集案内(約15件)

5月22日 電話による募集案内(約15件)

5月23･24日 電話による募集作業(約10件)

5月25日 再ＦＡＸおよび電話（中央紙／13社、通信社／6社、ブロック紙／4社）

5月26日 再ＦＡＸおよび電話（テレビ媒体／37社、 地方紙／20社）

再ＦＡＸおよび電話（外国人特派員記者協会／28社）

5月27日 再ＦＡＸおよび電話（地方紙／31社、業界紙／20社）

再ＦＡＸおよび電話（外国人特派員記者協会／17社）

5月28日 再投げ込みおよび訪問（外国人特派員記者協会／80社）

再ＦＡＸおよび電話（テレビ媒体／37社） ）

報道関係者募集

報道関係者申込状況

報道関係者の当日出席状況
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▼開催準備⑧／報道関係者募集 .

●申込日別
報道関係機関数 人数

申込数 累計 申込数 累計

2009/5/20 4 4 5 5

2009/5/21 4 8 4 9

2009/5/22 3 11 3 12

2009/5/25 2 13 2 14

2009/5/26 3 16 3 17

2009/5/27 6 22 6 23

2009/5/28 3 25 6 29

申込日



会場は、ウエスティンホテルB2F、ギャラクシールーム

にて、 ロの字型の展示テーブルを2ヶ所設置し、 151品

を展示。

農林水産省総括審議官及び参事官並びに来賓の御挨

拶用にセンターにステージを設置。

農林水産省DVDの放映用に、センタースクリーンを設

置。

看板は、センター天吊りで、ロゴ入りを使用 （以下）

受付は、会場入り口両脇に、一般来場者用と、報道

関係機関用の受付を2か所設置。

一般受付では、外国人対応用として2名の通訳者を

配置。16：00過ぎより受付開始。

会場入り口にて、ウェルカム

ドリンクサービスを実施。

司会より開会の挨拶後、農林水産省 實重重実総括

審議官の御挨拶。

冒頭挨拶～基本方針～ 「40選」の内容紹介～結びの

言葉、約3分程度。（逐次通訳挿入）

選考会場全体

受付

総括審議官 御挨拶（開会）
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▼選考会当日 ① .



試食品は、各150食分を準備。

試食選考会は、来場者が自由に会場を巡回し、

試食などをしながら評価を行った。

一人あたりの投票数は、加工食品 １０票、 菓

子 ２票、清涼飲料水 ２票、調味料 ６票の計

20票。

報道関係者が、来場者へ積極的にインタビュー取材を行った。

正面スクリーンでは、農林水産省ＤＶＤが放映され、

司会者（および通訳）によるインタビューが行われた。

試食・選考風景

報道インタビュー風景

会場内インタービュー風景
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▼選考会当日 ② .



閉会に際して、農林水産省大臣官房国際部の福岡 徹参事官より御挨拶。

●報道会見参加（計10媒体）
中央日報 朝鮮新報社
水産経済新聞社 日本農業新聞
日本食糧新聞社 農協協会
水産タイムズ社 鶏鳴新聞社
全国農業共済協会 食品化学新聞社

左側より 福岡 徹 参事官
野木 宏祐 国際専門官
新名 清志 課長補佐

18：30より、会場前のホワイエを会場として、報道

会見を実施。趣旨説明および質疑応答。

19：10からは個別の取材を受付。

参事官 御挨拶（閉会）

報道会見

報道資料（当日配布）
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▼選考会当日 ③ .
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平成21年度事業 報告書 2009年度「世界が認める輸出有望加工食品40選」

▼入選リスト ① .

■ 加工食品(20点)
NO
．

カテゴ
リー

商品名（ブランド名）
製造者名

所在地 電話番号
販売者名（製造者と異なる場合）

1 加工食品 あぶりさんま 株式会社 阿部長商店 宮城県気仙沼市内の脇2-133-3 0226-22-1661

2 加工食品 ゆであずき特６号缶 井村屋製菓株式会社 三重県津市高茶屋7-1-1 059-234-2131

3 加工食品
北アルプスの天然水仕立て
ふんわりごはん

株式会社 ウーケ 富山県下新川郡入善町下飯野232番地の5 0765-76-0023

株式会社 神明 神戸市中央区栄町通6丁目1番21号 078-371-2207

4 加工食品 とろけるカレー(２００g) エスビー食品株式会社 東京都中央区日本橋兜町１８-６ *

5 加工食品 まんま大豆 肉だんご 株式会社エヌ・ディ・シー 岐阜県各務原市鵜沼伊木山1491-13 0583-84-4009

6 加工食品 真鯛冷燻 大松屋 三重県志摩市志摩町和具2568-3 0599-85-7900

7 加工食品 チョーヤ 梅の実 紀南農業協同組合 和歌山県田辺市朝日ヶ丘24番17号 0739-23-3450

8 加工食品 チーちく 株式会社 紀文食品 東京都中央区銀座5-15-1 03-6891-2991

9 加工食品 あんぽ柿(３P１４５ｇ) 紀北川上農業協同組合 和歌山県橋本市高野口町名古曽922-2 0736-42-3000

10 加工食品 煮豚ブロック クラタ食品有限会社 広島県福山市東手城町1-32-49 084-945-6200

11 加工食品 そのまんまちりめん 株式会社 セトクィーン 愛媛県伊予市市場150番地 089-982-7116

12 加工食品
紀の国有田みかん
黄金ジャム （早和果樹園）

株式会社 早和果樹園 和歌山県有田市宮原町東349-2 0737-88-7279

13 加工食品 鯖の冷燻 ㈱ディメール 青森県八戸市沼館1-10-46 0178-45-4900

14 加工食品 味ぴったり (250g) 南紀梅干株式会社 和歌山県日高郡みなべ町晩稲1225-5 0739-74-2055

15 加工食品 味極8袋 ニコニコのり株式会社 大阪市浪速区敷津東3-3-23 06-6647-1147

16 加工食品 ヘルシーリセッタ(600gPET) 日清オイリオグループ株式会社 東京都中央区新川1-23-1 03-3206-5763

17 加工食品

アキモトのパンの缶詰、
カンカンブレッド、スペースブレッド
®

株式会社パン・アキモト 栃木県那須塩原市東小屋295-4 0287-65-3351

18 加工食品 にしんうま煮（TERIYAKI FISH） 株式会社 平松食品 愛知県豊橋市梅薮町折地2番地の１ 0533-77-2468

19 加工食品 ホクレン レトルトピーターコーン ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区北4条西1丁目 011-232-6105

■ 菓 子 (５点)
NO
．

カテゴ
リー

商品名（ブランド名）
製造者名

所在地 電話番号
販売者名（製造者と異なる場合）

1 菓子 ふんわり名人 きなこ餅 越後製菓株式会社 新潟県長岡市呉服町1-4-5 0258-32-2358

2 菓子 巾着入り抹茶クッキー
有限会社エムアンドアール 広島県広島市南区東雲2-15-23 082-288-3745

お茶処三和 神戸市兵庫区水木通7丁目1-10 078-577-7138

3 菓子 スーパーフレッシュ柿の種 亀田製菓株式会社 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3-1-1 025-382-8810

4 菓子 しろえび紀行 (富山柿山) 日の出屋製菓産業株式会社 富山県南砺市田中411 0763-52-3011

5 菓子 もちもちロール（キャラメル）

Blanc Neige TANIHACHI
(ブランネージュタニハチ)

栃木県宇都宮市末広２-１１-９ 028-654-2100

株式会社 谷八 栃木県日光市久次良町98-5 0288-53-1234

■ 清涼飲料水 (５点)
NO
．

カテゴ
リー

商品名（ブランド名） 製造者名 所在地 電話番号

1
清涼飲料
水 きよみ 手しぼり 伊藤農園 和歌山県有田市宮原滝川原498-2 0737-88-7053

2
清涼飲料
水 ネオ プレミアムジンジャーエール 株式会社 友桝飲料 佐賀県小城市牛津町牛津834番地 0952-66-0062

3
清涼飲料
水 瓶ラムネ ハタ鉱泉株式会社 大阪市都島区都島北通1-10-20 06-6921-5138

4
清涼飲料
水 ためして寒天 レモン風味 宝積飲料株式会社 広島県東広島市西条西本町14番54号 082-423-2271

5
清涼飲料
水 和（ＮＡＧＯＭＩ）シリーズ ゆず 三田飲料株式会社

東京都渋谷区渋谷2-12-6 三田ビルⅡ 5
階

03-3400-1239
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平成21年度事業 報告書 2009年度「世界が認める輸出有望加工食品40選」

▼入選リスト ② .

■調味料(１０点)

NO
．

カテゴ
リー

商品名（ブランド名）
製造者名

所在地 電話番号
販売者名（製造者と異なる場合）

1 調味料 粟國の塩・釜炊き ㈱沖縄海塩研究所 沖縄県島尻郡粟国村字東８３１６ 098-988-2160

2 調味料
KADOYA Pure Sesame Oil
(かどや純正ごま油 輸出仕様商
品)

かどや製油株式会社 東京都品川区西五反田8-2-8 03-3492-5501

3 調味料 伊豆わさびマヨネーズ カメヤ食品株式会社 静岡県三島市平成台5番地 055-988-5555

4 調味料 キユーピーマヨネーズ キユーピー株式会社 東京都渋谷区渋谷1-4-13 03-3486-3315

5 調味料 ゆず味噌（東京調味味噌） 株式会社 東京フード 栃木県佐野市赤坂町940-3 0283-23-6743

6 調味料 お野菜ソース（玉ねぎゆず風味）

有限会社ピー・アンド・エー食産
研究所

埼玉県さいたま市中央区本町東７-３-２ 048-852-5509

株式会社ひびき 埼玉県川越市的場北１-１７-１ 049-237-1000

7 調味料
見返り美人 有機白味噌 （ます
やみそ）

株式会社ますやみそ 広島県呉市焼山西２丁目２-８ 0823-21-6633

8 調味料 マルキン しぼりたて生ぽんず マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲１８５０番地 06-6444-5021

9 調味料
金のごまだれTM 焙煎荒挽き仕
上げ

株式会社ミツカン 愛知県半田市中村町2-6 0569-24-5101

10 調味料 香味塩（ゆず、抹茶、わさび） ミナミ産業株式会社 三重県四日市市東新町3-18 059-331-2158



当日お越しいただいた報道関係機関を含め、約２００件に郵送（日本語文）にてリリースを実施。（6/29）

同日、併せて、農政記者クラブ４０件（日本語文）、 および外国特派員協会８０件（英訳文）には、投げ込

みにてプレスリリースを実施。

▼ プレスリリース案内文 ▼ 選考会概要

プレスリリース

入選者リスト
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平成21年度事業 報告書 2009年度「世界が認める輸出有望加工食品40選」

▼結果公表 ① .



選考概要並びに入選商品の案内を

パンフレット化。

仕様はA3裏表（見開き）、フルカラー

にて1000部作成。

全国協議会での発表資料として、ま

た輸出促進事業にて活用。

選考概要並びに入選商品の案内をホームページに

て公表。

内容は、プレスリリース内容と同内容。

http://nousuitest.jtbcom.co.jp/select40/result.html

パンフレット

ホームページ
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▼結果公表 ② .
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