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日本産品の新たな魅力を香港の方々に広く知っていただくため、日本の農林水産省＇以降、MAFFと表記（が 

香港Food Expo 2014に出展いたします。 

料理研究家Kei Sanによる日本産品を用いた楽しい調理デモや日本酒マイスター、百瀬あゆち氏による日本酒セミナー 

などの特別プログラムを実施いたします。 

今回の香港Food Expo 2014には日本から過去最大、38都道府県から252社が農林水産物・加工品等を出品。 

MAFFブースではそれらの日本中の美味しい食や日本酒を味わえるPRコーナーなど、魅力あふれる日本産品に触れ、 

新しい楽しみ方を”再発見”していただけるようプログラムを展開致します。 

是非、香港Food Expo 2014 MAFFブースへお立ち寄りください。 

Online web メディア掲載実績 

媒体名 ：Mamastation.com 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月13日 

■サマリー 
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林農水大臣は香港Food Expo 2014出席し、日本の出展者を激励しました。 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：Facebook ＇ MRRM （ 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月14日 

■サマリー 
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今回の香港Food Expo 2014には、26国から最低1,100社が参加し，日本から252社が農林水産物・加工品等を出品。 

林農水大臣は香港Food Expo 2014に出席し、日本食品は品質が良いため、値段が尐し高いとコメントしました。 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：NHK World 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月15日 

■サマリー 
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日本の農林水産省＇以降、MAFFと表記（がフード・エキスポ2014に出展いたします。 

料理研究家Kei Sanによる日本産品を用いた楽しい調理デモや日本酒マイスターである百瀬あゆち氏による 

日本酒セミナーなど、特別プログラムを実施致します。 

14日と15日はトレード・バイヤーのみ, 16日は一般の方が参加できます。 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：U Lifestyle 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月15日 

■サマリー 
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今回の香港Food Expo 2014には日本から過去最大、38都道府県から252社が農林水産物・加工品等を出品しています。 

 

日本の農林水産物・食品の輸出額を輸出先国・地域別でみると, 香港は1,250億円＇22.7%（で1位です。 

内、水産物は650億円＇52%（，農産物は596億円＇47.7%（、木材は3億円＇0.3%（でした。 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：SCMP City Guide 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月15日 

■サマリー 
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日本は3.11の震災後、未だ解決していない問題がありますが、今回の香港Food Expo、ジャパンパビリオンでは 

その影響はなく被災地の福島県、宮城県、岩手県も参加し、とても人気でした。 

 

香港向けの農林水産物・食品の輸出額は、1,250億円＇世界第１位、対前年+26.8%（。 

香港は農林水産物・食品の最大の輸出先で、日本の農林水産省は香港の市場を十分に重視しています。 

 

今の現状は５県産の果物、野菜、牛乳、乳飲料、粉乳については輸入停止、水産物及び食肉については 

放射能適合証明が必要です。 

林大臣は香港政府衛生局長と商談し、輸入禁止になっている食材に関し、早く輸入の再開ができるよう望んでいます。 

なお、今回の香港Food Expo 2014には、26国から1,180社が出品、41万人の来客が見込まれます。 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：Hong Kong Economics Journal 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月15日 

■サマリー 
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林農水大臣は香港Food Expo 2014に出席し、下記のようにコメントしました。 

「日本の食品は震災を乗り越え、輸出食材は全て検査を受けており、日本国内の人も安心して食べています」 

「今回の香港Food Expo 2014を通して、より品質の良い日本食材をPRし、香港に輸入禁止になっている食材も、 

早く輸入の再開ができるよう望んでいます」 

「日本の食品は値段が尐し高いですが、これからは、もっと保存期間の延長、品質保証などについて研究し、より安く 

できるようにしたい」 

 

今回の香港Food Expo 2014には日本から過去最大、38都道府県から252社が農林水産物・加工品等を出品しています。 

料理研究家Kei Sanによる日本産品を用いた楽しい調理デモや日本酒マイスターである百瀬あゆち氏による日本酒セミナー 

などの特別プログラムを実施いたします。 

 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：Wen Wei Po 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月17日 

■サマリー 
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今回、Food Expo2014に MAFFから誘っていただき、酒サムライ百瀬 あゆち氏と「Sake & chinois Food Pairing」を実施しまし

た。 

農林水産省大臣とお会いでき、光栄です。 

メディア掲載実績 Online web 

媒体名 ：Facebook ＇ Kei San （ 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

掲載日 ：2014年8月17日 

■サマリー 
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林農水大臣は香港Food Expo 2014に出席しました。 
 
香港Food Expo 2014は14日から湾仔にて行われており、入場者はシェフたちの調理を見ながら、試食もできます。 

Online Video メディア掲載実績 

媒体名 ：OneTV 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

放送日 ：2014年8月15日 

■サマリー 
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林農水大臣は香港Food Expo 2014に出席し日本の出展者を激励すると同時に、様々な日本食を試食し香港で新鮮な 

日本の食材を食べる事ができるのはとても良い事だとコメントしました。 

 

香港Food Expo 2014は14日から湾仔にて行われ、入場者はシェフたちの調理を見ながら試食もできます。 

 

今回の香港Food Expo 2014には日本から過去最大、38都道府県から252社が農林水産物・加工品等を出品しています。 

Online TV メディア掲載実績 

媒体名 ：OneTV 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

放送日 ：2014年8月15日 

■サマリー 
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Online TV メディア掲載実績 

媒体名 ：Roadshow 

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

放送日 ：2014年8月27日 

■サマリー 

＜司会者＞ 
 今回のフードエキスポには林農林水産大臣が来港され、Kei Sanから大臣に美味しい食材を紹介されたと思いますが、 
 改めてご紹介頂けますか？ 
 
＜Kei San＞ 
 先ほど、大臣に試食いただいたのは、岩手県産のホタテを、クエで巻いたものです。 
 レシピは、広東料理で有名な“蒸魚＇スチーム魚（“ですが、日本の調味料を使用し、和風に仕上げました。 
 もう1品は、岩手県産の豚肉を使用した一品です。 
 この豚肉は、脂っこくないアッサリした脂身が特徴で、とても美味しいです。 
 
＜司会者＞ 
 Kei San、香港人は、ずっと日本食品が大好きですが、どうしてだと思いますか？ 
 
＜Kei San＞ 
 日本の食材は、新鮮で美味しい物が多いからだと思います。 
 日本産の野菜や果物は非常に新鮮で、作業される農家の方々も心を込めて生産をされています。 
 こちらの魚はクエと言いますが、香港でもお馴染みですよね。しかし、これは四国産の養殖のクエで、 
 お刺身で食べることが出来る品質です。 
 今回は、そんな新鮮な生食が出来るクエなので、ミディアムな火加減で調理し、大臣にもお出ししました。 
 その他、今回ご紹介する和牛は、岩手県産ですが、“和牛“と言っても、異なる産地では、環境、水質、飼料、空気なども 
 異なり、味や特色がそれぞれの原産地によって違います。 
 皆さん、これまでに、まだ食べた事がない原産地の和牛を見かけたら、是非お試しください！ 
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TV メディア掲載実績 

媒体名 ：

掲載ページ ：- 

発行部数 ：N/A 

放送日 ：2014年8月22日 

■サマリー 

農水省が今まで参加してきた中で、一番大きな規模となった今年のフードエキスポ。 

ここで、当番組でもお馴染みの“Kei San”に遭遇しました。何をしているのでしょうか？ 

＜司会者＞ 

 Kei San、今回のフードエキスポでは、どんな美味しい日本の食材を準備して、皆さんに披露してくれますか？ 

＜Kei San＞ 

 まず、特別な産地である東北、岩手県産の和牛です。 

 皆さんもご存知ですね、和牛は口の中に入れた途端、直ぐに溶けるような味の感覚！とても美味しいですね！ 

＜司会者＞ 

 この一品は「広東風海鮮三昧」、食材は、クエ、ホタテ貝など。 

 では、試食してみましょう！ 

 一口で食べるとすべての味がとても調和して、新鮮で美味しい！ 
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総括 メディア掲載実績 



全体総括 
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全体総括 

 ・来場者のブース到達時間などを考慮した上でメインプログラムのタイムスケジュールを検討したことで 

  プログラム中は狙い通りの集客が図れた。 

  

 ・メインプログラムである調理デモや日本酒セミナーで使用した食材や日本酒について、プログラム後質問されるお客様も 

  多く、一方的なメッセージ発信で終わらないスタイルのプログラムを確立できたと思われる。 

  

 ・ステージ後に自然発生的に行われた講師とお客様の質疑の時間は香港の方々の日本産品への関心の高さが感じられた。 

  使用方法などについては講師が対応、現地での購入可否などについては周辺スタッフが回答するなど効率良くお客様の 

  フォローが出来たと思われる。 

  

 ・調理デモ用にご提供いただいた産品については、デモ中のコメントで特徴やブースのご案内を実施。 

  その後の産品提供事業者ブースへの誘引にもつながったようで、意味のあるPRスタイルであったと思われる。 

  

 ・ブースのキーワードであった「REDISCOVER」についての質問も多くみられ、日本が発信するメッセージへの関心の 

  高さが感じられた。 

  

 ・出展者の試食・試飲については、その後各出展者ブース来訪へのきっかけ作りとして効果的であったと感じられた。 

  一方で、 B to Bイベントとしての成果を強く意識されていた一部の出展者からは、「事前にイメージしていたより 

  一般の来場者が多かった」とのご意見を頂戴した。ブースへ来訪される一般来場者の数は、現状のスタイルで 

  『香港Food Expo』を行っていく場合、今後減る事はないと思われるので、その辺りを考慮した 

  ブース運営・演出を検討していく必要性を感じた。 

  

 ・日本酒飲み比べは日本酒の4つのタイプを同時に飲み比べられるという企画性もあって常にお客様の滞留が見受けられ、 

  日本酒への興味の高さを感じる事ができた。 

  また、スタッフへには事前に時間を確保し日本酒についてのレクチャーを行ったことで、お客様からの質問にもしっかりと 

  お答えすることが出来た。 

  

 ・被災県の特産品展示方法やパネルの展示内容は、より見易くPR効果が上がるよう検討する必要があると思われた。 

  

 ・ジャパンパビリオンのほぼ中央に位置した小間という事もありお客様から各日本出展者についての質問を多く受けたが、 

  事前に行ったスタッフへのオリエンテーションの徹底で、各自スムースにそれらの質問に対して回答することが出来た。 

  

 ・お客様の日本食文化への関心が高く、配布物の入手を希望されるお客様が多く見受けられた。 

  配布物は既存の素材を有効活用し準備したため、効果的に日本食文化を広くアピールすることが出来たと思われる。 

  

  ・現地スタッフをミニマムに配置し効率の良い運営が実現した。 

  


