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開催概要 
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事 業 名 称 
平成26年度 日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事業のうち海外の日本食・食文化普及を担う人材の 
活用事業（日本食・食文化の功労者の表彰等） 

催 事 名 
平成26年度農林水産物等輸出促進全国協議会総会(JAECAP2014) 
(日本食海外普及功労者表彰） 

日 程 平成26年11月21日（金） 16:00～17:30 

出 演 

●安倍晋三   (内閣総理大臣) 
●西川公也   (農林水産大臣) 
●茂木友三郎 （キッコーマン株式会社取締役名誉会長/農林水産物等輸出促進全国協議会会長) 

選 考 委 員 

●青井倫一      （明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科長） ※当日欠席 
●熊倉功夫      （静岡文化芸術大学 学長) ※当日欠席 
●佐竹力総       （株式会社美濃吉 代表取締役社長） ※当日欠席 
●服部幸應      （学校法人服部学園服部栄養専門学校 理事長・校長) 
●村松真貴子     （アナウンサー エッセイスト） ※当日欠席                      

功 労 者 

●小池信也          （レストラン「藍染」「酒蔵阿吽」オーナーシェフ） 
●末次庸介          （「のんべえ大学」オーナーシェフ） 
●松秀二郎          （MKK IMPORT 代表取締役) 
●ダルシャン・ムニダーサ    (日本食レストラン「日本ばし」オーナーシェフ） 
●吉武理恵          (日英ビジネスコンサルタント、日本酒プロモーター、酒ｻﾑﾗｲ英国代表、 

                  日本酒造組合中央会英国リエゾン)                   

司 会 ●あおい有紀 

参 加 者 農林水産物等輸出促進全国協議会の関係者、被表彰者等   157名 

報 道 関 係 者 32社 49名 

実施概要 

実施会場 

会    場 

ザ・キャピトルホテル東急 鳳凰 
 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-10-3 
 TEL：03-3503-3109  ＵＲＬ：http://www.capitolhoteltokyu.com/ja/ 

ア ク セ ス 

地下鉄千代田線 国会議事堂前駅 6番出口 地下直結 
地下鉄丸ノ内線 国会議事堂前駅 千代田線ホーム経由（435m）6番出口 地下直結 
地下鉄南北線 溜池山王駅 6番出口 地下直結 
地下鉄銀座線 溜池山王駅 南北線ホーム経由（220m）6番出口 地下直結 

【ザ・キャピトルホテル東急】 
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開催概要/受賞者プロフィール 

小池 信也（こいけ しんや）氏 
国、地域：ブラジル サンパウロ 
現職：「レストラン藍染」「レストラン酒蔵阿吽」オーナーシェフ 

ブラジル在住20年、2010年よりブラジル日本文化交流福祉協会の和食普及委員会委員
長を務める。日本から著名調理人を招聘した和食普及イベント等の実施に於けるコー
デイネイター並びに国内に於ける和食技術の啓蒙活動等を行う。同時に国内で実施さ
れた和食イベントに於いて和食材の日本産品の紹介を献立提案という形で紹介。異業
態のシェフとの連携も図り日本産品の市場拡大に尽力する。和食の伝統と基本をブラ
ジルに伝え、新たなる活路と品質、人材の向上を目指す。2012年にはブラジルに於い
てA COR DE SABORを出版し、グルマンクックブック大賞で和食本のカテゴリーに於い
て次選に入る。 

末次 庸介（すえつぐ ようすけ）氏 
国、地域：ベルギー ブリュッセル 
現職：「のんべえ大学」オーナーシェフ 

1971年7月 フランス（パリ）の和食レストランのオープニング要員として渡仏。次い
でイタリヤ（ミラノ）のオープニング手伝いとして19ヶ月滞在。1977年末 29歳でフラ
ンス イタリアの新規開店の店舗の手伝いの経験をかわれベルギーのレストラン田川
（160席）の調理長として着任。以後28年間調理長兼役員として勤務。この間ルクセン
ブルグでのEXPOGAST料理オリンピックでプレゼンテーション部門金賞来白の御皇室、
政財界のミッションのお食事を提供。1989年にはベルギー国内全土で年間を通して開
かれたジャパンイヤーで500超の催しで120の催しのオープニングパーティーなどを経
験。2005年末 退職。2007年年始、退職後1年間の準備期間を経て現在の「のんべえ大
学」を開き現在に至る2007年末ZONE 02 と言う隔週出版の雑誌で年間最優秀他、ゴー
ミヨ（レストランガイド）の2010年度最優秀アジアティックオランダ語系新聞社のフ
ランス、イタリア料理以外の最優秀外国料理賞、ベルギーの国内専門のレストランガ
イド DELTA で最優秀アジア系レストラン受賞。 

松 秀二郎（まつ ひでじろう）氏 
国、地域：アメリカ ロサンゼルス 
現職：MKK IMPORT   代表取締役 

1960年に渡米。1965年にハワイ法人マルカイコーポレーションUSAを兄弟と一緒に立ち
上げる。日本食品及び日用品の輸入卸販売のビジネスを始める。当初は自分達でレス
トラン、スーパーマーケットを一軒ずつ回り販路を開拓。週末には店頭で試食販売、
調理方法を説明し販売を拡大していく。1972年にはNY、LA、SFにも支店を開設し事業
を順調に伸ばす。1978年にドルが300円から180円に大暴落し原価が大幅に上がり輸入
卸のビジネスが困難になり撤退を開始。代わりに新しく小売業に進出。他社より40％
以上安く売れるシステムを開発し会員制マーケットをオープンさせ大好評を得る。カ
リフォルニア、ハワイをあわせて17万人以上の会員を集め店舗も12店になりビジネス
も大きく発展させた。2013年9月にマルカイを退社。現在は日本から起業を目指してア
メリカに来ている若い人たちの応援、相談を受けております。 
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開催概要/受賞者プロフィール 

ダルシャン・ムニダーサ 氏 
国、地域：スリランカ コロンボ 
現職：日本食レストラン「日本ばし」オーナーシェフ 

1995年に日本食レストラン「日本ばし」をスリランカ・コロンボに開業。スリランカ
の食材も活かしつつ、和牛、煎茶、季節の食材（秋刀魚等）などを日本から継続的に
調達し、本物の日本の味をスリランカで普及すべく尽力してきた。その結果、「日本
ばし」はスリランカを代表するレストランに成長。2013年、14年には2年連続でアジア
のベスト・レストラン50（サン・ペリグリノ）に選出されるとともに、在スリランカ
日本国大使館より、在外公館長表彰（2013年12月）を受賞した。また、オーナー・
シェフとして、モルディブやインドなど周辺国の高級ホテルからの要請に応じ、日本
料理のデモンストレーションを積極的に行い、日本食の普及に努めている。 

吉武 理恵（よしたけ りえ）氏 
国、地域：英国 ロンドン 
現職：日英ビジネスコンサルタント、日本酒プロモーター 
         酒サムライ英国代表、日本酒造組合中央会英国リエゾン 

海外と日本との架け橋になることを志し86年に渡英して以来、貿易、文化交流、ワイ
ン流通など、様々な分野で日英を繋ぐ業務に携わる。2006年より日本酒造青年協議会
（酒サムライ）の依頼を受け、インターナショナルワインチャレンジ（IWC）の日本酒
部門の設立運営に携わる一方、独自の日本酒普及活動を展開。ワイン流通に関する深
い知識と28年間で培った幅広い人脈を駆使して、大使館、英国議会、オックスフォー
ド大学などで継続的な日本酒イベントを実施。日本酒の認知度の向上に貢献しつつ、
ロンドンのグローバルな情報発信力を使い、世界中に日本酒の魅力を伝える努力を続
けている。 
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安倍 晋三 
内閣総理大臣 

西川 公也 
農林水産大臣 

茂木友三郎 
協議会会長 

写真 

識別区分 胸章 白 胸章 白 胸章 白 

来場時間 16:25 15:50 15:45 

退場時間 16:37 16:37 17:30 

控室 
1階 応接室 

（予備 2階 橘） 
２階 桜 ２階 藤 

来場方法 車 車 車 

登壇
シーン 

挨拶 ○ ○ ○ 

記念撮影 ○ ○ ○ 

講演（報告） - - - 

登壇者VIP 

開催概要/プロトコール 

皆川芳嗣 農林水産
事務次官 

櫻庭 英悦 
食料産業局長 

写真 

識別区分 胸章 白 胸章 白 

来場時間 15:40 15:30 

退場時間 17:10 17:30 

控室 1階 桐(東) 1階 桐(東) 

来場方法 車 車 

登壇
シーン 

挨拶 - - 

記念撮影 ○ ○ 

講演（報告） - ○ 

農林水産省 



■平成26年度 日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事業のうち 
  海外の日本食・食文化普及を担う人材の活用事業（日本食・食文化の功労者の表彰等） 

8 

青井 倫一 
選考委員 

熊倉 功夫 
選考委員 

佐竹 力総 
選考委員 

服部 幸應 
選考委員 

村松 真貴子 
選考委員 

写真 欠席 欠席 欠席 欠席 

識別区分 胸章 白 

来場時間 15:45 

退場時間 17:30 

来場方法 

控室 

登壇 
シーン 

挨拶 ○(自席で一礼） 

記念撮影 ○ 

講演 
（報告） - 

選考委員 

功労者 

小池 信也 
(ブラジル） 

末次 庸介 
(ベルギー) 

松 秀二郎 
（アメリカ） 

ダルシャン・ 
ムニダーサ 
（スリランカ） 

吉武 理恵 
(イギリス） 

写真 

識別区分 胸章 赤 胸章 赤 胸章 赤 胸章 赤 胸章 赤 

来場時間 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 

退場時間 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 

控室 １階 桐(西) 

登壇
シーン 

挨拶 - - - - - 

記念撮影 ○ ○ ○ ○ ○ 

講演 
（報告） 

○ ○ ○ ○ ○ 

開催概要/プロトコール 
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担当者：木造英貴 
（株）ビープロジェクト 

・担当窓口 
・全体制作推進管理 
・基本計画策定監修 
・実施計画策定監修 

  

事務局担当者：長尾咲世 

 

・全体連絡調整 
・専門委託業者との調整 
・プレスリリース 
・取材規約策定 
・当日配付用被表彰者紹介 
 パンフレットの作成  
・被表彰者講演用配付資料の  
 準備等 

・スタッフ食事、宿泊等の手配 
・各車両証などの発行管理 
・会議の際の議事録作成 
 など 

事業責任者：塩谷典子 

統括責任者：岩崎桐子 

航空券・宿泊手配 

被表彰者対応：小柳わかな 
           ※10月のみ対応 

           （派遣スタッフ） 
         中村友香 

            ※11月のみ対応 

 
 
 

担当者：橋本正行 
（株）ビープロジェクト 

・プロフィール、 
 その他基本情報入手 
・講演使用データ入手 
・当日の対応計画 等 

 
 

 
 

 
 

  

・会場使用計画・備品準備計画 
・要員配置計画 
・料飲、ケータリング計画 
・緊急時対応計画 
・受付対応計画 
・当日のプレス対応計画 
・運営マニュアル作成 

・使用ハード計画 
・登壇者、被表彰者対応計画 
・使用音源編集 
・進行台本作成 
・映像計画（スウィッチング計画、 
 タイトルスライド制作）等 

㈱サイマル・インターナショナル 
㈱アイビーインターナショナル 

翻訳・記録計画 
・記録内容の事前計画 
・議事録作成計画 
・報告書作成計画 
・配布資料やWEB掲載事項の 
   翻訳(必要に応じて) 

JTB 
グローバルマーケティング＆ 

トラベル 

会場 
(ザ・キャピトルホテル東急) 

会場設営装飾 
サイン配置計画 

・会場装飾計画 
・会場レイアウト図面の作成 
・各種サイン配置計画 
・搬入、設営、撤収計画 

㈱ブレイア 

映像・機材 

古木直人 

カメラマン 

総会・表彰式 
演出進行計画 

会場 
（ザ・キャピトルホテル東急） 

音響・照明 

・機材手配計画 
・機材準備 

登壇者 

被表彰者 

 
農林水産省食料産業局 

輸出促進グループ 
ご担当者様 

 

（株）JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

開催概要/準備業務体制 

会場運営計画 
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開催概要/現場体制 

受付対応要員×4名 

受付窓口対応 

管理ﾃﾞｨﾚｸﾀー：町田 朗 功労者・選考委員専任アテンド 

担当者:中村友香 

総会・表彰式進行管理 

㈱ビープロジェクト 
管理ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：橋本 正行 

プレス対応 

対応ﾃﾞｨﾚｸﾀ-：人見 邦彦 

記録担当 

㈱サイマル・インターナショナル 

農林水産省食料産業局 
輸出促進グループ 

ご担当者様 

現場統括管理者 

（株）JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

事業責任者：塩谷典子 

統括責任者：岩崎桐子 

舞台美術設営管理 

舞台進行監督：雛形 剛 
舞台進行要員：桜井・井土 

登壇者管理：宮澤・飯森 

司会者：あおい有紀 

事務局 

（株）JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

事務局担当者：長尾咲世 

表彰アシスタント×2名 

会場運営管理 

諸室管理 

各備品準備確認・管理 

会場装飾設営・サイン配置 

担当者:関口 英司 
(ザ・キャピトルホテル東急)  

舞台設営・施工 

ケータリング担当 

会場管理 

会場案内 

㈱ビープロジェクト 
管理ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：織田 篤史 

音響・照明 

ザ・キャピトルホテル東急 
川緑 雪乃 

映像 

㈱ブレイア 
桑原 武男 

会場設営・サイン準備 

カメラマン 

古木直人 

誘導アテンド要員×1名 
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所属 担当業務 氏名 内容 備考 

農
林
水
産
省 

進行管理・総理接遇 近藤様 総理アテンド業務 

山田様も接遇ご担当 西川大臣接遇 谷本様 西川大臣アテンド業務 

茂木会長接遇 蒔苗様 茂木会長アテンド業務 

進行管理・リエゾン 萩野様 リエゾンは会場出入りのみ 

受付 
主担当 花田様 受付業務管轄 

副担当 齋木様 受付業務管轄 撮影記録兼務 

次官接遇 木下様 皆川事務次官アテンド 

局長接遇 山田様 櫻庭局長アテンド 

功労者・選考委員 
控室応接担当 蛭田様 

会場内進行レポート 

配布資料管理 
山上様 

配布物準備・管理 資料は席置で対応 

車両管理 VIP退場時の車両待機連絡 萩野様と連携対応 

会場写真 齋木様 

局長講演時 
スクリーン指示 

小川様 

JTBC 

現場統括管理 塩谷 VIPアテンド担当 サポート：宮澤 

統括管理 岩崎 全体統括 

事務局 長尾 VIPアテンド担当 サポート：飯森 

功労者・選考委員 
専任アテンド 

中村 功労者・選考委員接遇 サポート：栁澤 

ビ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

総会・表彰式 
進行管理 

橋本 進行統括管理 

会場運営管理 織田 会場設営・準備管理 

受付管理 町田 受付対応・管理 花田様・齋木様と連携 

舞台監督 雛形 司会付き進行管理 

舞台進行 
桜井 進行サポート 

井土 進行サポート 

登壇者管理 
宮澤 VIP動線連絡 

飯森 VIP動線連絡 

プレス対応 人見 プレス対応管理、記念撮影時アテンド 

ホ
テ
ル 

会場設営全体管理 関口 会場設営管理 

音響・照明 川緑 音響・照明オペレート 

ブレイア 映像 桑原 映像オペレート 

11 
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開催概要/会場フロア図 

1階 フロア図 

【1階 控室割り当て】 

鳳凰 

総会会場 

受付 

部屋名 使用者 

橘 内閣総理大臣 

桜 農林水産大臣 

藤 協議会会長 

【2階 控室割り当て】 

2階 フロア図 

橘 
内閣総理大臣 

桜 
農林水産大臣 

藤 
協議会会長 

部屋名 使用者 

桐(西) 
功労者 

選考委員 

桐(東) 農林水産省 

応接室 内閣総理大臣 

桐(東) 
農林水産省 

桐(西) 
被表彰者/選考委員 

応接室 
内閣総理大臣 

クローク 

ホワイエ 
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開催概要/会場レイアウト 

報道関係者席 

大宴会場「鳳凰」 
広さ:540㎡ 天井高5.5m 

★ 

国旗 

会場 1階「鳳凰」 

壺花 

司会者・ 
表彰アテンド 

控室 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1列目

吉
武
理
恵

ム
ニ
ダ
ー

サ
様

関
係
者

ム
ニ
ダ
ー

サ
様

関
係
者

タ
ル
シ

ャ
ン
・

ム
ニ
ダ
ー

サ

松
秀
二
郎

末
次
庸
介

小
池
様
関
係
者

小
池
信
也

服
部
委
員

安
倍
総
理

茂
木
会
長

西
川
大
臣

皆
川
次
官

櫻
庭
局
長

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2列目

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3列目 代理

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

4列目
190へ
移動

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

5列目

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

6列目 代理

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

7列目 代理

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

8列目 代理

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171

9列目 代理

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

10列目 当日 当日 当日 当日 当日

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

11列目 プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

12列目 プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ

都道府県・地方ブロック

PRESS 受賞者、受賞関係者 来賓、選考委員

【 配席　】

MEMBER 農林水産省 省庁関係者

開催概要/座席表 

席図 

14 

予備席 
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開催概要/控室使用計画 

【1階 控室割り当て】 

【2階 控室割り当て】 

2階 フロア図 

部屋面積：各52㎡ 
※橘・桜・藤ともに同様のレイアウト 

部屋面積：各90㎡ 

１階 フロア図 

ホワイトボード 

部屋名 使用者 

桐(西) 
功労者 

選考委員 

桐(東) 農林水産省 

応接室 内閣総理大臣 

部屋名 使用者 

橘 内閣総理大臣 

桜 農林水産大臣 

藤 協議会会長 
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出席者リスト 

項 目 人 数 

出席者数 157名 

プレス数 32社49名 
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出席者リスト 

分野 団体名等 人数

農林水産物等輸出促進協議会 会長 1

受賞者 5

受賞者の関係者 8

選考委員 1

全国農業協同組合中央会 3

全国農業協同組合連合会 1

公益社団法人　日本農業法人協会 1

全国花き輸出拡大協議会 1

一般社団法人　日本花普及センター 1

公益財団法人　中央果実協会 1

日本園芸農業協同組合連合会 1

公益社団法人　日本茶業中央会 1

全国農業会議所 1

日本農産物輸出組合 1

日本特用林産振興会 1

一般財団法人　日本木材総合情報センター 1

一般社団法人　日本木材輸出振興協会 1

一般社団法人　大日本水産会 1

全国漁業協同組合連合会 1

日本鮪缶詰輸出水産業組合 1

一般財団法人　食品産業センター 1

日本醤油協会 1

全日本菓子協会 1

公益社団法人　日本缶詰びん詰レトルト食品協会 1

日本食肉輸出協会 1

日本ハム・ソーセージ工業協同組合 1

一般社団法人　日本乳業協会 1

全日本カ レー工業協同組合 1

全国米関連食品輸出促進会 2

一般社団法人　日本フードサービス協会 1

農業関係

林業関係

水産業関係

食品産業関係
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出席者リスト 

分野 団体名等 人数

一般社団法人　日本貿易会 2

一般社団法人　日本物流団体連合会 1

一般社団法人　国際フレイ トフォ ワーダーズ協会 1

一般社団法人　航空貨物運送協会 1

日本百貨店協会 1

一般社団法人　日本加工食品卸協会 1

全国主食集荷協同組合連合会 1

観光関係 独立行政法人　国際観光振興機構 1

日本弁理士会 1

一般社団法人　日本食品・バイ オ知的財産権センター 1

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェ トロ） 2

独立行政法人　農畜産業振興機構 2

独立行政法人　日本貿易保険 1

株式会社日本政策金融金庫 2

国際交流基金 1

一般社団法人日本能率協会 1

農林中央金庫 1

GLOBALG.A.P.協議会 1

特定非営利活動法人　日本GAP協会 1

株式会社　農林漁業成長産業化支援機構 1

アクセンチュア株式会社 1

公益財団法人　食の安全・安心財団 1

一般社団法人　日本電機工業会 1

農林水産省 20

内閣官房 2

外務省 2

国税庁 2

厚生労働省 2

経済産業省 2

国土交通省 3

中央官庁

流通関係

知的財産権関係

その他



■平成26年度 日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事業のうち 
  海外の日本食・食文化普及を担う人材の活用事業（日本食・食文化の功労者の表彰等） 

19 

出席者リスト 

分野 団体名等 人数

北海道 農政部 1

青森県 東京事務所　行政連絡課 1

岩手県 農林水産部 1

宮城県 東京事務所 1

秋田県 東京事務所 1

山形県 農林水産部 1

茨城県 農林水産部 2

栃木県 農政部経済流通課 1

千葉県 農林水産部 1

神奈川県 環境農政局 1

新潟県 東京事務所 1

富山県 首都圏本部 1

岐阜県 東京事務所 1

愛知県 農林水産部 1

三重県 東京事務所 1

滋賀県 農政水産部 1

京都府 東京事務所 1

和歌山県 農林水産部 1

鳥取県 東京本部 1

島根県 しまねブラ ンド推進課 1

岡山県 農林水産部 1

山口県 東京事務所 1

徳島県 東京本部 1

香川県 東京事務所 1

高知県 農業振興部 1

福岡県 農林水産部 1

佐賀県 首都圏営業本部 1

熊本県 東京事務所 1

大分県 東京事務所 1

宮崎県 東京事務所 1

鹿児島県 東京事務所 1

沖縄県 農林水産部 1
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出席者リスト 

分野 団体名等 人数

北海道 ホクレン農業協同組合連合会（JAグループ） 1

群馬県 農政部 2

埼玉県 農政部 1

千葉県 日本貿易振興機構（ジェ トロ） 千葉貿易情報センター 2

山梨県 農政部 1

長野県 農政部 1

静岡県 経済産業部 1

和歌山県 農林水産部 1

熊本県 熊本県経済農業協同組合連合会 1

農林水産省　北海道農政事務所 1

国土交通省　北海道開発局 1

東北ブロック 農林水産省　東北農政局 1

関東ブロック 農林水産省　関東農政局 2

北陸ブロック 農林水産省　北陸農政局 1

東海ブロック 農林水産省　東海農政局 2

沖縄ブロック 内閣府　沖縄総合事務局 1

北海道ブロック
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プレスリスト 

No. 会社名 人数

1 日本放送協会 3

2 NHK政治部 1

3 朝日新聞 1

4 一般社団法人　共同通信社 2

5 株式会社ＴＢＳテレビ 3

6 ＴＢＳテレビ経済部 1

7 株式会社水産経済新聞社 1

8 株式会社水産通信社 1

9 株式会社テレビ朝日 4

10 テレビ朝日　経済部 1

11 株式会社テレビ東京 1

12 株式会社農経新報社 1

13 株式会社フジテレビジョ ン 1

14 株式会社物流ニッポン新聞社 1

15 株式会社酪農経済通信社／デーリィマン社 1

16 産經新聞 1

17 時事通信社 2

18 中日新聞東京本社 1

19 テレビ東京 2

20 日本経済新聞社 1

21 日本テレビ 1

22 日本テレビ放送網株式会社 2

23 日本農業新聞 1

24 日本農民新聞社 1

25 日本食糧新聞社 1

26 フジテレビ 2

27 米流通専門誌　株式会社　商経アドバイ ス 1

28 北海道新聞社 2

29 毎日新聞社 1

30 読売新聞東京本社 4

31 フォ ト　ジャーナリスト 1

32 内閣広報室 2
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協議会総会記録写真 
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【会場全体風景/司会：あおい有紀】 

【茂木会長】 【西川農林水産大臣】 

協議会総会/記録写真 
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【受賞者整列】 【小池 信也】 

【末次 庸介】 【松 秀二郎】 

【ダルシャン・ムニダーサ】 【吉武 理恵】 

協議会総会/記録写真 
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【安倍 晋三 内閣総理大臣】 

【記念撮影】 

協議会総会/記録写真 

櫻
庭
局
長 

服
部
委
員 

皆
川
次
官 

吉
武 

理
恵 

ダ
ル
シ
ャ
ン 

ム
ニ
ダ
ー
サ 

松 

秀
二
郎 

西
川
大
臣 

安
倍
総
理 

茂
木
会
長 

末
次 

庸
介 

小
池 

信
也 
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【受賞者講演：小池 信也】 

【受賞者講演：末次 庸介】 

【受賞者講演：松 秀二郎】 

協議会総会/記録写真 



■平成26年度 日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事業のうち 
  海外の日本食・食文化普及を担う人材の活用事業（日本食・食文化の功労者の表彰等） 

27 

【受賞者講演：ダルシャン・ムニダーサ】 

【受賞者講演：吉武 理恵】 

【輸出戦略実行委員会についての報告：櫻庭局長】 

協議会総会/記録写真 
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協議会総会/記録写真 

【受付】 【受付・パスセット】 

【プロジェクター台】 【席列掲示】 

【功労者・選考委員控室】 

【内閣総理大臣控室】 【内閣総理大臣控室（予備室）】 

【農林水産省事務局室】 
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協議会総会/記録写真 

【農水大臣控室】 【協議会会長控室】 

【ステージ】 【会場全体】 
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協議会総会議事録 
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協議会総会/議事録 

【茂木会長のご挨拶】 

キッコーマン株式会社取締役名誉会長の茂木友三郎でございます。本日は皆様方お忙し

い中、農林水産物等輸出促進全国協議会の第 9 回目の総会にご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。西川農林水産大臣御臨席の下、総会を開催するに当たり、一言ご

挨拶申し上げます。今日は後ほど安倍総理にもおいでいただくということですが、安倍総

理、西川大臣にお礼を申し上げたいと思います。 
まず、農林水産物・食品の輸出額をみますと、円高や原発事故の影響により、平成 24 年

は 4,497 億円と前年並みとなっていましたが、昨年は 5,505 億円となり、昭和 30 年に輸出

額の統計を取り始めて以来、最高額となりました。これは、原発事故による各国の輸入規

制が徐々に緩和されていることや、アベノミクスなどの効果も考えられますが、何よりも

事業者の方々が輸出に努力された結果と考えております。関係者の皆様の取組に改めて心

から敬意を表します。 
次に、輸出戦略について申し上げます。本協議会は、平成 17 年の発足以来、輸出に積極

的に取り組んできましたが、更なる輸出促進のため、本年 6 月、本協議会の下に「輸出戦

略実行委員会」を設置しました。輸出戦略実行委員会は、国別・品目別の戦略の下で輸出

促進に取り組んでおります。本協議会の会員各位におかれましても、輸出戦略の実行のた

め、より一層の御協力を賜れば幸いでございます。 
次に、本協議会に新規に加入された会員の方々をご紹介いたします。昨年の総会以降、

本協議会の趣旨にご賛同された 5 つの団体が加入されました。全国花き輸出拡大協議会、

日本GAP協会、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、あいちの農林水産物輸出促進会議、

三重県農林水産物・食品輸出促進協議会の 5 団体です。これをもちまして、本協議会の会

員は官民合わせて 162 団体となりました。 
最後に、我が国の農林水産物・食品の輸出を更に拡大していくためには、官民を挙げた

取組と、何より、安全で高品質な商品を安定的に供給すること、更には、買い手のニーズ

に合わせ、我々が一体となって需要を作り出していく気概が大切です。 
会員各位のますますの御活躍を期待いたしまして、私の挨拶とさせて頂きます。平成 26

年 11 月 21 日・農林水産物等輸出促進全国協議会会長茂木友三郎。 
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【西川大臣のご挨拶】 

農林水産物等輸出促進全国協議会総会が盛大に開催されますことを心よりお慶び申し上

げます。 
農林水産物と食品の輸出額は、一昨年は 4,500 億円、昨年は過去最高の 5,500 億円でし

た。さらに今年は 9 月末までの実績で昨年比約 1 割増と、順調に伸びております。これも

ひとえに、皆様方のご尽力の賜物だと思っております。 
農林水産省としても、2020 年までに輸出額を 1 兆円に拡大する目標を立てておりますが、

私はこれを大きく超えていけると考えておりますし、そのために、考えられる施策を総動

員し、全力を尽くしているところです。 
まず、これまで力を入れてきたアジアだけでなく、EU や米国、EU は約 5 億人の人口、

米国は 3 億 1000 万人ですから、この両国に向けて、購買力の高い人口が多い市場を取り込

んでいきたいと考えています。 
また先月末、食料産業局と各農政局に輸出相談窓口を設置いたしました。地方農政局や

関係機関と一体となり、輸出事業者の方からのご相談にきめ細やかに対応いたしますので、

皆様にも是非利用していただければと思います。 
さらに来年、品目ごとの輸出団体を設立いたします。国内の都道府県ごとに産地競争す

るのではなく、品目ごとに連携し、オールジャパンで海外に打って出て行こうと考えてい

るところです。 
これからも皆様方と手を携え、輸出促進に取り組んでまいります。皆様方の御理解・御

協力をお願いいたしまして、私の挨拶といたします。平成 26 年 11 月 21 日、農林水産大臣

西川公也。よろしくお願いします。ありがとうございました。 
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【安倍総理大臣のご挨拶】 

皆様こんにちは。安倍晋三でございます。国会の方でもいろいろございましたので、日

程が急にこういう形になったことをお詫び申し上げる次第でございます。それでは

JAECAP2014 の開催にあたり、一言お祝いを申し上げます。 

はじめに本日、日本食の海外普及功労者として表彰を受けられた皆様方におかれては、

海外の異なる食習慣の中で、さまざまな苦労を乗り越え、異国の地における日本食の普及

に情熱を注いでこられました。ここに深く敬意を表するとともに、心からお祝いを申し上

げる次第でございます。 

我が国の農林水産業を成長産業としていくためには、農林水産物の輸出促進を図ってい

くことが必要です。総理就任以来、私は海外出張の機会にあわせて、日本の品質の高い農

林水産物・食材や日本食の魅力を、各国の要人に直接伝えてまいりました。本年も欧州、

中南米を訪問した際や国連総会でニューヨークを訪れた際に、おにぎりや和牛、日本酒な

どを紹介してまいりました。 

昨年 12 月に「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されたこともあって、いずれの訪

問先でも日本の食に対する注目度は抜群であります。日本食の高い評価を背景に、我が国

の農林水産物の輸出は必ず伸びると信じております。 

農林水産物の輸出促進に向け、来年にかけて品目別の輸出団体も設立し、取組体制を更

に強化させてまいります。福島原発事故に伴う各国の輸入規制についても、科学的データ

に基づき、撤廃に向けて政府一丸となって働きかけを行ってまいります。 

今後とも、西川大臣とご臨席の皆様方と力を合わせて、農林水産物の輸出実績を１兆円、

さらにそれ以上に伸ばしていきたいと考えております。世界の食市場は、これからどんど

ん間違いなく伸びていきます。日本の人口は減っていますが、アジア地域、世界の人口は

増えていますし、そして所得がだんだん増えていく層が海外でどんどん誕生しているわけ

であります。 

その中において、日本の質の高い、この食を求める声がもっともっと高くなってくると。

このように思います。どうか日本の農林水産物にかかわっている皆さん、もっと自信を持

って頂いて、これからどんどんどんどん共に海外に発信していこうではありませんか。 

改めて、皆様方の御活躍と御健勝を祈念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきた

いと思います。本日はおめでとうございました。 
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協議会総会/議事録 

【受賞者講演：小池 信也】 

本日は、私にとって大変な賞を受賞させていただき大変に光栄です。ブラジルから参り

ました小池信也と申します。 
ブラジルに渡りすでに 20 年が経過しました。私は、サンパウロで 2 軒の和食店を経営し

ております。2007 年に、ブラジル日本文化交流福祉協会の和食普及委員会の委員長を引き

受け、より一層日本との和食を通じての交流ができるようになり、ブラジル一般大衆なら

びに和食業界、学生に向けた和食紹介事業を展開させて頂きました。 
海外での和食普及については、各国によって事情が異なると理解していますが、和食普

及の背景となる日本文化の伝達、広くわかりやすい味覚や技術の基本、正しい食材の取り

扱いを紹介し、日本食のファンを獲得していきたいと思っています。これを基盤に、日本

産品の優れた品質をブラジルの大衆に伝達していきたいと思っています。 
2008 年にさかのぼり、私が初めて手掛けさせて頂いた事業は精進料理紹介事業でした。

いきなりテーマとしてはハードルが高かったのですが、カトリック教徒の多い国で宗教的

な理解を超え、マイクロビオチコという観点と健康志向、そして日本食の歴史的な背景を

伝えるには非常に良いテーマとなりました。胡麻すりの実演や蕎麦打ちの実演は、ブラジ

ル人にとって非常に興味深い内容でした。翌年も続けてこの事業を行い、アマゾンの日系

移民の街まで出掛けました。 
次に実現させて頂いた事業は「京料理紹介事業」でした。初めて日本料理アカデミーの

了承を得て、会員の高橋拓児さん、高橋義弘さんに来伯頂き、日本料理が凝縮されている

京料理を紹介させて頂きました。大学でのレクチャーデモや、ブラジル有識者や料理ジャ

ーナリストを迎えてのブレゼンテーション夕食会を実施させて頂き、日本料理の奥深さに

触れて頂きました。2013 年には再度御両人に来伯頂き、チャリティー事業まで実施しまし

た。 
今年度はブラジルワールドカップに関連し、リオデジャネイロで開催された「ジャパン

プレゼンテーション事業」の一環であるリオ万博内ジャパンパビリオンでの和食ならびに

日本産品紹介事業への参加、コシノジュンコ先生との食とファッションのコラボレーショ

ン事業、サンパウロでは「nakata.net cafe 2014@サンパウロ」の運営受託をさせて頂き、

ワールドカップ期間中において多数の来場者に和食と日本酒の紹介を展開させていただき

ました。 
さらに、安倍総理来伯時に実施された和食紹介事業では、現地サイドのコーディネート

ならびに講演をさせて頂き、世界のトップシェフのアレックス・アタラ、日本を代表する

寿司職人の風戸正義氏ともに日本産品を使った料理の提案をさせていただきました。 
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その他私が今までやってきたことは、東日本震大災時の SOS ジャパン事業への参加、震

災 1 周年復興支援事業、またエキポテル内農林水産省の日本産品紹介講演会コーディネー

ト、日本における JETRO 主催水産セミナーでの講演、海外日系移民大会での海外における

和食の進化の講演、ナゴヤインターナショナルスシスクールにおける駐日ブラジル人を対

象にしたワークショップの実施等を行い、和食普及活動をブラジルと日本両者の視点に立

って実施してきました。 
今後の視点として、裾野の広がったブラジルの和食市場に、よりわかりやすく正しい和

食材の取り扱いや技術、作法の普及活動を実施していくとともに、人材の育成・向上を目

指した、日本的な交流を推進していきたいと思っております。本日はどうもありがとうご

ざいました。   
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【講演で使用した資料】 
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【受賞者講演：末次 庸介】 

ベルギーからやってきました末次庸介と申します。「のんべえ大学」という変な名前のレ

ストランで、わずか 25 席で小さくやっております。この「のんべえ大学」という名前をよ

くお客様から「なんでそんな名前をつけたのか」と聞かれます。昭和 25 年に父が他界し、

まだ乳飲み子だった私を、母が屋台に毛が生えたようなお店で、私を背負いながら始めた

商売の屋号がこの「のんべえ大学」です。母の心と、おかげさまで母のお客様への気配り

が受けたのか、最後には従業員を 5 人 6 人使うようなお店になっていました。私を育てて

くれた店ですから、いまだにこの名前が捨てられずに、変な名前ですが、この名前で小料

理屋をやらせていただいております。 
ベルギーに参りましたのは 1977 年、29 歳の時。在留邦人の方が 2000 人に満たないころ

です。いきなり 160 席の大型店舗を任され、親方の経験もない、マネジメントの経験もな

いところでいきなり任されたので、苦労も、悲しい思いも、うれしい思いも、いろいろ経

験させていただきました。大根を探してパリまで 350km 車を走らせたこともありました。

白菜をアムステルダムで見つけたという情報をいただくと、250km 車で走って、白菜だけ

を買いに行くということも初めのころはずいぶんありました。 
28 年間勤めさせていただき、その間に田川の赤坂にあったお店が知名度もあったという

ことで、政治家の先生方、あるいはミッションの方々、皇室の方々、いろいろ日本ではで

きない経験のお仕事をたくさんさせていただいたのは、私の財産になっています。 
今のお店は、25 席しかないお店を、ほぼ毎日 110％の集客でやっていますが、当時 160

席で 30％の集客もできず、ずいぶん上からも下からも叩かれてきました。面白いことに、

私どもがベルギーのブリュッセルで始めた当時は、80 年くらいから寿司というものが徐々

に知れ渡ってきて、当初は寿司を手で握っていると、手で握ったものを食べさせるのかと

いうお客様もたくさんいました。昨今の寿司のブーム、あるいはラーメン、あるいはすき

やき、しゃぶしゃぶが普通のものになり、洋食屋のメニューにもしゃぶしゃぶが載る時代

になってきました。 
1 年ほど前から、EU 圏内でも和牛の輸入が始まり、つい最近では季節野菜の輸入もやっ

と始まってきました。それまでは日本の大手のメーカーが作った餃子やシュウマイ等も、

お肉、魚の入っていないものが主力でした。まだ未だにそういった商品が多いです。EU も

だいぶ門戸を開けてくれてはいますが、まだまだいろいろな問題が輸入に際しては残って

いると思います。 
ただ本当に、1 日 1 日 1 つ 1 つ、徐々に今まで手に入らなかった食材が入ってきているの

は最近の仕事の励みになっています。和牛しかり、日本酒も美味しいものがたくさん入る

ようになりました。お野菜も、木の芽、花穂紫蘇、南瓜、じゃがいも、さつまいも。40 年

前から考えると夢のような食材が入るようになりました。 
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ただ、まだコスト的にお店ではなかなか使いづらいものもありますが、現地の方も喜ん

で召し上がってくださっているので、これからもできるだけそういったものを現地の方に

紹介できるお店にしていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。 
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【講演で使用した資料】 
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【受賞者講演：松 秀二郎】 

私はロサンゼルスより参りました。この度、このような素晴らしい賞を頂き心より感謝

申し上げます。私はアメリカに渡って以来、50 数年になりますが、そのきっかけには、私

の父の話を少し説明させてもらわねばなりません。 
私の父は、戦前に海外邦人向けの商売に携わっていたことがあります。満州、朝鮮、台

湾、上海。そのようなところに、沢庵や梅干し、花鰹、出汁じゃこといったものを輸出し

ていたそうです。戦後、父は大阪で食品卸業のビジネスをやっていましたが、1950 年代に

アメリカに市場視察にいき、その市場の大きさと驚異的経済発展とアメリカ人の生活の豊

かさを感じ、驚きと感激を持って日本に帰ってきました。 
帰国するや、私たち 5 人の兄弟を集めてアメリカの話をし、学校を卒業すると皆アメリ

カに行って勉強し、アメリカとのビジネスを目指さないといけないと言われたのです。こ

れが、私がアメリカに行くことになったきっかけです。 
私は日本の大学を卒業するとビジネスの為のパスポートの申請に取り掛かりました。と

ころが、政府から年齢が若すぎるのと、ビジネスの経験がないという理由で許可が下りま

せんでした。その当時の日本はドルの保有高が非常に少なく、ドルの外国への持ち出しに

ついて非常に厳しく制限されていました。 
その為すぐ旅行社に相談したところ、このような方法があることを教えて頂きました。

アメリカ人の保証人を見つけ、アメリカからエアチケットを送ってもらえたら、パスポー

トが取れるということです。 
早速父に相談したところ、ハワイで日本食の卸業の会社をやっている友達がいるので頼

んでみるということで、この話が実際にスムーズに進み、1960 年、23 歳の時にアメリカへ

行くことができたのです。自分の夢が叶い、非常に嬉しかったです。 
その時は J-VISA、日本でいう研修ビザでした。もちろん働いても給料は貰えませんが、

運良く会社の倉庫で商品の出し入れの仕事や、配達の手伝いをしながら、そこの社員と一

緒に仕事をして、アメリカ人の考え方や習慣を知ることができました。その上、マーケッ

トの流通の知識やビジネスのやり方を勉強できたのは、大きな収穫でした。 
実際に現地を廻ってみると、スーパーマーケットでは日本食の種類も非常に少なく、売

場の陳列も細々と売っている様子で、本当にがっかりし失望しました。日本にはたくさん

おいしいものがあり、いいものがあるのに、なぜだろうかと不信に思いました。問屋に行

っても日本のことを知っている人は非常に少なく、売れるようにと努力する人もいません

でした。 
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それで、これではいけないと思い、どうにかして自分たち自身の手で売らなければいけ

ないことに気が付いたのです。1963 年、28 歳のときに現地で会社を作りました。自分たち

で日本へ行き、人気のある商品を次々と現地に輸入し、週末には買って頂いた店で試食販

売し、料理の仕方を教えていきました。それにより、現地の人たちは、だんだんと日本の

商品に対して興味を持つようになり、売上も順調に上がって行きました。 
1970 年に入ると、日本からアメリカ進出する会社も多く、それにつれて急激に駐在員や

日本のレストランの数が増え、アメリカでの日本食に対する需要が大幅にアップしたので

す。売上もどんどん増えて行きました。 
事業拡張のため投資をすることになり、アメリカへ送金するのに日銀に申請しました。

その時に日銀の担当者が決算書を見られ、「小さい会社だけども、進出以来順調に成績を上

げられ、配当もきちんとされている」と言われ、褒めて頂きました。「日本から多くの会社

が進出されていきますが、利益を出しているところは非常に少なく、配当などしていると

ころはほとんどありません」と言われたのです。 
私たちに「輸出貢献企業」の表彰状を頂いた時には、私が最初にアメリカに来た時のこ

とを思い出し、非常に嬉しかったのを覚えています。その後ビジネスも順調に行き、兄弟 5
人の努力によってハワイ、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコと、次々に支

店を出していきました。 
ところが突然 1971 年にニクソンショックが起こり、ドル安・円高の情勢が起こり始めた

のです。1973 年には為替変動制に移りました。1978 年にはキングストン合意により 100
円に大暴落。1 年間に 100 円も下がったことが 2 回もありました。 

輸入コストも大幅に上がり、売値も次々と上げていかなければならない事態に陥りまし

た。販売が非常に難しくなってきたのです。カタログや値段表も 1 年に何回も訂正しなけ

ればならないことになり、お客様も段々と離れていきました。その上、東南アジアから同

じようなコピー商品が次々と市場に入ってきて大きな打撃を受け、ビジネスを続けていく

ことが難しくなってきました。日本から来られていた多くの中小企業の貿易屋の人たちは、

次々とアメリカ市場から撤退されました。 
1982 年には、私たちが長年アメリカでやってきた輸入卸業のビジネスを次々と閉鎖する

ことにして、ビジネスの形態を輸入卸業から小売業に転換したのです。円高に対応するた

めに直輸入をし、直接最終消費者へ売る会員制マーケットを作り、他社の売値より 40％～

50％安く売るシステムを開発しました。 
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私たちのビジネスのやり方はお客様から大好評を得ました。会員の人たちが要望するも

のは日本から何でも輸入します。ぜひ私たちにその情報をくださいということでやったの

ですが、それが大きな反響を呼びました。寿司店には大トロ、畳で寝たいという人には畳、

日本の風呂や仏壇など、要望に応じて日本から輸入するシステムが大きな反響を呼びまし

た。 
例えばお客さんから、いい寿司屋に行けばおいしい魚があるのに、なぜこのお店にはい

い魚がないのかと。それでトロでも大トロを揃えたりと、1 番いい寿司屋で扱っている食材

を揃え、お客さんから非常に喜ばれました。 

 
アメリカに長くいると、どうしても畳の上で寝たり、日本の風呂に入りたいという要望

もあります。ですから早速畳や日本風呂を直輸入しました。それもお客さんに基づきまし

た。そうしたことが次々と起こりました。例えば親が亡くなったけれど日本に行けないか

ら仏壇が欲しいと言う方には、仏壇の小さいものを作って、日本から輸入してきました。 

1 番面白かったのは、戒名が欲しいと、細かいことまで言われました。そうすると、どん

どん商品が大きくなっていき、お店のサイズがいくらあっても足りません。ですから 2000

坪の土地を買い、日本のものだったら何でも揃うと。着物でも下駄箱でも炬燵でも、お客

様が言われたものは何でも持ってきますということで、どんどん私たちのメンバーシップ

の会員が増えていったのです。 

また、1995 年にドルが 79 円まで暴落した時には、多くの日本の中小貿易会社はアメリ

カ市場で大きな損を出し、疲弊されましたが、私たちのビジネスに大きな影響はありませ

んでした。円高の危機をチャンスと捉え、市場参入方法を変え、会員制マーケットに業態

を変更し、日本食をアメリカに住んでいる人に安く提供できたこと、また日本の地方の名

産物を次々とアメリカ市場に提供し、お客様に喜ばれる店づくりをしました。そのためハ

ワイ、カリフォルニアにおいて日本食の販売に大きく貢献することができました。 
昨年 9 月にマルカイを退職しましたが、今後は、まだ日本食の行き渡っていない東海岸及

び南部方面に拠点を作り、その地域での日本食の拡販に努めて行きたいと思っています。 
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もう 1 つは、’The London is the capital of fine wines’ というのですが、ロンドンは世界

のワインキャピタルです。実はフランスではありません。あまり知られていませんが、ロ

ンドンは世界のワインビジネスのハブであり、そこにはオークションハウス、ワイン教育

機関、先ほどの IWC のようなワイン審査会が 4 つほどあります。そしてワインジャーナリ

ズムのメッカとなっています。このように、ロンドンの巨大な発信力とワインネットワー

クが利用できれば、世界へ日本酒の魅力を伝えるということも決して無理ではないと思っ

ています。 
最後になりますが、今年から私は、日本酒造組合中央会のリエゾンとして、生産者であ

る蔵元さん達のサポートもすることになりました。楽しみにしています。微力ですが、日

本酒と日本の素晴らしさを世界に伝えられるように、ロンドンから日本のために努力を続

けていきたいと思っています。これからもよろしくご指導をお願いいたします。ありがと

うございました。 
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【講演で使用した資料】 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【受賞者講演：ダルシャン・ムニダーサ】 

ただ今ご紹介にあずかりましたムニダーサ•ダルシャンと申します。この度は、このよう

な名誉ある賞を頂き、農林水産省をはじめ関係の方々に心より感謝を申し上げます。 
私は、昨日スリランカから参りましたが、東京で生まれ、７才まで日本で育ちました。

父はスリランカ人、母は日本人で、子供の頃から日本とスリランカの両方が自分の母国と

考えてきました。 
私が日本食を料理するようになったのは、アメリカに留学してからです。子供の頃日本食

をおいしく食べて育った私には、アメリカの食事は馴染みませんでした。ジョンズ・ホプ

キンス大学で、コンピュータ工学と国際関係学を学びました。勉強もとても大事にしてい

ましたが、当時、お漬物を漬けることも大事にしていました。 
93 年の 12 月に父が他界し、96 年の 6 月にアメリカの大学を卒業しました。長男である

私は、当時決まっていた日本での就職をお断りして、母や弟や妹が待っているスリランカ

に帰国することにしました。 
当時、スリランカは内戦が 12 年も続いていましたが、平和になる日が近いと思い、帰国

して半年後に日本食レストランを開くアイデアを持ちました。レストランの名前を考えた

とき、「日本橋」が頭に浮かびました。日本橋は江戸、東京のアイコンであり、築地の魚河

岸は昔、日本橋にあったこと。「はし」という言葉は「架け橋」という意味を持ち、自分の

レストランは日本とスリランカを食文化でつなぐ架け橋にしたいと思い、「日本ばし」と名

付けました。 
95 年に「日本ばし」1 号店を開店してからも内戦は 14 年間続きましたが、日本食の味、

お店の風景や雰囲気、和食の Philosophy を守りながら「日本ばし」を育ててきました。 
2001 年、コロンボのデパート内に鮨カウンターのお店を 2 号店として出店しました。この

50 平米の小さなお店がスリランカの和食ブームの火付け役になりました。コロンボに駐在

されている日本人のお客さんだけでなく、スリランカ人や海外のお客さんが多く「日本ば

し」にご来店頂けるようになりました。その後、ヒルトンコロンボレジデンスに 3 号店を

出店しました。 
「日本ばし」1 号店の本店は 2005 年にリニューアルし、6 テーブル、個室 8 部屋の 800

平米のお店になりました。焼き鳥は炭火で焼くため、竹で囲んだ Yakitori Garden や、ワイ

ンと和食をマリアージュさせた空間をお客様に提供できるように、Wine Room、蔵を作り

ました。近年、国際的な評価が高まっている日本のウイスキーをメインにした個室も今年

作りました。 
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2012 年には、築地から 100kg の食材をインドに運んで、The International Wine & Food 
Society (IW&FS)で 40 名様分のディナーをつくりました。私は英語で和食を説明すること

ができるので、インドの方々に和食のすばらしいところ、日本の食材のいいところを紹介

することができました。 
2009 年、11 年に、スリランカのテレビ局と合同で、日本食や日本の食材の紹介を含めた

テレビ番組を 26 本作成しました。スリランカでそれを放映し、そのうち 10 本のプログラ

ムで日本のまぐろ、築地、焼き鳥、お寿司、ラーメンなど日本の食文化を紹介しました。 
2011 年のシリーズでは 10 日間、テレビクルー3 名を連れて日本へ来ました。旅館の文化

は、谷川温泉の仙寿庵様、うなぎの料亭は赤坂重箱様を撮影しました。お好み焼きは大阪、

和牛の撮影は三重に行きました。 
アジアでは、和牛というブランドが正確に理解されていません。オーストリアやアメリ

カの牛肉に「和牛」という名前をつけた肉が多く出回っています。私は 30 分の番組をほぼ

すべて使い、和牛とは何かを説明しました。 
“和牛”という言葉は他の国のお肉には使えないと私どもが申し上げても、声は大きくあ

りません。しかし私は日本の和牛というブランドを、お客様に和牛の味、甘さを正しく教

えていきたいと思っています。「日本ばし」本店では、すき焼きやしゃぶしゃぶは A5 ラン

クの和牛のみしか使っていません。これからもがんばって、日本の食文化、日本の食材、

“Made in Japan”を守りながら世界に広げていきたいと思っています。 
2013 年、2014 年と「日本ばし」はサンペレグリノが発表しているアジア BEST50 レス

トランにランクインしました。BEST50 のレストランの中に、もう 1 つ和食レストランを

増やすことができたのが私にとって嬉しいことです。 
在スリランカ大使、粗大使「日本ばし」を育ててくれた多くのお客様、レストランビジ

ネスの先輩であるアマノさん、アベさん、アキマルさん、コジマさん、カトリさん、食材

のことを教えてくださった武蔵小金井の魚よしさん、築地のたくさんの方々にお世話にな

りました。この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。そして、私を生んでくれ

た母、美味しい日本食をたくさん食べに連れて行ってくれた天国の父に感謝しています。

今日は、誠にありがとうございます。 
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【講演で使用した資料】 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【受賞者講演：吉武 理恵】 

はじめまして。ロンドンから参りました吉武理恵と申します。本日は日本海外普及功労

者賞の栄誉をいただき、ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。 
私は、福岡県は宗像という小さな港町で育ちました。宗像の住民は古代から海人族と呼

ばれ、どういうわけか海の向こうの文化に興味を持つらしく、私も 30 歳の時に志を持って

英国に渡りました。それ以来約 30 年、ロンドンから、日本と英国を結ぶ仕事に携わってま

いりました。 
現在、私は日本酒のプロモーターとして、日本酒の魅力を伝える努力をしております。

そのきっかけは、2006 年の酒サムライとの出会いです。酒サムライとは、失われつつある

日本酒と日本の伝統を守り、世界に広めるために結成された全国若手蔵元の組織です。私

は、酒サムライの活動をサポートするにつれて、日本の文化、日本の魂である日本酒につ

いて、海外の人にもっと知ってほしいと強く考えるようになりました。 
インターナショナル・ワイン・チャレンジ、IWC は、ロンドンを拠点とする世界最大級

のワイン審査機構です。日本で酒サムライコーディネーターをされている平出淑恵さんの

ご尽力にはじまり、酒サムライの協力を得て、2007 年に IWC に日本酒部門が誕生しまし

た。私も当初から関与しておりますが、今年は 8 年目を迎え、12 カ国から 40 名の審査員

が参加しました。今年は新たにスパークリング酒と普通酒を加えて、合計 725 銘柄がエン

トリーされました。 
日本の品評会とは少し違い、IWC では個性的で香りの華やかなお酒が好まれる傾向にあ

りますが、これは海外の市場の嗜好を知るためには大変重要な指標になっていいます。 
では、私の英国での日本酒普及活動の場面を、4 つに分けてご紹介します。まずは、英国

の象徴、ウェストミンスターパレス、国会議事堂です。2009 年には日英修好 150 周年を祝

って、英国議会オープニングの公式ランチで初めて日本酒を振る舞いました。今年も日英

議員連盟と協力して、日本酒テイスティングを行いました。今後も継続的に行う予定です。 
世界の大企業、富裕層が集まるロンドンの金融街でも、積極的に日本酒を紹介していま

す。ご覧の写真は、世界最大の投資会社での日本酒レセプションの模様です。ワイングラ

スで冷たい吟醸酒を飲みながら交流を楽しんで頂きました。 
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ヨーロッパにいますと、日本酒に対して間違った先入観を持っている人が非常に多いこ

とに気づきます。日本酒はアルコール度が高い蒸留酒、つまりウォッカやウイスキーのよ

うな飲み物である、日本酒は温めて飲むもの、日本酒は寿司としか合わない、といった偏

見を皆さんは持っておられるのですが、これらの誤解を解いて、‘日本酒もワインのように

気楽に飲めるのですよ’‘日本酒も洋食と結構相性がいいですよ’といった感じで、1 つ 1
つひも解くように導いていくことが大事だと感じています。 

そして、日本酒のプロモーションのコアとなっているのは何といっても日本大使館です。

林景一大使をはじめとする大使館員の皆様は本当に熱心に日本酒をプロモートされていま

す。こちらの写真は IWC の恒例の受賞祝賀試飲会です。今年も 15 蔵が参加し、多くの日

本酒ファンが大使館に訪れました。 
左下の写真は Japan 400、去年は日英交流が始まって 400 年周年念だったのですが、そ

のときの鏡開きです。このように、日本酒が今では日本のアイデンティティー、おもてな

しの心として、いろいろな場面で登場するようになりました。 
最後は教育の場面です。これは、今、私は特に力を入れているところです。英国にはご

存じのように、名門オックスフォード大学、ケンブリッジ大学等があり、そこには未来を

担う若者たち、いわゆる世界の将来のリーダーたちが集まり、勉学に励んでいます。数年

前より大学構内で試飲会やパーティ、日本酒講義を開催して、日本酒を通じて日本を紹介

しています。 
左に見える日本酒講座には、250 人がすぐに集まり、その中には 45 か国の国籍を持った

生徒がいると聞いて本当に驚きました。 
右側は、オックスフォード大学院、MBA チームですが、彼らは卒業のプロジェクトに日

本酒をプロジェクトとして、‘日本酒の英国市場調査’を行なってくれました。その結果は

日本酒業界でもシェアするということです。このように、オックスフォード大学の若者は、

今とても日本酒に興味を持っているというのを肌で感じています。 
最後に、私がロンドンにいるからというわけではないですが、世界に日本酒を広める上

で英国がなぜ大事であるか、‘海外市場開発における英国の重要性’について 2 点触れさせ

てください。 
1 つは、ロンドンがもつ情報発信力です。世界のトレンドは英国のメディアを通じて作ら

れると言っても過言ではないと思います。BBC に代表されますように、情報の「信頼性」、

「信憑性」においても定評があります。 
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もう 1 つは、’The London is the capital of fine wines’ というのですが、ロンドンは世界

のワインキャピタルです。実はフランスではありません。あまり知られていませんが、ロ

ンドンは世界のワインビジネスのハブであり、そこにはオークションハウス、ワイン教育

機関、先ほどの IWC のようなワイン審査会が 4 つほどあります。そしてワインジャーナリ

ズムのメッカとなっています。このように、ロンドンの巨大な発信力とワインネットワー

クが利用できれば、世界へ日本酒の魅力を伝えるということも決して無理ではないと思っ

ています。 
最後になりますが、今年から私は、日本酒造組合中央会のリエゾンとして、生産者であ

る蔵元さん達のサポートもすることになりました。楽しみにしています。微力ですが、日

本酒と日本の素晴らしさを世界に伝えられるように、ロンドンから日本のために努力を続

けていきたいと思っています。これからもよろしくご指導をお願いいたします。ありがと

うございました。 
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【講演で使用した資料】 
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【講演で使用した資料】（つづき） 
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【櫻庭局長より輸出戦略実行委員会の取組状況のご説明】 

ただいまご紹介に預かりました桜庭です。時間も押しているので、輸出戦略実行委員会

の取り組み状況について簡潔にご報告します。 
先ほど来、総理のご挨拶にもありましたが、2020 年までに 1 兆円に輸出金額を拡大する

ということで、左上にありますが、PDCA サイクルを回しながら、常に検証、修正しなが

ら進めているところです。 
実は今まで輸出戦略はばらばらだったのではないかということで、左上に司令塔とあり

ますが、輸出戦略実行委員会を本年 6 月に設立しました。品目部会、テーマ別部会を設立

しました。そして地方ブロック意見交換会を踏まえ、これらの取り組みは今年だけで 55 回

の検討をして、これからは実行のときを迎えたということです。 
実行にあたってはクールジャパン戦略、ビジット・ジャパン事業、そして実際に支援し

ていただくのは世界各地と日本にネットワークを持っている JETRO さんとコラボして行

っているところです。 
品目別輸出団体のイメージです。品目によってその特徴、あるいは取り組み内容はある

程度異なってはいますが、関係事業者が幅広く取り組めるといったことを協議会、あるい

は公益法人として確立して持っていきたいと思っています。 
それぞれの体制のことは時間の関係上省略しますが、各県のブランド、今まで培ってき

たものを阻害することなく、オールジャパンにまずその国の特性に合わせてパッケージン

グから輸送、流通形態、そして棚を全て日本に持っていく。そこで食い合いをするのでは

なく、まず日本というものを売っていく。その中で各県の方々、あるいはそれぞれのブラ

ンドが切磋琢磨していくというかたちに持っていきたいと思っています。 
テーマ別の検討部会、物流輸出環境部会とありますが、特に日本の農産物の特徴である

生鮮、鮮度をどう確保するかという点で、物流部会、それからハラール、いろいろな対応

をするべき課題があるので、1 つ 1 つ解決に向けて取り組んでいるところです。 
最後に非常に細かくて恐縮ですが、原子力発電所の事故に伴う食品の輸入規制の動きで

す。赤くなっているところが、頑張っているところです。まだまだ残っているところはあ

りますが、昨日もサウジアラビア、その前はタイというかたちで徐々に解禁されてきてい

るところです。 
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最後になりますが、輸出金額の推移です。私どももやはり 1 兆円の目標は達成したいと

思っていますが、単なる農産物の輸出ではなく、先ほど来受賞者の皆様がお話されたよう

に、日本の食文化、日本人の心、日本の生き様。こういったものを合わせて行っていくこ

とで定着するものだと考えています。そういう意味では、来年 5 月 1 日からミラノで半年

間食の万博があります。皆さんこぞってミラノにおいでいただければありがたいと思いま

すし、それを契機にして 2020 年の東京オリンピック、パラリンピックに向けて取り組みた

いと思うので、今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いします。以上です。 
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【説明に使用した資料】 
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【説明に使用した資料】（つづき） 
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制作物 
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制作物/ホームページへの掲載 
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 日本語 

英語 
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功労者 5名 
 

(計5名) 

胸章 

 功労者およびVIP、会長、選考委員の方には胸章を左胸に装着頂きました。※胸章に名入れはしておりません。  

識別証デザイン 

 参加者(および運営スタッフ)には参加者種別ごとに名札下部を色分けした識別証を受付でお渡し、装着頂きました。 

＜一般会員＞ 

＜地方自治体・地方ブロック職員＞ 

＜報道関係者＞ 

＜運営スタッフ＞ 

※こちらのストラップ付きネームホルダーに入れた状態でお渡ししました。 
  事前申請がなく、当日登録された方には、催事名とロゴのみが入っているものをお渡し、名刺を入れて頂きました。 

＜受賞関係者＞ 

＜他省庁＞ 

内閣総理大臣 
農林水産大臣 
協議会会長 

 選考委員 1名 
事務次官 

局長  
(計6名) 

＜農林水産省＞ 

制作物/識別証 
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受付区分サイン 

制作物/受付サイン・配布物一覧 

一般会員 
都道府県・ 
地方ブロック 

 

受付 

報道関係者 
 

受付 

受賞関係者 
選考委員 

 

受付 

農林水産省 
省庁関係者 

 

受付 

Ａ４出力 

配布物 準備数 

総会議事次第 300 

資料1 農林水産物等輸出促進全国協議会の構成員等 300 

資料2 平成26年度日本食海外普及功労者プロフィール 300 

資料3 輸出戦略実行委員会の取組状況 300 

資料4 平成26年度農林水産物等の輸出取組事例集の冊子 300 

 下記に記載した資料を封筒にアッセンブリしたものを席置き。 
 VIPおよび受賞者・選考委員の分は控室にセット。 

配布物一覧 

総会名称入り封筒に 
セット 300 

【総会名称入り封筒】 
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誘導サイン配置場所 

改札 

【B2階】 

【3階】 

【1階】 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

総会会場 

進んだ先右手にあるエレベーターで 
1階にお上がり下さい。 

出席者が迷わないよう最寄駅から会場まで 
誘導サインを適所に配置。 

左の自動ドアから入り、 
直進してください。 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

総会会場 

後方のエレベーターで 
1階にお降りください。 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

総会会場 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

総会会場 

会場受付は右手にあります。 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

総会会場 

制作物/サイン配置 
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制作物/サイン計画 

会場・控室前サイン 

【2階】 

【1階】 

Capitol Hotel Tokyu 

会場前のサインはパネル加工したものをイーゼルで表示。 
控室前はデジタルサイネージで表示。 

   農林水産物等      
   輸出促進全国協議会 

 

 総会会場 

2階 VIP控室前のディスプレイにはホテル名を表示。 

●鳳凰 

●橘・桜・藤 共通 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

 

農林水産省 
控室 

農林水産物等 
輸出促進全国協議会 

 

選考委員/功労者 
控室 

●桐(西)  ●桐(東) 

会場吊り看板 
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媒体掲載関連 
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媒体掲載関連/新聞・雑誌 

報告記事数 76 

No 掲載日 媒体名 発行部数 出版社 見出し ジャンル

1 2014/11/22 朝日新聞（東京） 4,369,490 (株)朝日新聞社東京本社 首相動静 全国紙（東京）

2 2014/11/22 毎日新聞（東京） 1,555,872 (株)毎日新聞社東京本社 首相日々 全国紙（東京）

3 2014/11/22 読売新聞（東京） 6,071,899 (株)読売新聞社東京本社 安倍首相の一日 全国紙（東京）

4 2014/11/22 日本経済新聞（東京） 1,828,125 (株)日本経済新聞社東京本社 首相官邸 全国紙（東京）

5 2014/11/22 産経新聞（東京） 771,734 (株)産経新聞社東京本社 安倍日誌 全国紙（東京）

6 2014/11/22 東京新聞 561,498 (株)中日新聞社東京本社 首相の一日 東京地方・夕刊紙

7 2014/11/22 朝日新聞（札幌） 154,207 (株)朝日新聞社北海道支社 首相動静 全国紙（地方・県版）

8 2014/11/22 朝日新聞（名古屋） 422,510 (株)朝日新聞社名古屋本社 首相動静 全国紙（地方・県版）

9 2014/11/22 朝日新聞（大阪） 2,315,484 (株)朝日新聞社大阪本社 首相動静 全国紙（地方・県版）

10 2014/11/22 朝日新聞（北九州） 779,630 (株)朝日新聞社西部本社 首相動静 全国紙（地方・県版）

11 2014/11/22 毎日新聞（札幌） 67,210 (株)毎日新聞社北海道支社 首相日々 全国紙（地方・県版）

12 2014/11/22 毎日新聞（名古屋） 173,632 (株)毎日新聞社中部本社 首相日々 全国紙（地方・県版）

13 2014/11/22 毎日新聞（大阪） 1,390,798 (株)毎日新聞社大阪本社 首相日々 全国紙（地方・県版）

14 2014/11/22 毎日新聞（北九州） 646,307 (株)毎日新聞社西部本社 首相日々 全国紙（地方・県版）

15 2014/11/22 読売新聞（札幌） 234,577 (株)読売新聞社北海道支社 安倍首相の一日 全国紙（地方・県版）

16 2014/11/22 読売新聞（名古屋） 159,048 (株)読売新聞社中部支社 安倍首相の一日 全国紙（地方・県版）

17 2014/11/22 読売新聞（大阪） 2,536,446 (株)読売新聞社大阪本社 安倍首相の一日 全国紙（地方・県版）

18 2014/11/22 読売新聞（北九州） 908,127 (株)読売新聞社西部本社 安倍首相の一日 全国紙（地方・県版）

19 2014/11/22 日本経済新聞（札幌） 54,421 (株)日本経済新聞社札幌支社 首相官邸 全国紙（地方・県版）

20 2014/11/22 日本経済新聞（名古屋） 207,767 (株)日本経済新聞社名古屋支社 首相官邸 全国紙（地方・県版）

21 2014/11/22 日本経済新聞（大阪） 762,068 (株)日本経済新聞社大阪本社 首相官邸 全国紙（地方・県版）

22 2014/11/22 日本経済新聞（北九州） 199,262 (株)日本経済新聞社西部支社 首相官邸 全国紙（地方・県版）

23 2014/11/22 産経新聞（大阪） 894,494 (株)産経新聞社大阪本社 安倍日誌 全国紙（地方・県版）

24 2014/11/22 産経新聞（大阪） 894,494 (株)産経新聞社大阪本社 首相、農産物輸出拡大を表明 全国紙（地方・県版）

25 2014/11/22 北海道新聞（札幌） 1,163,172 (株)北海道新聞社 動静 地方紙・ブロック紙

26 2014/11/22 東奥日報（青森） 250,932 (株)東奥日報社 動静 地方紙・ブロック紙

27 2014/11/22 東奥日報（青森） 250,932 (株)東奥日報社 農産物の輸出「必ず伸びる」 地方紙・ブロック紙

28 2014/11/22 デーリー東北（八戸） 105,217 (株)デーリー東北新聞社 農産物輸出「必ず伸びる」 地方紙・ブロック紙

29 2014/11/22 秋田魁新報（秋田） 254,079 (株)秋田魁新報社 首相の一日 地方紙・ブロック紙
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30 2014/11/22 秋田魁新報（秋田） 254,079 (株)秋田魁新報社 農産物輸出「必ず伸びる」 地方紙・ブロック紙

31 2014/11/22 岩手日報（盛岡） 216,727 (株)岩手日報社 首相動静 地方紙・ブロック紙

32 2014/11/22 岩手日報（盛岡） 216,727 (株)岩手日報社 農林水産物の輸出拡大強化 地方紙・ブロック紙

33 2014/11/22 河北新報（仙台） 474,796 (株)河北新報社 日録 地方紙・ブロック紙

34 2014/11/22 山形新聞（山形） 204,552 (株)山形新聞社 安倍首相の動静 地方紙・ブロック紙

35 2014/11/22 福島民報（福島） 300,507 (株)福島民報社 首相動静 地方紙・ブロック紙

36 2014/11/22 福島民友（福島） 200,912 福島民友新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

37 2014/11/22 上毛新聞（前橋） 311,482 (株)上毛新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

38 2014/11/22 千葉日報（千葉） 174,273 (株)千葉日報社 農産物輸出「必ず伸びる」 地方紙・ブロック紙

39 2014/11/22 神奈川新聞（横浜） 216,294 (株)神奈川新聞社 動向 地方紙・ブロック紙

40 2014/11/22 信濃毎日新聞（長野） 486,693 信濃毎日新聞(株)長野本社 首相動静 地方紙・ブロック紙

41 2014/11/22 岐阜新聞（岐阜） 177,252 (株)岐阜新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

42 2014/11/22 静岡新聞（静岡） 693,193 (株)静岡新聞社 首相の動静 地方紙・ブロック紙

43 2014/11/22 中日新聞（名古屋） 2,725,669 (株)中日新聞本社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

44 2014/11/22 新潟日報（新潟） 488,700 (株)新潟日報社 首相動静 地方紙・ブロック紙

45 2014/11/22 北日本新聞（富山） 245,186 (株)北日本新聞社 安倍首相の一日 地方紙・ブロック紙

46 2014/11/22 富山新聞（富山） 350,662 (株)富山新聞社 首相日誌 地方紙・ブロック紙

47 2014/11/22 富山新聞（富山） 350,662 (株)富山新聞社 農産物輸出「必ず伸びる」 地方紙・ブロック紙

48 2014/11/22 北國新聞（金沢） 350,662 (株)北國新聞社 首相日誌 地方紙・ブロック紙

49 2014/11/22 北國新聞（金沢） 350,662 (株)北國新聞社 農産物輸出「必ず伸びる」 地方紙・ブロック紙

50 2014/11/22 北陸中日新聞（金沢） 101,226 (株)中日新聞社北陸本社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

51 2014/11/22 日刊県民福井（福井） 40,170 (株)中日新聞社福井支社 首相動静 地方紙・ブロック紙

52 2014/11/22 福井新聞（福井） 209,464 (株)福井新聞社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

53 2014/11/22 京都新聞（京都） 413,734 (株)京都新聞社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

54 2014/11/22 大阪日日新聞（大阪） 7,733 (株)新日本海新聞社　大阪本社 首相動静 地方紙・ブロック紙

55 2014/11/22 神戸新聞（神戸） 558,605 (株)神戸新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙
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56 2014/11/22 山陽新聞（岡山） 454,872 (株)山陽新聞社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

57 2014/11/22 中国新聞（広島） 673,749 (株)中国新聞社 首相の動静 地方紙・ブロック紙

58 2014/11/22 日本海新聞（鳥取） 169,939 (株)新日本海新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

59 2014/11/22 山陰中央新報（松江） 182,823 (株)山陰中央新報社 首相動静 地方紙・ブロック紙

60 2014/11/22 山口新聞（下関） 88,120 (株)みなと山口合同新聞社 安倍首相動静 地方紙・ブロック紙

61 2014/11/22 徳島新聞（徳島） 249,252 (社)徳島新聞社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

62 2014/11/22 四国新聞（高松） 208,644 (株)四国新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

63 2014/11/22 愛媛新聞（松山） 301,822 (株)愛媛新聞社 首相の一日 地方紙・ブロック紙

64 2014/11/22 高知新聞（高知） 207,198 (株)高知新聞社 動静 地方紙・ブロック紙

65 2014/11/22 西日本新聞（福岡） 813,530 (株)西日本新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

66 2014/11/22 佐賀新聞（佐賀） 140,817 (株)佐賀新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

67 2014/11/22 長崎新聞（長崎） 184,389 (株)長崎新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

68 2014/11/22 長崎新聞（長崎） 184,389 (株)長崎新聞社 農産物輸出策を強化 地方紙・ブロック紙

69 2014/11/22 熊本日日新聞（熊本） 340,127 (株)熊本日日新聞社 首相の動静 地方紙・ブロック紙

70 2014/11/22 宮崎日日新聞（宮崎） 219,065 (株)宮崎日日新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

71 2014/11/22 南日本新聞（鹿児島） 364,114 (株)南日本新聞社 首相動静 地方紙・ブロック紙

72 2014/11/22 琉球新報（那覇） 200,043 (株)琉球新報社 農産物輸出拡大へ 地方紙・ブロック紙

73 2014/11/26 日刊水産経済新聞 58,000 (株)水産経済新聞社 首相「成長産業になるために大切」 専門紙

74 2014/11/22 日本農業新聞 359,149 (株)日本農業新聞
輸出1兆円へ　来年に品目別団体

設立
専門紙

75 2014/11/28 日本食糧新聞 101,300 (株)日本食糧新聞社
6次産業化と輸出の拡大で農家所

得倍増へ
専門紙

76 2014/12/5 日本農民新聞 ― 日本農民新聞社
オールジャパンで輸出促進　品目ご

との輸出団体を設立へ
専門紙35,000 
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報告記事数 36 

掲載日 媒体名 記事タイトル URL

2014/11/21 47NEWS 農産物輸出「必ず伸びる」　安倍首相、成長産業化へ http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014112101001829.html

2014/11/21 @nifty ニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 - 速報：@niftyニュース
http://news.nifty.com/cs/economy/phdetail/kyodo-
2014112101001833/1.htm

2014/11/21 @nifty ニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 - 速報：@niftyニュース
http://news.nifty.com/cs/economy/economyalldetail/kyodo-
2014112101001833/1.htm

2014/11/21 dメニュー 首相動静―１１月２１日（朝日新聞）
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi/politics/ASGCP5TKHG
CPUTFK01H?fm=latestnews

2014/11/21 excite.ニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 安倍首相、成長産業化へ
http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20141121/Kyodo_BR_MN
2014112101001833.html

2014/11/21 goo ニュース 首相動静—１１月２１日(朝日新聞)
http://mpgw.news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASGCP5TKHGCP
UTFK01H.html

2014/11/21 goo ニュース 首相動静—１１月２１日(朝日新聞)
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASGCP5TKHGCPUTFK
01H.html

2014/11/21 goo ニュース 首相動静—１１月２１日(朝日新聞)
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/elex/ASGCP5TKHGCP
UTFK01H.html

2014/11/21 Infoseek ニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 安倍首相、成長産業化へ http://news.infoseek.co.jp/article/21kyodo2014112101001833

2014/11/21 livedoor 農産物輸出「必ず伸びる」 安倍首相、成長産業化へ http://news.livedoor.com/article/detail/9495442/

2014/11/21 mixiニュース 首相動静—１１月２１日 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3152841&media_id=168

2014/11/21 qBiz
農産物輸出「必ず伸びる」　安倍首相、成長産業化へ：ニュース：全国
経済：qBiz 西日本新聞経済電子版

http://qbiz.jp/article/50423/1/

2014/11/21 So-netニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1031993/

2014/11/21 So-netニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1031993/?nv=c_cat_latest

2014/11/21 Web東奥
農産物輸出「必ず伸びる」／安倍首相、成長産業化へ／Ｗｅｂ東奥・
ニュース／20141121

http://www.toonippo.co.jp/news_kyodo/news_mn/201411210100183
31.asp

2014/11/21 さきがけonTheWeb 農産物輸出「必ず伸びる」　安倍首相、成長産業化へ http://www.sakigake.jp/p/news/seikei.jsp?nid=2014112101001829

2014/11/21 デイリースポーツ 農産物輸出「必ず伸びる」/経済/デイリースポーツ online
http://www.daily.co.jp/society/economics/2014/11/21/0007522752
.shtml

2014/11/21 デーリー東北新聞社
デーリー東北新聞社:ONLINE SERVICE：農産物輸出「必ず伸びる」　安
倍首相、成長産業化へ

http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2014112101001829.html

2014/11/21 デーリー東北新聞社
デーリー東北新聞社:ONLINE SERVICE：農産物輸出「必ず伸びる」　安
倍首相、成長産業化へ

http://www.daily-
tohoku.co.jp/news/keizai/20141121/2014112101001829.html

2014/11/21 デーリー東北新聞社
デーリー東北新聞社 ONLINE SERVICE：農産物輸出「必ず伸びる」
安倍首相、成長産業化へ

http://www.daily-tohoku.co.jp/news/p2014112101001829.html

2014/11/21 デーリー東北新聞社
デーリー東北新聞社 ONLINE SERVICE:農産物輸出「必ず伸びる」　安
倍首相、成長産業化へ

http://www.daily-tohoku.co.jp/news/m2014112101001829.html

2014/11/21 ニコニコニュース 農産物輸出「必ず伸びる」 安倍首相、成長産業化へ http://news.nicovideo.jp/watch/nw1332546

2014/11/21 京都新聞 農産物輸出「必ず伸びる」 安倍首相、成長産業化へ : 京都新聞 http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20141121000123

2014/11/21 佐賀新聞 農産物輸出「必ず伸びる」 http://www.saga-s.co.jp/news/national/10204/127977

2014/11/21 大阪日日新聞 農産物輸出「必ず伸びる」　安倍首相、成長産業化へ http://www.nnn.co.jp/dainichi/knews/141121/20141121106.html

2014/11/21 山陰中央新報 山陰中央新報 - 農産物輸出「必ず伸びる」　安倍首相、成長産業化へ
http://www.sanin-
chuo.co.jp/newspack/modules/news/article.php?storyid=130259701
2

2014/11/21 朝日新聞デジタル 首相動静―１１月２１日：朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASGCP5TKHGCPUTFK01H.html

2014/11/21 神戸新聞NEXT 神戸新聞NEXT｜全国海外｜経済｜農産物輸出「必ず伸びる」
http://www.kobe-
np.co.jp/news/zenkoku/compact/201411/0007522749.shtml

2014/11/21 福井新聞
農産物輸出「必ず伸びる」  安倍首相、成長産業化へ　経済　全国の
ニュース

http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CO/economics/90431
5.html

2014/11/22 日本農業新聞 ｅ農ネット 日本農業新聞 ｅ農ネット - 輸出１兆円へ　来年に品目別団体設立
http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=3090
3

2014/11/22 時事ドットコム 時事ドットコム：首相動静（１１月２１日） http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2014112100141

2014/11/22 東京新聞 １１月２１日（金） Tweet mixiチェック 2014年11月22日 紙面から  
http://www.tokyo-
np.co.jp/article/politics/shusho/CK2014112202000120.html

2014/11/22 産経ニュース 【安倍日誌】２１日 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/politics/news/141122/plt1411220016-
n1.html

2014/11/23 時事ドットコム 時事ドットコム：首相動静（１１月２１日） http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2014112100141

2014/11/24 時事ドットコム 時事ドットコム：首相動静（１１月２１日） http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date4&k=2014112100141

2014/11/26 日刊水産経済新聞
輸出促進で水産物を成長産業に、安倍首相が輸出促進全国協総会で
呼び掛け - 人物

http://www.suikei.co.jp/%E8%BC%B8%E5%87%BA%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%A7%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9%E3%82%

92%E6%88%90%E9%95%B7%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%80%81%E5%AE%89%E5%80%8D%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%81

%8C%E8%BC%B8%E5%87%BA/


