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本事業の目的 

はじめに 

 少子高齢化や人口減少等を背景に日本産の農林水産物・食品（以下「農林水産物等」）の国内

需要が少なくなる見通しの中で、海外では高い経済成長率を続ける国々がみられる。こうした海

外市場を日本産の農林水産物等の有望市場と位置づけ、日本産の農林水産物等が持つ魅力を

発信することで日本産の農林水産物等の輸出を促進し、国内農林水産業の発展に結び付けるこ

とが重要である。また、日本産の農林水産物等が持つ魅力の発信のためには、人や物の流れの

中心として周辺国・地域に影響力を持つハブ 都 市 において重点的な情報発信を行うことが効率

的であると考えられる。 

 このような目論見のもとに、平成26年度『「日本食・食文化魅力発信プロジェクト」―日本食・食

文化の世界的普及プロジェクト事業のうち世界のハブ都市における日本食・食文化情報発信拠

点の設置（東南アジア）』（以下、本事業）は実施された。 

 本事業は農林水産省が平成25年8月に公表した「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」

で新興市場とされている東南アジアにおける世界有数のハブ都市も持つベトナムに日本食・食文

化の情報発信拠点（以下、「情報発信拠点」）を設置することにより、日本産の農林水産物等が持

つ魅力を日本食・食文化と合わせて発信し、日本食の普及と日本産の農林水産物等の需要の喚

起を図ることを目的とした。 

 取組 内 容 は、（１）イベントの開催、（２）情報発信、（３）試験販売等の機会の提供、（４）常設展

示スペースの設置、（５）ウェブサイトによる広報活動、（６）有望産品の調査・分析、（７）アンケート

の実施、などの７つのカテゴリに大別される。それぞれの取組内容については、本事業報告書の

各項を参照されたい。 
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（１）事業全体フレーム 

イオンモールでの情報発信拠点を起点に、期間中をフェアとして展開、 
「BtoB」×「BtoC」施策の両輪で日本産食品と日本の食文化を発信する施策を 

融合し、ベトナム市場に総合的に情報発信 

 JAPANESE  FOOD  MUSEUM 
2014年9月3日～2015年2月15日 / 会場：サブコート 

THE SUSHI-BAR（2号店、3号店） 

日本食・食文化魅力発信プロジェクト 

「おいしいWASHOKUフェア2014」 

 2014年12月8日～ 

情報発信拠点 

2014年9月10～13日  

イベント➌ 

日本食・食文化PR連携展開 

料理教室連携 
展開 

2014年11月19日 

日本食・食文化 
PRマガジン発行 

PR、WEB、
FACEBOOK 
メディア展開 

試験販売 常設展示 
イベント❶ 

情報発信拠点 
 

食品業界展示会 

バイヤー向けメニュー 

オープニングイベント 
(会場：セントラルコート） 

情報発信拠点 

ブース出展 
 

 2014年9月3日／12月1日 

2014年9月13、14日 

1.開催概要 

一般消費者向けメニュー 

①2014年12月1日～ 
②2014年12月8日～ 

イベント②メニュー提供 
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（２）実施運営体制 

1.開催概要 
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農林水産省 
食料産業局 輸出促進グループ 

株式会社AAB 
全体統括／企画／事業報告 

／日本側事務局対応 

＜ベトナム現地法人＞ 

AAB Vietnam 
制作／実施運営／施工／調査 

翻訳／デザイン／ 
印刷物制作 

ウェブ制作／Facebook運営 
メディア手配 

ブースデザイン／施工担当 BtoB窓口／調査／食材調達 制作／運営 

＜日本側担当者＞  

【受託責任者：中野聖二】 
（全体・予算・スケジュール管理） 

【企画プロデュース統括＆現場責任者：妹尾謙二】 
【現場責任者補佐・事務局スタッフ：関谷真司】 

【ベトナム側責任者：平櫛開三】 
（企画及び実施運営 実務統括、バイヤー対応 

各出展企業対応） 
【制作担当：青山、楠山】 

許可申請／在外公館窓口 



和食・日本の 
食文化コーナー 

出展企業 
コーナー② 

出展企業 
コーナー① 

＜ミニオフィス＞ 

＜野点コーナー＞ 

＜モニター＞ 

全体 出展企業コーナー 和食・日本の食文化コーナー 

野点 スクリーン 会場の様子 

□ 情報発信拠点 JAPANESE FOOD MUSEUM 
     開催日時：2014年9月3日～2015年2月15日 10:00～22：00(土日祝9:00～22:00)  
     場所： イオンモール タンフーセラドン グランドフロア サブコート 
       

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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□ 和食・日本の食文化コーナーにおける展示 

一汁三菜 日本茶 

和牛 四季 

和菓子 麺 

日本酒 おせち 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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Japanese Food Museum PR movie – 一汁三菜 

和食の基本形である「一汁三菜」。一汁三菜とは「ご飯」と「汁」と「香の物」にいくつかの「菜」が添えられ
ている組みあわせのことです。香のものとはお漬物など、「菜」とは焼き物や煮物、和え物などのおかず
の組み合わせをいいます。ご飯を主食として食べるために、ご飯にあうおかずと味噌汁などの組みあわ
せが基本となります。 
 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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春夏秋冬、四季が明確に分かれている日本。その気候を活かして収穫される農作物は、稲を中心に野
菜や山菜、きのこなどが多彩です。また日本は海に囲まれており黒潮と親潮がぶつかることで、豊かな
魚場となり捕れる魚の種類も多く、地域性豊かな魚食文化が生まれました。日本人は季節に応じて取れ
る食材を「旬」とよび、その食材の一番おいしい季節を楽しむ工夫があります。 
 

Japanese Food Museum PR movie –四季 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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Japanese Food Museum PR movie –日本酒 

日本酒は米と米麹、そして水を主な原料として発酵させてつくられます。稲作を中心に文化を育んできた日本
では、米、餅、そして米からつくられる酒は古くから重要なものとされてきました。原料には主食用の米でなく、
酒造りに適するよう品種改良された米を使います。また、日本酒の８０%を占める良質な水の品質もとても重
要です。古くから水が豊かで美味しい場所に多くの日本酒の蔵元がつくられました。また、米や麦、さつまいも
などを原料とする焼酎も日本酒とならび日本の国酒とされています。酒は人と人の心をほぐし、食事をひきた
たせる重要な役割を担っています。 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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日本人には伝統的なお茶を飲む作法として”茶道”があり、これは日本の伝統的な文化です。日本ではお
茶を飲むことは芸術とされ、お湯の準備、道具を温めること、お茶入れ方など、１つ１つの作法に決まりが
あります。茶道はお客さんを歓迎する時、花見などで振る舞われます。 
日本の緑茶 
煎茶: これは少し渋く、甘いです。ビタミンCの量が高く、日本の女性が好む味です。 
番茶： ２月末から５月までに茶葉を使い、次にまた種になるまでに育て、種と茶葉が収穫されます。 

Japanese Food Museum PR movie –日本茶 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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和菓子は、抹茶を立てる茶道のお茶請けとして発達しました。 
和菓子は、季節に合わせて材料や、色、デザインが選ばれ、味覚だけでなく、視覚でも楽しめる、美しい
ものも多いです。また年中行事と結びつくお菓子も多いです。 

Japanese Food Museum PR movie –和菓子 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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Japanese Food Museum PR movie –麺 

うどん、そば、そうめん、冷麦、きしめん、ちゃんぽん、中華めんなど日本には様々な麺の種類と麺料理
があります。原料も、米、小麦粉そば粉などがさまざま。 
麺には生めんや乾燥させた乾麺など保存性のあるものなど様々です。 
またインスタントラーメンは全世界に輸出、技術が発信されている日本発の大ヒット商品です。 
 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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Japanese Food Museum PR movie – 和牛 

日本の牛肉料理として代表的なものは、すき焼き、焼き肉、しゃぶしゃぶ、牛丼などがあります。日本は
長く仏教の影響もあり、鶏肉や猪は一部で食べられていましたが、あまり肉を食べる文化はありません
でした。特に牛肉が一般的に食べられるようになったのは文明開化の明治時代以降です。日本産和牛
の美味しさの特徴は、旨みのもとである良質なアミノ酸と不飽和脂肪酸が多いことで生まれるやわらか
な食感、日本産和牛が持つ本来の香りにあります。 食感を左右する“ さし”と呼ばれるその脂は、日本
においては、その入り方でランク付けされるほど、美味しさの象徴とされ、重宝されています。 
 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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Japanese Food Museum PR movie –調味料 

夏に高温多湿となる日本では、アジア各国と同様に発酵食品が発達しました。味噌、醤油、みりん、酢
などの発酵調味料は大豆や穀物を塩漬けにして発酵させてつくられます。このような発酵調味料を多く
使うのが和食の特徴です。大豆や穀物を発酵させると原料のたんぱく質がアミノ酸に変化してうま味成
分を含んだ調味料になります。発酵食品も多様で、塩辛や納豆、漬物など和食にはうま味が含まれま
す。 

□モニター : 和食に関する映像 

（1）施設の規模、デザイン、設備 

２.情報発信拠点  
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□出展企業 : 企業リストと販売数 

（2）出展企業情報 

２.情報発信拠点  
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出展企業 実施内容 販売品 販売数 

【9月3日～9月14日】 揖保の糸様 
 

販売、サンプリング 揖保乃糸(上級品･300g)  112 

【9月15日～9月28日】和牛フェア 
 

販売、サンプリング 和牛 327 

【9月29日～10月12日】キューピー様(調味料)          サンプリング  マヨネーズなど - 

 【10月6日～10月12日】イオン様寿司販売 販売 巻き寿司 7,380 

【10月13日～10月19 日】永谷園様 販売、サンプリング 

お茶漬け・のり 7 

お茶漬け・鮭 1 

お茶漬け・梅 2 

お茶ずけ・ワサビ 3 

ふりかけ ７７ 

インスタント味噌汁・わかめ ２８ 

インスタント味噌汁・あさり ２５ 

【10月20日～10月26 日】マルコメ サンプリング  味噌汁 - 

【10月27日～11月9日】キューピー様(ベビーフード） 販売、サンプリング 

チーズビスケット 42 

たまごたっぷりほうろ 21 

かぼちゃにんじんのぼうろ 36 

北海道産コーン 10 

自身魚とポテトのクリーム煮 15 

チキンライス 11 

かれいと根菜の和風あんかけ 4 

バナナプリン 3 

かぼちゃのプリン 7 

自身魚のドリア 19 

さけ野菜雑炊 22 

鶏とひじきの焼き込みごはん  14 

そぼろごはん 13 

チーズグラタン 8 

鶏レバーと野菜煮物 6 

【11月10日～11月16日】東北フェア サンプリング 東北物産品 ー 

【11月16日～11月23日】神楽酒造 販売・サンプリング 

IMO TENSONKORIN 900ML KAGURA 
SYUZO  

2 

IMO TENSONKORIN 25% 720ml 
KAGURA SYUZO  

1 

KUROUMA CHOKI CHOZO KAGURA 
SYUZO 

0 

Shochu Kurouma Select 40% 720ml 
Kagura Syuzo  

1 

Tezukuri umeshu 14% 720ml Kagura 
Syuzo 

1 

【11月24日～11月30日】北海道フェア 販売、サンプリング 

北海道和牛ロースとビーフ握り 848 

北海道プレミアムソフトクリーム 1,250 

北海道米 74 

【12月1日～12月7日】福寿園 伊右衛門 販売、サンプリング 

グリーンティーバッグ 27 

焙煎米茶 22 

麦茶 33 

【12月8日～12月14日】 Shimba様 販売、サンプリング Rice Crackers 2 



□出展企業 : 企業リストと販売数 

（2）出展企業情報 

２.情報発信拠点  
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出展企業 実施内容 販売品 販売数 

【12月15日～12月21日】国分 フルーツ缶詰 販売、サンプリング 
フルーツ缶詰 55 

フルーツ缶詰・豆 8 

【12月22日～12月28日】 出雲そば、ヤマキかつおパック サンプリング  出雲そば － 

【12月29日～1月4日】 ダイショー鍋スープ、はるさめ 販売、サンプリング 

HAKATA DAISHO 5 

CHANKO DAISHO 2 

KIMCHI DAISHO 9 

HARUSAME DAISHO 14 

【1月5日～1月11日】 久原本家 サンプリング 
やちご・ソース - 

まぐろせんべい - 

【1月5日～1月11日】八木長本店 サンプリング  だし - 

【1月12日～1月18日】 五木食品 販売、サンプリング 
UDON ITSUKI 54 

Spaghetti Napoli Itsuki 45 

【1月19日～2月1日】 徳島県フェア 販売、サンプリング 

阿波の香りすだち酒720ML  2 

半田麦そうめん450g 40 

阿波ういろ和三盆 0 

金ちゃんヌードル85g 34 

金ちゃんヌードルコク旨カレーヌード
ル 

39 

カルシウムたまごボーロ18G 120 

ぶどう饅頭 64 

金長饅頭33G  88 

なると金時焼きポテト40G  72 

芋キンツバ 72 

ふんわりカスタード 72 

茶あずきケーキ160G 49 

なると金時焼き芋パイ30G  72 

たい焼き 61 

純米吟醸阿波天水720ML 9 

鳴戸金時本格芋焼酎720ML 11 

【2月2日～2月8日】 萱島酒造 販売、サンプリング 

日本酒 セット(小) 52 

日本酒 セット(大) 31 

日本酒 花 300ml 62 

日本酒 花 720ml 35 

【2月2日～2月8日】 森永製菓 販売、サンプリング 

HI-CHEW いちご 320 

HI-CHEW りんご 280 

HI-CHEW ライチ 286 

HI-CHEW マンゴ 249 

HI-CHEW ブドウ 340 



（2）出展企業情報 

２.情報発信拠点  
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9月3日～9月14日  揖保の糸様 
・実施内容： 素麺の試食販売 

9月3日～9月28日  シェフミート様 
・実施内容： 和牛の試食販売 
 

9月29日～10月12日KEWPIE VIETNAM様 
・実施内容： 調味料の試食販売 

10月20日～10月26日 マルコメ様 
・実施内容： インスタント味噌の試食 

□出展企業 : 出展の様子 

10月13日～10月19日  永谷園様 
・実施内容： お茶漬け・ふりかけの試食販売 

10月6日～10月12日イオンベトナム様 
・実施内容： 手巻き寿司の販売 



（2）出展企業情報 

２.情報発信拠点  

18 

11月10日～11月23日  東北フェア(東北SAKE×ATEプロジェクト様) 
・実施内容： 日本のおつまみの試食 
 

11月24日～11月30日  北海道フェア(北海道庁様) 
・実施内容： 和牛すし、ソフトクリーム、米の試食販売 

□出展企業 : 出展の様子 

10月27日～11月9日 KEWPIE VIETNAM様 
・実施内容： ベビーフード 



（2）出展企業情報 

２.情報発信拠点  
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12月21日～12月28日  ヤマキ様 
・実施内容： 出雲そば 

12月8日～12月14日  シンバ様 
・実施内容： ベービフードの試食販売 

12月15日～12月21日  国分様 
・実施内容： フルーツ缶詰の試食販売 

12月29日～1月4日 ダイショー様 
・実施内容： ダイショー鍋スープ、はるさめ
の試食販売 

1月5日～1月11日  久原本家様 
・実施内容： そば 

12月1日～12月7日  福寿園様 
・実施内容： 伊右衛門 

□出展企業 : 出展の様子 



（2）出展企業情報 

２.情報発信拠点  
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2月2日～2月15日 萱島酒造様 
・実施内容： 日本酒 

1月12日～12月18日  五木食品様 
・実施内容： いつきそば 

1月19日～2月1日  徳島県フェア(徳島県庁様） 
・実施内容： 徳島県特産品 

2月2日～2月15日 森永製菓様 
・実施内容： HI-CHEW 

□出展企業 : 出展の様子 

1月5日～1月11日  久原本家様 
・実施内容： せんべい 

20 



■開催場所： ベトナムホーチミンイオンモール タンフーセラドン  
 情報発信拠点「JAPANESE FOOD MUSEUM 」（サブコート） 
■会期： 2014年９月3日 10:00～10:30 （情報発信拠点オープン当日) 
■主催： 農林水産省  
■共催： 日本貿易振興機構（JETRO）ホーチミン日本商工会（JBAH) 
■セレモニー参加者 在ホーチミン日本国総領事館 首席領事 矢ヶ部義則様 
 AEON VIETNAM CO., LTD Senior General Manager 佐伯 直久様 
 ジェトロ ホーチミン事務所 所長 安栖 宏隆様 
 ホーチミン日本商工会 事務局長 大林 功様 
 料理研究家 Nguyen Thi Dieu Thao様 
 各種メディア             

～おいしいWASHOKUフェア2014～ 
日本食・食文化情報発信拠点 
「JAPANESE FOOD MUSEUM」 

オープニングセレモニー 

TIME LAP プログラム 

10:00～ 5”   情報発信拠点の概要説明(MCより) 

10.05～ 3”   VIP紹介 

10.08～ 10”   鏡割り 

10.18～ 05”   イオンベトナム佐伯様  スピーチ 

10.23～ 05”   料理研究家 Thao先生 スピーチ 

10.28～ 02”   写真撮影 

イオンベトナム佐伯様  スピーチ  鏡割り 

□記録写真 

(3)オープニングセレモニー 

２.情報発信拠点  
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■開催場所： ベトナムホーチミンイオンモール タンフーセラドン  
 セントラルコート イベントステージ 
■会期： 2014年9月13、14日（土日）2日間 
                            9:00～22:00 (イオンモール営業時間) 
 
 
■プログラム 
 
  

～おいしいWASHOKUフェア2014～ 
JAPANESE  FOOD MUSEUM オープニング記念 

「おいしいWASHOKU 体験イベント」 

09：00 

：30 

10：00 

：30 

11：00 

：30 

12：00 

：30 

13：00 

：30 

14：00 

：30 

15：00 

：30 

16：00 

：30 

17：00 

：30 

18：00 

：30 

19：00 

:30 

20:00 

:30 

21:00 

:30 

22:00 

 

ドラえもんショー＆撮影会 

ステージ スポンサーブース (8ブース) 

和食PR映像 

ドラえもんショー＆撮影会 

和食PR映像 

 
Tao先生のクッキングパフォーマンス 

＆クイズ 
 
 

おにぎりPRショー＆クイズ 
(Lotus) 

 
 

和牛PRショー＆クイズ 
(Lotus) 

09:00 ～ 22:00 
商品紹介、試食など 

和食PR映像 

 AEONMALL Tenant 
 (6ブース) 

09:00 ～ 22:00 
レストラン屋台 

 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  
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□イベント会場レイアウト 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  
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企業名 ブースタイトル （日本語） ブースタイトル（ベトナム語） ブース展開内容 

 ロータスフード様   日本のスナック菓子   Snack - Bánh kẹo Nhật Bản 試食(ベビースターラーメン) 

 ロータスフード様   おにぎり(のり)   Cơm Nắm (Rong biển) 資料展示、試食(おにぎり) 

 ロータスフード様   和牛   Thịt bò Nhật Bản 資料展示、試食(和牛) 

 ロータスフード様 
(信州ハム様 )   ハム   Thịt nguội 試食（ソーセージ） 

 ニチレイフーズ様   冷凍食品   Thực phẩm đông lạnh 資料展示、試食（冷凍食品） 

 キトク様   日本米   Gạo Nhật Bản 資料展示 

 北海道様   北海道   Hokkaido 資料展示、試食 

 ハウスフードベトナム様   和のプリン   Bánh Flan NHẬT BẢN 資料展示、試食（抹茶プリン） 

STAGE 

 
AEON MALL  

日本食ブース 
 

AEON MALL 
日本食ブース 

日本のスナック菓子 
ロータスフード様 

日本の冷凍食品 
ニチレイフーズ様 

日本米 
キトク様 日本のおにぎり（のり）  

ロータスフード様   

北海道 
北海道様 

和牛 
ロータスフード様  

日本のハム 
ロータスフード様 

(信州ハム様)  

和のプリン 
ハウスフードベトナム様 



受付 

ステージ  

インフォメーションボード 

会場全体 

ドラえもんショー タオ先生のクッキングショー 

おにぎりショー 和牛ショー 

□記録写真：会場全体 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  
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イベント展開① 

２.情報発信拠点  
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□記録写真：出展者ブース 

日本米－キトク様 おにぎり（のり）－ロータスフード様  

北海道－ショクレン北海道様  

日本のハム－ロータスフード様（信州ハム様）  

和のデザート- ハウスフーズベトナム様 

冷凍食品 － ロータスフード様(ニチレイフーズ様) 

和牛－ミートコンパニオン様 日本のお菓子－ロータスフード様 



・会場の様子 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  

26 

AEONMALL日本食 －ドラえもんどらやき AEONMALL日本食－日本素材のアイス 
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●揖保の糸 
実施日：9月3日～9月10日 
1.商品に対するお客様の反応 
・もちもちしていておいしい 
・歯ごたえがあっておいしい 
・作り方が面白い 
・高い 
・内容量を減らして、金額も安くした商品にして欲しい。 
2.売れ筋、好評だった商品 
「揖保乃糸（上級品300ｇ）」 
3.今後の展望 
アジアを中心とした販路開拓ターゲット国の選定 
 

●KEWPIE VIETNAM CO., LTD 
実施日：9月29日～10月12日 
1.商品に対するお客様の反応 
全ての商品好評でした。 
2.売れ筋、好評だった商品 
ゴマドレッシング 
3.今後の展望 
これからも日本品質を伝えながらベトナムで展開していきたいと思っています。 
 

●永谷園 
実施日：10月13日～10月19 日 
1.商品に対するお客様の反応 
ふりかけが一番販売数が多いが、お茶漬けの方がお客さんの反応がよかった。 
2.売れ筋、好評だった商品 
ふりかけ、お茶漬け(わさび) 
3.今後の展望 
（無回答） 
 

●KEWPIE VIETNAM CO., LTD 
実施日：10月20日～11月9日 
1.商品に対するお客様の反応 
全て商品好評でした。 
2.売れ筋、好評だった商品 
たまごボーロ 
3.今後の展望 
これからも日本品質を伝えながら、ベトナムで展開していきたいと思っています。 
 

●東北フェア 
実施日：11月10日～11月16日 
1.商品に対するお客様の反応 
いかうにという瓶の商品をサンプリングしたが、好評と不評が両極端に分かれた。生ものが食べられないという事
が不評の多くを占め、その多くが若者による回答でした。 
2.売れ筋、好評だった商品 
蒲焼が味が濃く、好評でした。 
3.今後の展望 
アンケートで蒲焼を販売した場合購入したいかという質問に772人中470人がイエスと答え、今後の輸出を考える
上で、とても参考になるデータを得ることができた。この結果を生かし、今後の輸出促進を行っていきたい。 

□フードミュージアム出展企業アンケート 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  
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●福寿園 伊右衛門 
実施日：12月1日～12月7日 
1.商品に対するお客様の反応 
麦茶が値段も安く、飲みやすいと好評だった。値段が高いイメージがあるため、味は好評だが、販売につながら
ない場合が多い。 
2.売れ筋、好評だった商品 
麦茶 
3.今後の展望 
（無回答） 
 
●国分 フルーツ缶詰 
実施日：12月15日～12月21日 
1.商品に対するお客様の反応 
フルーツ缶詰は好評だったが、あずきは不評だった 
2.売れ筋、好評だった商品 
フルーツ缶詰 
3.今後の展望 
（無回答） 
 
●シンバベビーフード 
実施日：12月8日～12月14日 
1.商品に対するお客様の反応 
ベビーフードはベトナム人の母親層から便利性も良く、栄養素も高く人気があった。瓶のパッケージもとても綺麗
で清潔感があるとの意見が多かったです。赤ちゃん向けのお菓子は特に人気がありました。 
2.売れ筋、好評だった商品 
ベビー用お菓子 
3.今後の展望 
ベトナムで今日本食品はとても人気があり、これからも人気は増えていくと思う。これからも日本のお酒の輸入を
断続的に行いたい。 
 
●シンバ 焼酎 
実施日：12月8日～12月14日 
1.商品に対するお客様の反応 
ベトナムの焼酎と味が似ているとの意見が多く、日本の焼酎のほうが匂いが良いとの意見が多かった。しかし、
値段が高いため販売には繋がらないことが多かった。 
2.売れ筋、好評だった商品 
（無回答） 
3.今後の展望 
常に新しいベトナム人に合った焼酎を調査し、探しています。これからも継続的に行っていきたい。 
 
●久原本家 
実施日：1月5日～1月11日 
1.商品に対するお客様の反応 
サンプリングをし、味は好評だったが、販売にはあまり繋がらなかった 
2.売れ筋、好評だった商品 
まぐろせんべい 
3.今後の展望 
（無回答） 
 

□フードミュージアム出展企業アンケート 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  
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●五木食品 
実施日：1月12日～1月18日 
1.商品に対するお客様の反応 
ベトナムの方はうどんが好きなので、サンプリングも販売も好評でした。日本食の中でもメジャーな食品なので、
認知度が高いため、販売促進に繋がったと思う。 
2.売れ筋、好評だった商品 
うどん 
3.今後の展望 
（無回答） 
 
●徳島県 
実施日：1月19日～2月1日 
1.商品に対するお客様の反応 
日本食品に対する消費者の反応は総じて良かった。 
2.売れ筋、好評だった商品 
菓子類 
3.今後の展望 
今後もベトナムでの販路開拓に取り組みたい。今後は、イベントスペースでは無く，実際の食品売場で販促活動
を行いたい。 
 
●萱島酒造 
実施日：2月2日～2月15日 
1.商品に対するお客様の反応 
花という日本酒のサンプリングを反応がよく、販売にも多くつながりました。その他のものは、販売には繋がらな
かったが、味やパッケージに興味をもつお客さまが多くいた。熱燗で飲みたいなどの意見もあり、趣向などを知る
ことができた。 
2.売れ筋、好評だった商品 
「西の関」、「花」 
3.今後の展望 
ベトナムで今日本食品はとても人気があり、これからも人気は増えていくと思う。これからも日本のお酒の輸入を
断続的に行いたい。 

□フードミュージアム出展企業アンケート 

イベント展開① 

２.情報発信拠点  



□一般消費者、業者向けフェア 
 
 ■期間 ： 第1回 2014年12月1日（月）～12月7日（日） 
  第2回 2014年12月8日（月）～12月14日（日） 
 
 ■会場 ： THE SUSHI BAR 2号店（ZEN PLAZA店） 
  THE SUSHI BAR 3号店 
 
 
 
 
 
  

■業界関係者(BtoB) 
 対象者 ： バイヤー、レストランオーナー、シェフなど 
  内容 ： 日本食材の試食、仕入れ先情報収集、アンケートの回収。 
 メニュー ： 
  ・第1回 お膳内容（カニ、鮎、そば、和牛、日本酒)  1日限定30食限定 
    

■一般消費者(BtoC) 
対象者 ： Sushi barへお越しのお客様全員 
内容 ： 無料メニュー、有料メニューの提供、アンケートの回収(無料メニューご注文のお客様) 
メニュー ： Tao先生プロデュースしたオリジナルメニューを無料、有料メニューにて提供 

  
●第1回 フェア 12月1日～7日 
 無料メニュー ： サラダ(キューピー様ご提供和風ゴマドレッシング使用)   (1日30名様限定)    
  ＋フルーツ酒(iichiko様ご提供iichiko BAR FRUITS YUZUとUME) 
  有料メニュー ： グリルサーモン(キューピー様ご提供焙煎ゴマドレッシング使用)  15万VDN 
     (1日30名様限定) 
●第2回フェア 12月8日～14日  
   無料メニュー ： 和牛サイコロステーキ オリジナルソースかけ 1日20食限定 
  有料メニュー ： 和牛ステーキ 1日20食限定 

1 2 

3 

4 
5 

6 

メニュー 
 
①和牛ステーキ 
②焼きタラバガニ 
③苺アイス 
④ぶりの刺身 
⑤そば 
⑥日本酒 

  

イベント展開② 

３.THE SUSHI BAR  
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無料提供メニュー 
Strawberry salad with 
 Kewpie Japanese sesame dressing 
 
1日30食限定 
 

有料販売メニュー 
Sauced grilled salmon with  
Kewpie sesame dressing 
1日30食  
150,000VDNにて販売 

第1回フェア BtoC向け 
下記メニュー＋ いいちこ フルーツリキュール(ゆず、うめ2種類) 
 

無料提供メニュー 
Wagyu Steak with Spicy sause 
 
1日20食限定 

有料販売メニュー 
Sauted Grilled Beef Served with Wasabi sauce 
1日20食限定 
180,000VDNにて販売 

第2回フェア BtoC向け 
 

□フェア概要 

イベント展開② 

３.THE SUSHI BAR  
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業界関係者(BtoB) 向けメニュー 

一般消費者(BtoC)向け メニュー 

□フェア概要 

イベント展開② 

３.THE SUSHI BAR  
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□来場者数 

店舗 

日付 

1/12-7/12 8/12-14/12 

無料メニュー 有料メニュー 
BtoB向けメ

ニュー 
無料メニュー 有料メニュー 

SUSHIBAR 2 
ZENPLAZA 

210 81  60 140 102 

SUSHIBAR 3 210  30 - 140 81 

イベント展開② 

３.THE SUSHI BAR  
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□記録写真 

イベント展開② 

３.THE SUSHI BAR  
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