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食品産業グローバル展開インフラ整備事業 
業種連携によるフードシステム構築事業報告書 

 
Ⅰ 事業の目的 

  

 事業の目標（達成すべき成果） 

（１）国内外での現地調査に基づく海外展開の事業モデルの策定 

業種連携によるフードシステムとしての海外進出の取り組みに関して、国内と国外の現地におい

て調査します。現地調査では、すでに海外進出している取り組みと、現在、海外進出しようとして

いる取り組みを対象とします。 

現地調査結果に基づき、海外展開できる可能性の高い業種連携、フードシステムの構成等につい

て分析し、成功する可能性が高い事業モデルを策定します。 

 

（２）有識者委員会による海外展開の課題、フードシステムによる進出機会の検討 

海外展開に知見ある有識者で構成した委員会を設け、海外展開の課題を出し合い、その対応策に

ついて検討します。 

そして、今後、食品産業事業者がフードシステムとして海外進出していく上で、可能性が高い地

域や事業形態、業種構成、事業モデル等についても検討します。 

 

（３）多様な業種のマッチングに関するプラットフォームの構築とマッチング成立のための異業種交

流会等の実施 

ＷＥＢサイトを利用して食品産業事業者の海外展開に資する情報を発信する他、（１）において

策定した事業展開モデル、（２）において検討したフードシステムによる進出機会の検討結果を普

及させるセミナー等を開催します。このセミナーとあわせて業種連携による海外展開を検討する食

品産業事業者とパートナーとなりうる事業者が出会いマッチングできる交流の場を設け、プラット

フォームとしていきます。 

 

 

事業の成果（実績） 
 

（１）国内外での現地調査に基づく海外展開の事業モデルの策定 

海外進出支援等に取り組む国内４団体ならびに海外にて日本の飲食事業者の進出に知見を有

する９団体に対し、ヒアリング調査を行った。調査結果については委員会において報告・検討を

行いました。ヒアリング内容は後述します。 

 

（２）有識者委員会による海外展開の課題、フードシステムによる進出機会の検討 

JETRO、HIDA、FC協会、日本政策金融公庫等海外進出の支援を行う団体の他関係省庁にも加わ

って頂き、有識者による委員会を７、９、11、12、１、２月の計６回開催しました。主な議題と

議事録は後述します。 

 

（３）多様な業種のマッチングに関するプラットフォームの構築とマッチング成立のための異業種交

流会等の実施 

①11月26日、福岡市内「福岡アジアビジネスセンター」にて、JETROの北川氏を講師に食品産業海外展

開・進出促進セミナーを開催し36名の参加がありました。参加者アンケート結果等は後述します。 

②マッチングのための異業種交流会として、FOODEX2015の会期に合わせ３月４日交流会を開催しまし

た。国内より42人、海外より17人が参加した。開催の状況は後述します。 
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Ⅱ 事業の実績 
  
業種連携によるフードシステムの構築事業 
   
  （ア）有識者委員会の開催 

 
名 称 等 開催時期 内   容 

 

業務連携によるフードシステ

ム構築事業プラットフォーム

準備委員会 

2014年 7月 1日 ・開催趣旨の確認 

・マッチングに向けた交流会開催について 

・ポータルサイトについて 

・民間企業・他団体の参画について 

2014年 9月 26日 ・プラットフォーム形成にむけた取り組み報告 

・マッチング交流会について 

・ポータルサイトについて 

2014年 11月 6日 ・プラットフォーム形成にむけた取り組み報告 

・研究会テーマについて 

・ポータルサイトについて 

2014年 12月 18日 ・11月 26日福岡でのセミナーについて報告 

・海外展開・進出促進フォーラムと交流会概要について 

・研究会テーマについて 

2015年 1月 26日 ・プラットフォーム形成にむけた取り組み報告 

・研究会テーマについて 

・ポータルサイトについて 

2015年 2月 23日 ・海外展開・進出促進出展ゾーンについて 

・海外展開・進出促進フォーラム・交流会について 

・研究会の進捗と報告 

 

（イ）現地調査 
 

調査国 調査時期 調査内容 調査人数 備考 
 

ASEAN地域 

 

2014年 6月～

9月 

ASEAN(地域)におけるフードシステムに

よる展開事例調査。 

外食、食品製造業等に対する食品関連産

業の水平・垂直展開の可能性調査 

１名 台湾４社 

シンガポール１社 

インドネシア３社 

ベトナム１社 
  

日本国内 2014 年 10 月

～2015年 2月 

日本国内の支援機関の取組と連携可能

性の調査 

2名 海外産業人材育成

協会、日本フラン

チャイズチェーン

協会、国際協力機

構、日本厨房工業

会 
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①ASEAN 地域現地調査 結果概要 

 

台 湾               

 

シナジーマネージメント 仁美国際股份有限公司  

＜概要＞ 

みずほ銀行にて香港支店、台北支店合計8年と中華系マーケットを中心に融資と日本企業とのＪＶ業務のあ

っせんを行い、2012年に独立。食品産業のみならず幅広く台湾企業と日本企業の連携業務に携わる。 

＜活動内容＞ 

コンサルティングの傍ら、中部を中心に店舗展開をするブラッセリ―㈱CLUB ANTIQUEとの間で自身がフランチ

ャイジーとして台湾での営業展開の権利をもって現在台北にて1店舗展開。 

＜連携について＞ 

台湾企業オーナーを中心に産業問わず日本企業との連携を検討する向きが強い。特に日本のサービス産業や

外食に関しては台湾の外、特に中国本土市場で連携をして展開することを想定するケースが多い。中国本土以

外にも台湾企業側が得意とするASEAN地域でもその可能性を検討するケースもある。 

ただ、短期的視点での投資も強く、短期的な利益追求に走る傾向からトラブルも決して少なくない。親日的

であるからといってすぐに話には乗らず、台湾企業側の意思や食品・サービス産業との実務経験等を考慮して

話をすすめることは言うまでもないとのこと。まずは、現地の投資家と連携のある日本人と情報交換しながら

最適なパートナー探しをするのが望ましい。 

 

 

㈱ビー・ワイ・オー 台湾事業部 

＜概要＞ 

和食・酒えんを台湾にて展開。立ち上げから店舗管理まで5年かけて展開。 

＜活動内容＞ 

アッパーな顧客をターゲットに忠孝南路そごう店をはじめ高級ブティック店がはいる小売業内で営業。 

＜連携について＞ 

いきなり現地企業との連携は事前情報もなく行うのは無謀。親日的とはいえビジネスマインドはかなりこと

なる。特に収益を得るスピードは相当要求が高い。幸い入居している百貨店がアッパーの顧客層であることか

ら単価設定も高められるためうまくやれている。立地やデベロッパーが考えるターゲットをよく知ることでま

ずは、一店舗からスタートすることが望ましい。 

また、良い意味でライバルにはなるが日系レストラン同士の意思疎通は台北では図られている。共同仕入れ

等もこれからどんどん増え日本からの輸入商品も共同購買するようなことも検討が始まっている。必要であれ

ば、これから台湾進出を検討している企業とも情報交換は積極的に行いたい。 
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忠平企劃有限公司 

＜概要＞ 

日本での外食企業での店舗マネージメント、商品企画を経験後、現在では最大手となる回転ずしチェーン争

鮮の総経理をつとめ、現在は独立し日本から新規出店する外食企業の立ち上げ支援とオペレーション支援をお

こなう。 

＜活動内容＞ 

2003年からの台湾での仕入れや店舗オペレーション業務の経験をいかし、直近では稲庭うどんで有名な秋田

の佐藤養助商店と膳魔師集團（魔法瓶のTHERMOS）との合弁で台北に新規出店の支援を行う。 

＜連携について＞ 

台湾側のデベロッパーからのオファーは絶えない。日本式サービス（日式）のおもてなしがこれからも続く

とみる。そのうえではチャンスがあるといえる。一方で日本クオリティーはさておき、ブランドで見せて食べ

させて早々に収益を得たいとするビジネスマインドが強いため、下手をするとクオリティーが落ち結局定着せ

ず撤退とった企業は多い。また、外食産業で働くことのステイタスが低いためやり方を盗んで独立や引き抜か

れ価格競争に持ち込まれたケースもあることから、味の基本となるところはブラックボックス化し極力日本か

ら輸入して味をまもるよう努めることを推奨する。 

一方で衛生面での管理についても、何かしらの資格などを提供し、ステイタスを上げていくサポートも日本

のオペレーション側が行うのもビジネスとして可能性がある。これらはセントラルキッチンでの管理方法につ

いてもあてはまる。周辺産業にもチャンスが広がりつつある。 

 

 

緑洲餐飲管理顧問有限公司 

＜概要＞ 

日本で居酒屋チェーンの立ち上げから携わり、店長、エリアマネージャー、営業企画、経営企画、海外進出

業務をへて2012年に退職し外食事業のコンサルタントとして活躍。 

＜活動内容＞ 

現在は「太陽のトマト麺」の業態のマスターフランチャイズ権をもち直営店を2店舗展開。今後社員と独立

制度と加盟店制度を活用して多店舗展開中。台湾と香港に法人をもち、日系外食企業の進出支援をおこなう。 

＜連携について＞ 

台湾も香港もデベロッパーからの日系レストラン・居酒屋業態の相談が多い。この点においては日本側から

の進出するチャンスは多い。ただ、台湾と香港でも似て非なる市場。各国ともにそれぞれの市場ととらえて進

出を検討することは必須。アイディアベースだが、トライアル出展ができるような取組なども今後できると市

場調査としても有用。 
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シンガポール              

 

AISB   

＜概要＞ 

三菱商事で食品原料・加工食品輸出入取引、３国間取引に従事。海外事業投資先である製造会社(ブラジル

・タイ等)の営業支援や卸・小売等の販売会社(日本・香港・タイ)の販売チャネル開発・構築を通じて、川上

から川下までのバリューチェーン構築、企画・製造・販売までを一気通貫で行う経験を得る。 

2008年に同社を退職、ビジネスマッチングを通じてエマージング諸国など事業投資を展開するべく当社を共

同で創業しCEOに就任、現在に至る。 

＜活動内容＞ 

今までの経験を生かし、シンガポールを拠点にASEAN地域での日本企業と投資先国のリサーチやASEAN各国の

財閥や金融機関との接点が強く、現地サイドからの要望に合わせて日本企業を選定しＪＶにつなげる業務も行

う。企業の大中小問わず、サイズとニーズにあった企業を日本と東南アジア相互のクライアントに対して提案

業務を行う。 

＜連携について＞ 

東南アジア地域で活躍する財閥を中心に、日本企業との連携要望は年々増えている。人口増、中間所得層の

拡大もあり食品産業についても注目が集まりつつあるが、ビジネスはまだ交通・電力インフラ整備等にフォー

カスされている。川上（食糧生産）から川下（販売）までの食糧供給をサプライチェーンインフラとして考え

る財閥もあるなか、サプライチェーン上に必要なパーツにおいて日本企業の技術を求めるケースもでてきてい

る。食品加工技術系（脱穀・精米・高度加工）や物流（倉庫や3温帯輸送等）など非常にチャンスが多い。 

 

インドネシア              

 

Masuya Graha Trikencana  

＜概要＞ 

インドネシアで一番古い日本食品卸企業であり、ジャカルタにて駐在員向けにSMパパイヤを運営。 

＜活動内容＞ 

食品卸業務最大手であることから新規での外食産業の進出支援もサプライヤーとしではなく、店舗あっせん

等の業務も行う。また、インドネシア特有の保護貿易施策により輸入がむずかしいことから現地生産するため

にＪＶを組むこともおこなっている。 

＜連携について＞ 

インドネシアは人口も多く（2.4億人）市場としては間違えなく注目すべき。一方で保護貿易施策とのバラ

ンスから早めの市場獲得をする点において中小メーカーも進出することも選択肢に入れるべき。ムスリムが多

いことから輸出でも進出でもハラル認証の取得の有無を聞かれるが、現状メインターゲットは非ムスリムであ

る中華系になる。工場進出するにあたってもハラル対応の設計は必要だが即応しての対応までは不要。ジャカ

ルタでもショッピングモールの数も増えてきている点で今後も外食の進出の可能性も高い。イオンも進出が拡

大するなかで日系デベロッパーとも組むのも一つの手では。 
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PT SUMIBIAN  

＜概要＞ 

1988年あらジャカルタで本格焼肉店としてSUMIBIANを経営。 

＜活動内容＞ 

25年以上のインドネシアでの取り組みを生かし進出企業の店舗開発、食材仕入れ、運営支援を行う。 

＜連携について＞ 

外食の進出においては外資規制や食品輸入規制もあることから、決して簡単ではない。しかし市場価値は高

く、難しいからこそ先行利益を得られることもある。日本からの進出希望ある場合是非話を聞きたい。 

 

 

Gobel Dharma Nusantara 

＜概要＞ 

パナソニックとの合弁企業。元パナソニック。現在ではゴーベルグループの日本企業窓口として活躍。 

※現在ジョコ大統領政権でゴーベル氏自身が貿易大臣として活躍。中央大学を卒業した知日派でインドネシア

日本友好協会の理事長もつとめる。 

＜活動内容＞ 

パナソニックとの提携による製造からリテールにいたるまでのサプライチェーンを自社でもち、製造・販売

まで一貫して自社グループで賄うちからを持つ。 

＜連携について＞ 

現有チャネルや産業以外の日本企業とのアライアンスには、広くドアが開いている。特に食品・農業分野に

関して関心があり、生産者が作ったものを現金で買い取りそれを物流網に乗せて販売するサプライチェーンを

構築する活動もスタート。農業分野における連携は非常には関心がある。 

※サタケとの合弁事例 

 

 

ベトナム              

 

HUONG THUY  

＜概要＞ 

日商岩井時代からのベトナムでのパートナー企業。 

＜活動内容＞ 

2012年に双日、国分との合弁でベトナム最大手食品卸企業であるフン・ツイ・マニュファクチャー・サービ

スに出資し双日の連結子会社となった。 

＜連携について＞ 

市場開放と中間層の急拡大が見込めるベトナムにおいて食品企業の進出も今後想定する。ベトナム起点にし

て東南アジアへの輸出も見据えた製造拠点としての可能性もある。いきなり現地というより日系企業とのビジ

ネスも進出するうえで一つの方法と考える。  
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②国内調査 結果概要 

 

一般財団法人 海外産業人材育成協会 

The Overseas Human Resources and Industry Development Association 略称：HIDA 

 

＜概要＞ 

主に開発途上国の産業人材を対象とする研修および専門家派遣を実施している。 

＜支援内容＞ 

海外進出を果たした企業のうち、とくに事業のスタートアップ期にある企業に対し、経営、生産、販売、品

質管理等の専門家を派遣し、人材育成を通じた事業支援に取り組んでいる。 

＜支援策１ 平成 26年度農産漁村６次産業化対策事業補助金＞ 

日本の「食文化・食産業」の海外展開（Made By Japan）を促進するため、グローバル人材の育成と活用を

支援する事業。海外展開中の企業に対し、要望に応じて食品加工分野等の登録専門家をマッチングのうえ派遣

する。登録専門家は原則として 70歳未満とし、登録専門家も同時募集中。（本事業は農林水産省が公募し、HIDA

が実施者として採択されたことを受けて実施する。） 

（対象サービス分野） 

食品産業（飲食業、青果食品小売業、食品加工業）であって経営、生産、販売、品質管理等の分野に課題を

抱えていること 

（事業対象地域） 

中国、アセアン諸国、インド、ロシア、ブラジル、中東諸国 

 

＜支援策２ 中小サービス業等海外現地人材研修支援事業＞ 

「おもてなしの精神」など日本的サービスマインドを持った現地人材の育成を通じて日本の中小企業サービ

ス産業の海外展開を支援。現地人材を日本に受入れる際の費用や、日本から専門家を派遣する際の費用等の一

部に中小企業庁の補助金が適用される。専門家人材については、中小企業が自ら人選した方を補助対象として

いる。（本事業は全国中小企業団体中央会が公募し、HIDAが実施者として採択されたことを受けて実施する。） 

（対象サービス分野） 

サービス産業に属する事業（第１次産業、第２次産業は対象とならない。） 

（事業の種類） 

１．現地従業員を日本に受入れて、本場でおもてなしの心を学ぶ受入研修 

２．日本から派遣された専門家が世界の現場で助言・指導する専門家派遣 

３．日本から講師を派遣して日本的サービスに関する短期集中セミナーを行う海外研修 

（受入研修と専門家派遣の両事業を使うこともできる。） 

（事業対象地域） 

不問 
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一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 

Japan Franchise Association 略称：JFA 

 

＜概要＞ 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会は、フランチャイズ・システムに関する教育研修、調査研究、

規範制定、広報、相談など多角的な活動を行っている。海外事業展開への対応は、平成 26 年度の重点課題の

ひとつに位置づけ、取り組んでいる。 

＜企業の海外進出支援に対する基本的な考え方＞ 

海外進出のリスクは、法改正により規制が当初計画から変わったり、法改正までいかなくても運用の変更が

生じたり、インフラが未整備であること。フランチャイズとは「現地の起業化」であり、市場を荒らすのが目

的ではないが、現地では「日本からブランドがきた」と警戒されるケースがみられる。 

進出先において重要なのは、良いパートナーと出会うこと。パートナー選びがうまくいけば課題の半分はク

リアする。日本のフランチャイズ協会と進出国の協会がともに関与することにより、企業の信頼獲得にプラス

に作用する面が期待できる。 

このため、海外から訪れたフランチャイズ協会との共催や、海外フランチャイズビジネスに明るい弁護士な

どを講師とするセミナーを開催し、国内にいながら海外市場の情報提供を通じて海外進出を支援している。 

 

＜過去の開催セミナーの例＞ 

内容 対象者 

最新ブラジル経済・フランチャイズビジネス環境セミナー 

・ブラジルフランチャイズ協会との共催。ブラジルより講師を招き、同国の魅力や最

新経済状況、フランチャイズ業界の現状など具体的事例を交えてセミナーを開催。 

会員以外も受講可 

インド市場進出最前線セミナー 

・日印交流の第一人者をインドから講師に招き、日本のフランチャイズビジネスコン

サルティングの第一人者とともに、インドのフランチャイズ市場の変化、日本企業に

よる進出成功のポイントを紹介。 

会員以外も受講可 

海外フランチャイズセミナー 

・イタリア、米国の弁護士を講師に招き、国際商工会議所発行「国際フランチャイズ

ガイド」の紹介や、自国のフランチャイズビジネスの現状等を紹介するセミナーを開

催。 

ＪＦＡ会員対象 

・日本フランチャイズチェーン協会内に組織する国際委員会のメンバーが講師とな

り、自社の海外展開における現状と課題、今後の戦略や海外展開を成功させる秘訣な

ど、事例を交えて紹介。 

ＪＦＡ会員対象 
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独立行政法人 国際協力機構 

Japan International Cooperation Agency 略称：JICA 

 

＜概要＞ 

日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っている。「すべ

ての人々が恩恵を受けるダイナミックな開発」というビジョンを掲げ、多様な援助手法のうち最適な手法を使

い、地域別・国別アプローチと課題別アプローチを組み合わせて、開発途上国が抱える課題解決を支援してい

る。 

＜企業の海外進出支援に対する基本的な考え方＞ 

「全ての人々が恩恵を受けるダイナミックな開発」という JICA のビジョンにもとづき、自社の利益に止ま

らず、現地に裨益（ひえき）するビジネスである必要がある。さらに当該途上国の人々の暮らし・ニーズにフ

ィットした提案であることも条件。単純作業の労働力を期待した進出は趣旨にそぐわないため、採用されない。 

＜支援策１ 協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）＞ 

貧困層（BOP層）の抱える社会的・経済的な問題解決に資する BOPビジネスの事業化可能性調査に対し支援

する。BOP層の開発課題にための取組と、ビジネスの持続性・事業性等の向上が条件。既に途上国に進出して

いる企業も支援の対象。 

（事業の対象経費） 

委託費として上限金額 5000万円または 2000万円（消費税込み。後者は中小企業のみ選択可） 

（事業期間） 

年２回公募（9月、3月）。実施期間は最大 3年程度。 

 

＜支援策２ 案件化調査＞ 

中小企業からの提案にもとづき、製品・技術を途上国の開発へ活用する可能性を検討する、中小企業向けの

調査事業。 

（事業の対象経費） 

上限金額 3000万円（消費税込み。機材の輸送が必要な場合は 5000万円） 

（事業期間） 

年２回公募（6月、12月）。実施期間は数ヶ月～１年程度。 

 

＜支援策３ 中小企業連携促進基礎調査＞ 

（支援内容） 

優れた技術力等をもつ中小企業の開発途上国進出による開発課題解決の可能性、及び現地 ODA事業との連携

可能性の検討に必要な基礎情報の収集と事業計画案の策定等に係る調査を実施することにより、開発途上国の

発展を促進することを目的とする。応募者は開発国へ直接進出をめざす中小企業であることとし、コンサルタ

ント企業との協働企業体による応募を原則とする。 
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（事業の対象経費） 

上限金額 1000万円（消費税込） 

（事業期間） 

年２回公募（7月、9月）。実施期間は最大１年間。 

 

＜支援策４ その他（情報提供）＞ 

海外拠点の中の一部だが、事務所に現地情報やビジネスに知見を有する民間連携担当の日本人スタッフが常

駐している。現地に電話で問い合わせすることも可能。 

 

 

 

 

一般社団法人日本厨房工業会 

JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT ASSOCIATION  略称：JFEA 

 

＜企業の海外進出支援に対する基本的な考え方＞ 

厨房メーカー等の主市場となる国内外食産業は成熟化している。そのため、海外の成長市場への展開は厨房

メーカー等の今後に重要なことと認識している。飲食事業者の海外進出も拡大しており、需要も増加している

が、会員にアンケートをとったところ、海外進出の実績も意向も低い結果であった。 

業界としては中小零細企業が大半を占めており、大手以外は家族経営中心である。そのため未知の市場への

リスクをとった展開よりも、成熟していても既存の市場で事業を継続したいと考えているようである。また、

厨房機器をフルラインで取り扱っている企業は少なく、海外展開する上で、単独では難しいところが多い。し

かし、同業者間での連携や情報共有の動きが少なく、海外展開のハードルとなっている。 

厨房機器は飲食事業者にとって生命線となるもので、設備提供だけでなくメンテナンス等も重要となる。こ

ういったことから、海外進出には業界内での連携が必要であるが、そのための方策はまだ見えてない状況であ

る。そういったことでは、プラットフォームでの取組は当団体のニーズとも合致するところであり、連携につ

いて前向きに考えたい。 
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（ウ）異業種交流会等の開催 

 名 称 等  開催時期       内   容 備考  

FOODEX JAPAN 2015 海

外進出ビジネス交流

会ならびにプラット

フォーム普及セミナ

ー  

2014 年 

11 月 26 日 

＜①福岡セミナー＞ 

次年度発足する『食産業海外展開総合プラ

ットフォーム』の動きを地域展開するため

の試金石として福岡市内でセミナーを開

催した。次年度以降地域ブラントとして活

動できるよう経産局、県、経済団体（商工

会、商工会議所、中小企業団体中央会）、

地方金融機関にも呼びかけ活動への関与

を促した。 

＜開催場所＞ 

福岡アジアビジネスセン

ター 

 

＜参加者＞ 

36人 

 

2015 年 

3 月 4日 

＜②FOODEX 出展＞ 

海外進出に取り組む食品産業事業者、サ

ポート機関が FOODEX に出展するととも

に、来場車に対し各種支援施策や取組の

紹介に努めた。 

＜開催場所＞ 

FOODEX JAPAN2015会場内 

 

＜出展＞ 

団体数：２社１団体 

・飲食業 

・食品メーカー 

・日本居酒屋協会 

 

2015 年 

3 月 4日 

＜③海外展開・進出促進フォーラム（セ

ミナー）＞ 

情報発信と利用ネットワークづくりを促

進するべく WEB サイト「FOOD 海外」の充

実を図ると共に、WEBサイト「FOOD海外」

を通じてセミナー参加者募集を行った。情

報発信と利用ネットワークづくりを促進

するべく WEB サイトの運営と情報発信型

のセミナーを会期中に開催した。 

＜開催場所＞ 

FOODEX JAPAN2015会場内 

 

＜参加者＞ 

（申込数ベース）：141名 

2015 年 

3 月 4日 

＜④海外展開・進出促進交流会＞ 

海外進出に取り組む食品産業事業者、サ

ポート機関が出展し同様の意向を持つ事

業者を集客し異業種交流会を開催した。 

 

＜開催場所＞ 

FOODEX JAPAN2015会場内 

 

＜交流会参加者＞ 

日本側：42人 

（事務局・当日申込含む） 

海外招聘側：17人 
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①福岡セミナー 

 

【日時・会場】 

2014年11月26日14:00～17:30 

福岡アジアビジネスセンター（略称：福岡ABC） 

（福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル4階） 

【セミナー内容・スケジュール】 

１）キーノート 表題検討要  14：10～15：40 

講演者：北川浩伸 ジェトロ 総務部総務課長,生活文化・サービス産業部主査 

２）第２セッション 15：50～17：10 

（仮称）ここに学べ！海外の食産業企業の展示会活用からみえるアジア進出戦術とは？ 

講演者：箱崎浩大 一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 営業戦略チーム マネジャー 

３）第３セッション 17：10～17：30  

仮称 食産業海外展開総合プラットフォームについて 

【受講対象者・参加費用】 

・海外へ進出・展開を考える食品産業事業者（メーカー、飲食店、卸ETC）、海外への進出展開を支援する各種

機関 

・参加費用無料 

【開催チラシ】 

 

 

  



13 

 

②FOODEX出展 

 

【会期】 

2014年3月4日～6日（3日間） 

【海外進出・展開マッチング・交流コーナー出展企業】 

１）丸京製菓株式会社 

本社：鳥取県米子市旗ヶ崎2002-2 

事業内容：和菓子製造販売業。 

２）株式会社パートナーズダイニング 

  本社：東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急柏木ビル 3F 

  事業内容：飲食事業。「北の家族」をはじめとする居酒屋 。「ザ・ロックアップ」、「アラビアンロック」

等のテーマレストランを展開。 

３）一般社団法人日本居酒屋協会 

  所在地：東京都千代田区有楽町2-1-1 International Arcade5号館 2F 

  事業内容：１）飲食店経営における情報交流 

２）定例会議、勉強会、交流会の実施 

３）飲食店経営における相談／支援 

４）農・畜・漁業・地域食材や産業と飲食店の融合を検討／実施 

５）各地の飲食店経営者との地域交流会の実施 

６）飲食店のための教育強化支援活動 

７）海外進出に向けた情報収集／支援／視察等 

８）飲食店関連／飲食店経営者による各種セミナーの実施／企画・支援 

９）飲食に関するイベントの企画／支援／実施 

１０）コンサルティング業務委託等 

【出展の様子】 
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③海外展開・進出促進フォーラム 

 

【日時・会場】 

2014年3月4日14:00～16:30 幕張メッセ8ホール FOODEX STAGE 

【プログラム】 

キーノート：日台企業間アライアンスの今と今後 

      仁美国際股份有限公司 董事長 浜島貴仁氏 

第２セッション 

テーマ  ：食品・外食産業海外展開・進出のカギ 

      （株）ベーシックフランチャイズ事業本部 部長 古閑明彦氏 

      事例紹介：たも屋（香川県） 

第３セッション パネルディスカッション 

テーマ  ：海外展開・進出における国内外での連携の重要性 

ファシリテーター：日本貿易振興機構総務部総務課長、生活文化・サービス産業部生活文化産業企画課長

 北川浩伸氏 

【募集方法】 

FOOD海外WEBサイト及びFAX申込 

【参加者数】 

申込者数：141人（当日受付あり） 

【開催の様子】 
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④海外展開・進出促進交流会 

 

【日時・会場】 

2014年3月4日17:30～18:30 

幕張メッセ 国際会議場 303号室 

 

【招聘企業】 

■ベトナム：Huong Thuy 

■シンガポール：AISB、RE&S、IMEI（EXIM）社（カメイ株式会社の子会社）、 

IEシンガポールミッション団 

■インドネシア：SUMIBIAN  

■台湾：仁美国際股份有限公司（株）BYO台湾事業部、南紡流通、 

展圓國際股份有限公司、味王股份有限公司 

■投資促進団体：IEシンガポール 

 

【参加者】 

日本側42名、海外17名 合計59名 

 

【開催の様子】 
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⑤WEBサイトについて 

１）記載内容の更新 

食品産業の海外進出に関する情報を収集し、随時、掲載した。 

現在、掲載されている情報件数は380件となっている。 

 

２）海外展開・進出促進フォーラム参加者募集の実施 

2015年3月4日に開催した海外展開・進出促進フォーラムの参加者申込は、ＷＥＢサイトにて実施した。 

ＷＥＢサイトによる申込で141名の参加があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ヒアリング調査結果の情報発信 

本調査で実施したヒアリング調査結果についても掲載し、海外進出に資する情報として発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）食品産業海外展開・進出促進プラットホーム参加申込機能の整備 

今後、立ち上げる食品産業海外展開・進出促進プラットホームへの参加申込機能をＷＥＢサイトに整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


