
農林水産省における日本食・食文化の魅力発信による
日本産品海外需要拡大事業の紹介 

平成３０年９月 



資料２



（出所）外務省調べにより、農林水産省において推計。
2017年時点117,568店、（）内は2015年時点

■2017年の海外における日本食レストランは、2015年の約8.9万店から３割増の約11.8万
店。
【約2.4万店（2006年）→約5.5万店（2013年）→約8.9万店（2015年）→約11.8万店（2017年）】

（7年間で2.3倍） （2年間で1.6倍） （2年間で1.3倍）

海外における日本食レストランの数

1



日本食・食文化の普及の取組について 

海外料理学校との連携 

例）  2016年10月、パリのフェランディー料理学校で、 
  日本産品を活用した日本料理講習会等を実施 

  将来の料理人を育成する海外の料理学校 
において日本食講座を実施 

海外日本食材使用レストランとの連携 

例） 2018年2月、北米の海外日本食材使用レス 
トランに日本産水産物等の日本産食材をPR。 

 海外で日本産食材を積極的に使用するレ
ストラン等と連携し、日本食文化・食材の魅
力を発信 

メディアの活用 
  影響力の高いメディア等を活用し、 
海外で日本食・食文化の魅力の発信を実施 
例） 海外のメディアのネットワークを活用し、日本

産の米・牛肉・水産物・茶・日本酒のＣＭや番
組を作成し放映。    

外国人調理師の在留資格の要件緩和 
 2014年２月から外国人調理師が日本国内において働きながら
日本料理を学べるように在留資格の要件緩和を実施 

○ 外国人留学生の卒業後の実習
計画を共同で策定 

農
林
水
産
省 

○ 実習計画に基づき外国人調
理師が日本料理店に就労 

○ ５年間、働きながら日本料
理の調理技能等を修得 

調理師学校 日本料理店 

申請 計画 
認定 

総理、農林水産大臣等によるトップセールス 
 国際会議出席や出張等の機会に合わ 
せ、日本産食材を活用したメニューのレ 
セプションを実施 
例） 2017年９月、国連総会に合わせ、 
   日本食文化発信のイベントを実施。        

グローバルイベントとの連携 
  国際的な大規模イベントに合わせ、日本食・ 
食文化の魅力発信イベントを実施 
例） 2016年10月、カンヌで開催されたMIPCOM2016 
   で、制作した日本食・食文化ＰＲアニメとともに、 
   日本産品を使用した日本料理等をＰＲ。 

日本食普及親善大使の活躍 

 国内外の優れた料理人等を「日本食普及の 
親善大使」に任命（現在75名）し、様々な機会 
で日本産品や日本食・食文化の魅力を発信 

日本産食材サポーター店認定制度、 
日本料理の調理技能認定制度の創設 

 民間が主体となり、 
①日本産食材を積極的に使用する海外の 
 レストラン・小売店を「サポーター店」とし 
  て認定する制度を創設・推進や、 
②海外の料理人を日本料理の調理技能 
 のレベルに応じて認定する制度 
 ＜調理技能認定のマーク＞ 

＜サポーター店マーク＞ 
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■  2016年8月27日  
 ナイロビでの日本主催レセプションに 
 おける日本食・食文化の魅力発信 
 
 ＴＩＣＡＤ Ⅵに参加されているアフリカ各国の
首脳等に対して、日本産食材を使用した日本料理
と日本産酒類のＰＲを実施。 

日本食・食文化の魅力発信 （トップセールス） 

■  2015年3月14日  
   国連防災会議和食レセプション 
 
  国連防災世界会議に参加されている総勢 
約1000名近くの世界各国のVIPに対して、 
安倍総理による東北産品のＰＲを実施。 

■ 2017年9月18日 
     ニューヨークでの和食レセプション 
 
 農林水産省と観光庁・JNTOは、ニューヨークでの国連総会の機会を捉
え、日本の地方と食の魅力をテーマに、日本食及び訪日旅行への需要喚起
を目的としたレセプションを、NY歴史協会において開催。米国ビジネス関
係者及び各国外交団、国連関係者等約200名に対して、安倍総理による日
本産の米（兵庫県）、和牛（宮崎県）、ブリ（北海道）、ホタテ（北海
道）等を使用した正統派の日本料理メニューで日本産品のＰＲを実施。 
※料理人は、現地で著名な日本料理人５名のチーム 
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日本食・食文化の普及の事例（グローバルイベントとの連携） 

 
日時：2016年10月17日～10月20日 
場所：mipcom会場・グランドハイアットカンヌ ホテルマルチネス（フランス・カンヌ） 
概要：国際番組見本市であるmipcom会場にて、当省が新たに製作したアニメ「英国一

家、日本を食べる」の特別版を、来場した世界各国のバイヤーに、無償で配布し、
アニメの拡散による日本産食材・食文化の魅力を発信。   

    オープニングレセプションでは、著名フードライターで「英国一家、日本を食べる」
の原作者であるマイケル・ブース氏を迎え、また、日本産の米、和牛、ブリ、ホタテ、
茶等を使用した日本料理等で日本産食材のＰＲを実施 

 
※総務省、国税庁、国際交流基金等と連携 
 

■リオデジャネイロ オリンピック・パラリンピックのTokyo 2020 JAPAN 
HOUSEにおける日本食・食文化普及イベント 
期間：2016年8月17日～8月21日、9月10日～9月14日 
場所：Tokyo 2020 JAPAN HOUSE（ブラジル・リオデジャネイロ） 
参加人数：ブース期間全体：約1,000名 シンポジウム：約200名  
     レセプション：約100名 
概要： 期間中、出汁をテーマとしたブースを出展。「日本食普及の親善大使」   
   の小池シェフによる「日本食の栄養バランス」のプレゼンテーションを実施。 
   また、著名アスリートである鈴木スポーツ庁長官と 
   ジーコ氏による「アスリートからみた日本食」を 
   テーマした日本食シンポジウムも開催。 
   更に、現地料理関係者、メディアなどを対象に、 
   和牛のＰＲを中心とした日本食普及レセプションを実施。 
※内閣府、スポーツ庁、外務省、観光庁、国税庁、総務省、経産省、文化庁等と連携 

 
■mipcom2016での日本食・食文化の魅力発信イベント 
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.  

日本食・食文化紹介の映像 (maffchannel-YouTube) 

【初音ミク】 “OISHII” TRIP     【3分9秒】   
初音ミクが「歌って」、「踊って」、日本各地の “OISHII” 食の魅力を
紹介しています。 
（日本語。字幕は英語訳版、ローマ字版、ロシア語版。） 

農林水産物・食品のプロモーション動画  
 ” SEEKING PERFECTION”  【各60秒】 

和牛篇 お米篇 

世界トップクラスの西洋人シェフが、世界的人気の和牛、水産物、お米、
パックご飯、日本茶、日本酒の魅力を紹介しています。（英語） 

日本酒篇 

Sushi and Beyond「英国一家、日本を食べる」 
 （マイケル・ブース著） 農林水産省特別版   【各8分】 
「職人の心」篇  
日本の「温かいおもてなし」と「熱い
寿司職人の魂」に、マイケルは五
感で感銘を受けます。 
（英語。日本語字幕） 

「春を食べる」篇 
日本の食文化が詰まったデパ地
下で、日本人の親切を通して、
季節を愛でることを知ります。
（英語。日本語字幕） 

JASマークPR動画  【各1分20秒】 
「農林水産省×ちょびっとづかん」がコラボし、JASのオリジナルキャラクター
も登場しながら、「一般JASマーク」と「有機JASマーク」を紹介しています。 
（日本語。英語字幕） 

オーマイオーガニック篇                                 メニーメニーメニー篇                  
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■在外公館への日本産新米の贈呈 

時期：2014年、2015年、2016年、2017年 

内容：在外公館で開催される天皇誕生日祝賀会レセプション等で日本米をＰＲ 
   してもらうため新米とＰＲ資材を提供。 
   （2014年 22公館、2015年 45公館、2016年224公館、2017年240公館） 

■日本食普及の特別親善大使、日本食普及の親善大使の任命 
時期：2015年2月（１回目）、2016年2月（２回目）、2017年2月（３回目）、2018年2月（4回目） 

内容：2015年2月、日本食・食文化の魅力発信の広告塔として、檀れい（女優）を「日本食普
及の特別親善大使」に、海外の日本食普及に関するアドバイスを行う日本料理関係
者等13名を「日本食普及の親善大使」として任命。2017年2月にも、檀れいを「日本食
普及の特別親善大使」に再任し、新たに海外在住者6名を含む22名を「日本食普及
の親善大使」として任命。2018年2月にも、新たに海外在住者5名を含む19名を「日本
食普及の親善大使」として任命し、日本食・食文化の魅力のPR機能を強化。 

（海外在住者24名を含む計75名）    

       

日本食・食文化の普及の事例 （在外公館や海外レストランの活用） 

時期：2018年2月  

内容：カナダバンクーバー、モントリオール、トロントの日本産食材サポー
ター店（59店舗）に対し、日本産水産物（真鯛、平目、シマアジ、たこ
等）を提供し、店舗でそれらを活用したメニューを提供してもらう事に
より、現地シェフ及び一般消費者への日本食材の魅力のPRを実施。 

■ 海外レストランにおける日本食材のPR 
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日本食普及の親善大使について 

○活動内容：親善大使については、自らの日本食普及の活動の他、農林水産省が実施する、 
      外国人向けの日本食普及料理講習会の講師 
      外国人による日本料理コンテストの審査員 
      ニューヨーク国連総会の際のレセプションでの日本料理監修 
      外国人向けの日本食普及セミナーの講師等 に協力。 
 
○選考方法：料理人関係団体や在外公館等からの推薦により、有識者による選考会を経て、 
      食料産業局長が任命 
 
○任命状況：現在までに、海外在住者24名を含む計75名が任命 
      2015年2月（１回目）国内13名を任命 
      2016年2月（２回目）国内  8名、海外13名を任命 
      2017年2月（３回目）国内16名、海外6名を任命 
      2018年2月（４回目）国内14名、海外5名を任命 
      今後、国内外を合わせ100名規模まで増員していく方針。  

■ 海外の日本食レストラン等に対するアドバイスを行う日本料理関係者等を「日本食普及の親善
大使」として任命し、日本食・食文化をより広く普及。 

親善大使用バッジ 
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■ 小山裕久(こやま ひろひさ) 
    「青柳(あおやぎ)」主人 
■ 五月女芳克(さおとめ よしかつ) 
    台湾日本料理三井総料理長 
■ 正田秀之(しょうだ ひでゆき) 
    三保の松原羽衣ホテル総料理長兼指導員 
■ 武田利史(たけだ としちか) 
    琴平グランドホテル紅梅亭料理長 
■ 田中誠二(たなか せいじ) 
    全国調理師養成施設協会副会長 
    大和学園理事長・学園長 
■ 伏木亨(ふしき とおる) 
    龍谷大学農学部教授 
    和食文化国民会議会長 
■ 室田大祐(むろた だいすけ) 
    大阪樟蔭女子大学フードスタディー学科   
    特別講師 
■ 柳原尚之(やなぎはら なおゆき) 
    江戸懐石近茶流嗣家 
    柳原料理教室副主宰 

平成28年２月任命（国内） 
■ 麻生繁（あそう しげる） 
  京都府日本調理技能士会事務局長 
  京料理花かがみ主人 
■ 大田忠道（おおた ただみち） 
  兵庫県日本調理技能士会会長 
■ 小畠弘太郎（おばた こうたろう） 
  日本料理研究会副会長 
  甲州屋調理士紹介所代表取締役 
■ 加藤達雄（かとう たつお） 
  ガーデンコートクラブKATO’S 顧問 
■ 栗栖正博（くりす まさひろ） 
  全日本・食学会理事 
  京料理たん熊北店主人 
■ 嶋宮勤（しまみや つとむ） 
  全国すし商生活衛生同業組合連合会 
   国際渉外委員長 
 すし善代表取締役 
■ 高橋拓児（たかはし たくじ） 
  木乃婦代表取締役社長 
■ 中村昌次（なかむら しょうじ） 
  後藤学園武蔵野調理師専門学校理事 
 
平成29年２月任命（国内） 
【特別親善大使】※再任命 
■ 檀れい（だん れい） 
  女優（松竹エンターテイメント所
属） 
【親善大使】 
■ 入口修三（いりぐち しゅうぞう） 
    四季の味華晄料理顧問 
■ 榎本桂次（えのもと けいじ） 
    兼見御亭常務取締役・統括総料理長 
■ 遠藤十士夫（えんどう としお） 
    料理研究所青山クラブ代表 
■ 小川洋利（おがわ ひろとし） 
    国際すし知識認証協会 
    理事・事務局長 
■ 加藤綱男（かとう つなお） 
    新亀家・社長 
 
 

■ 齋藤章雄（さいとう あきお） 
  日本料理「しち十二候」オーナーシェフ 
■ 高木慎一朗（たかぎ しんいちろう） 
    日本料理銭屋 
■ 高橋幸男（たかはし ゆきお） 
  東京調理師振興会会長・振興調理士紹介
所所長 
■ 田崎真也（たさき しんや） 
  日本ソムリエ協会会長 
■ 冨澤浩一（とみさわ ひろかず） 
    日本料理「よし邑」総支配人、総料理長 
■ 中川純一（なかがわ じゅんいち） 
   全国調理師養成施設協会副会長 
■ 長妻悟（ながつま さとる） 
  北京永昌優勝餐飲管理有限公司 
■ 前川敬一（まえかわ けいいち） 
  ホテル清風顧問 
■ 三宅健介（みやけ けんすけ） 
  日本料理研究会副会長 
■ 宮下稔（みやした みのる） 
  東友会調理士紹介所代表取締役 
■ 湯本忠仁（ゆもと ただひと） 
  日本料理ゆ庵店主 
平成30年２月任命（国内） 
■ 井上明彦(いのうえ あきひこ)： 
    湯村温泉 佳泉郷井づつや 総料理長 
■ 植木大八(うえき だいはち) 
    旬菜うえき代表 
■ 柏木直樹(かしわぎ なおき) 
    兵庫栄養調理製菓専門学校 
■ 門脇俊哉(かどわき としや) 
    「麻布かどわき」料理長 
■ 木村徹(きむら とおる) 
    高繁フードサービス商品部長兼総料理長 
■ 黒田廣昭(くろだ ひろあき) 
    東京なだ万 常務執行役員 調理本部長 

■  海外の日本食レストラン等に対するアドバイスを行う日本料理関係者等を「日本食普及の親善大使」とし
て任命し（平成30年2月時点で51名）、日本食・食文化をより広く普及。 

日本食普及の親善大使の活躍（国内） 

 
平成27年２月任命（国内） 
【特別親善大使】 
■ 檀れい（だん れい） 
  女優（松竹エンターテイメント所属） 
【親善大使】 
■ 梅崎正利（うめざき まさとし） 
  元・春日ホテル総料理長 
  奈良県日本調理技能士会会長 
■ 片田勝紀（かただ かつのり） 
  割烹旅館春日楼代表 
  全国日本調理技能士会連合会会長 
■ 風戸正義（かざと まさよし） 
  さかえ寿司代表 
  国際すし知識認証協会代表理事 
■ 神田川俊郎（かんだがわ としろう） 
  新日本料理神田川店主 
  全日本調理師協会名誉会長 
■ 木浦信敏（きうら のぶとし） 
  なだ万代表取締役社長 
  全国日本調理技能士会連合会理事長 
■ 田村隆（たむら たかし） 
  日本料理「つきぢ田村」三代目 
  日本料理研究会師範 
■ 長島博（ながしま ひろし） 
  元・築地本願寺「紫水」料理長 
  全国日本調理技能士会連合会専務理事 
■ 村田吉弘（むらた よしひろ） 
  菊乃井主人 
  日本料理アカデミー理事長 
■ 山縣正（やまがた ただし） 
  都寿司店主、全国すし商生活衛生 
  同業組合連合会会長 
■ 熊倉功夫（くまくら いさお） 
  静岡文化芸術大学長 
■ 辻芳樹（つじ よしき） 
  辻料理学館辻調理師専門学校 
  理事長・校長、辻調グループ代表 
■ 服部幸應（はっとり ゆきお） 
  服部学園服部栄養専門学校 
    理事長・校長 
  全国調理師養成施設協会会長 
■ 三宅洋子（みやけ ようこ） 
  日本料理研究会会長 
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＜オーストラリア＞ 
■ アダム・リャオ 
  フード・パーソナリティ、作家、プレゼンター 
■ 出倉秀男（でくら ひでお） 
  料理研究家、Culinary Studio Dekura 代表 
 
平成29年２月任命（海外） 
＜ドイツ＞ 
■ 坂元三德（さかもと みつのり） 
  鮨元料理長 
＜スペイン＞ 
■ 松久秀樹（まつひさ ひでき） 
  レストラン「Koy Shunka」オーナー兼調理師    
＜ハンガリー＞ 
■ マキ・スティーブンソン 
  Culinary Institute of Europe 代表 
  Maki Food 代表 
＜ルクセンブルク＞ 
■ 宮前一（みやまえ はじめ） 
  レストラン「かまくら」オーナー 
＜アルゼンチン＞ 
■ 小宮山巌（こみやま いわお） 
  ケータリング会社（Iwao Sushi&Cuisine)経営 
＜中国＞ 
■ 本多淳一（ほんだ じゅんいち） 
  東京和食「SUN with AQUA JAPANESE DINING」 
  餐庁総経理兼総料理長 
 
平成30年２月任命（国内 
＜中国＞ 
■ 三輪啓(みわ けい) 
      北京日本調理師会会長 
■ 安東伸一(あんどう しんいち) 
      「玄穂」オーナーシェフ 
■ 何栄万(か えい まん) 
      一級棒餐飲集団有限公司総経理 
 
 

○ 海外の日本食レストラン等に対するアドバイスを行う日本料理関係者等を「日本食普及の親善大使」とし
て任命し（平成30年2月時点で24名）、日本食・食文化をより広く普及。 

日本食普及の親善大使の活躍（海外） 

 
平成28年２月任命（海外） 
 
【親善大使】 
＜米国＞ 
■ 末次毅行（すえつぐ たかゆき） 
  シアトル日本料理協会会長、BISTRO  
  SATSUMA店長 
■ デービッド・ブーレイ 
  Bouley オーナーシェフ、 
    Brushstroke 共同オーナー 
■ 松久信幸（まつひさ のぶゆき） 
  レストランMatsuhisa オーナー、Nobu 経営者 
＜カナダ＞ 
■ 木村重男（きむら しげお） 
  Ginko（銀杏） Restaurant オーナーシェフ 
■ 東條英員（とうじょう ひでかず） 
  Tojo's Restaurant オーナーシェフ 
＜英国＞ 
■ 石井義典（いしい よしのり） 
  日本食レストランUMU 総料理長 
＜デンマーク＞ 
■ オーレ・モウリットセン 
  南デンマーク大学教授（生物物理学） 
＜フランス＞ 
■ 奥田透（おくだ とおる） 
  パリ奥田、銀座小十及び銀座奥田店主 
＜スペイン＞ 
■ ロジャー・オルトゥーニョ・フラメリッチ 
  日本料理専門サイト「Comer Japones.com」創設者、 
  バルセロナ「サロン・デル・マンガ」日本食部門全体監修者 
＜アルゼンチン＞ 
■ 大野剛浩（おおの たけひろ） 
  TEA CONNECTION&GREEN EAT グループ総料理長 
＜ブラジル＞ 
■ 小池信也（こいけ しんや） 
  和食レストラン「藍染」「酒蔵阿吽」 
  オーナー兼シェフ 
 

 
＜米国＞ 
■ ジョン・エマーソン 
    Vice President of Sushi and Asian Cuisine 
    at Wegmans Food Markets 
＜フィンランド＞ 
■ 冨田憲男(とみだ のりお) 
    「東京館」店主 
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■レセプションの日本料理監修（ニューヨーク） 
日程：平成28年9月21日   
親善大使：デービッド・ブーレイ 
概要： 国連総会出席のために訪米されている各国要人等 
    約230名に対し、安倍総理による日本産の米（滋賀県産） 
   和牛（宮崎県産）ブリ（鹿児島県産）ホタテ（北海道産） 
   等を使用した料理で日本産品のＰＲを実施。                                                                                

■外国人による日本料理コンテストの審査員（日本） 
日程：平成30年2月13日、14日   
審査員：村田 吉弘 
概要：海外に日本食・食文化を普及させる人材の育成を 
   目的とし、日本料理レストランで働く外国人シェフを 
   世界６都市における予選大会後、決勝大会は日本に招へいし 
   （5ヶ国・地域から計6名）、日本料理のコンペティションを実施 

日本食普及の親善大使の活躍(事例) 

■日本食普及セミナーの講師（シドニー） 
日程：平成28年5月9日～10日   
親善大使：出倉 秀男、Adam Liaw 
概要：現地の一般生活者を対象に、出倉秀男氏と 
   アダム・リアウ氏による、日本産の米、ブリ、ホタテを 
   使用する日本料理セミナーを実施。                                                                                

■日本食普及料理講習会の講師（マレーシア） 
日程：平成30年2月5日～7日   
親善大使：高橋 拓児 
概要：2018年2月、マレーシアのインターナショナルカレッジ・ 
   オブ・ホテルマネージメント校において、高橋拓児氏による 
   日本産品を活用した日本料理講習会等を実施。                                                                                
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日本食・食文化の普及の事例（海外料理学校等の活用） 

■Wine & Spirit  Education Trust （WSET）ロンドン校との連携   

◆日程：2017年1月15～19日 
  対象：ＷＳＥＴ日本酒クラス講師候補者、メディア関係者等（20名） 
  場所：京都府、兵庫県、広島県 
  概要：日本産農林水産物の生産現場や日本料理店及び酒蔵等を廻り、    
    京都の伝統的な野菜等の生産方法や特徴、伝統的な日本食・食文  
    化、日本料理と日本酒のペアリング及び日本酒の製造方法等に関 
    する研修を実施。 

■フェランディ料理学校における日本料理講習会 

◆日程：2016年10月3日 
 対象：食関係事業者・メディア 
 場所：フェランディ料理学校 
 概要：ヨーロッパ最大級のフェランディ料理学校にて、同校の講 
    師・生徒約50名に対し、小山裕久氏（日本料理「青柳」） 
    による魚の〆め方などの日本料理の技法についての講習会を、 
    著名パティシエのピエール・エルメ氏による抹茶を使用した 
    和洋菓子の講習会を実施。 
    ※仏国労働大臣、独国労働大臣が講習会を視察。 
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■実習計画の内容 
 

  1 日本料理の知識及び技能の修得のための計画及び施設に関する事項 
  2 在留中の住居の確保に関する事項 
  3 日本料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項 
  4 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項 
  5 外国人調理師との面接及び外国人調理師からの生活・労働等に係る相談への対応（苦情処理を

含む。）並びに監査の実施に関する事項 
  6 外国人調理師の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項 
  7 特定日本料理調理活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項 

日本食・食文化の普及の事例（外国人調理師の在留資格の緩和要件） 

○ 外国人調理師が日本国内において働きながら日本料理を学べるよう、平成26年２月、在留資格の要件緩
和を実施。 

○ 調理師養成施設の留学生について、調理師養成施設と日本料理の提供事業者が共同で申請した実習計画
を農林水産省が認定し、実習計画に基づき、５年間、働きながら日本料理の知識及び技能を修得。  

■認定の要件 
 
  1 計画の内容が期間全体を通じて効果的な日本料理の知識及び技能の修得が可能と認められること 
  2 日本料理の修得期間を２年以内としていること 
  3 受入れ人数を１事業所当たり２人以内としていること 
  4 日本人と同等額以上の報酬を受けること 等 
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■日本料理の調理技能認定制度 

 海外の外国人料理人について日本料理の知識・技能
が一定レベルに達した者を、民間団体等が自主的に
認定する仕組みを創設。 

 日本料理に関して適切な知識・技能を有する海外の
日本食料理人を育成し、日本食レストランを通じた
日本食の発信を強化。 

 平成30年度までに、1,000名以上の認定を目指す。 

 実績進捗：ゴールド4名、シルバー168名、ブロン
ズ298名、計470名（平成30年3月31日時点） 

 

 

認定種類 対象者イメージ 

     ゴールド 実務経験が概ね２年
程度の者 

     シルバー 
日本料理学校等の卒
業者又は実務経験が
概ね１年程度の者 

     ブロンズ 
 
短期料理講習会等を
受講した者 
 

「日本産食材サポーター店認定制度」、「日本料理の調理技能認定制度」 

海外日本食レストラン等を輸出促進や日本の食文化普及の拠点として活用していくための「日本産食材サポーター
店認定制度」や、海外で日本料理を学びたい人に研修等を行う民間の取組を後押しするための「日本料理の調理技
能認定制度」を平成28年４月１日に制定し、運用開始。 

■日本産食材サポーター店認定制度 

 日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店
を、民間団体等が自主的に日本産食材サポーター店と
して認定できる仕組みを創設。 

 日本産農林水産物・食品のユーザーである飲食店等を
「見える化」し、海外需要を拡大することで、輸出促
進を図る。 

 平成30年度までに、3,000店舗以上の認定を目指す。 
 実績進捗：3,094店（平成30年６月30日時点） 
 （香港､中国､タイ､アメリカ､フランス､シンガポール等） 

 

 

日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店・ 
小売店を「見える化」 

海
外
の
日
本
産
食
材
に
関
心
が
高
い 

消
費
者
に
向
け
て
サ
ポ
ー
タ
ー
店
を 

増
加
さ
せ
、
需
要
を
拡
大 

日本産食材サポーター店 
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■ 海外の外国人料理人を研修生として招へいし、日本国内の有名日本料理店において、日本料理の知識、調理技能、おもて
なしの精神等を学ぶ研修を支援することで、日本産品や日本食・食文化の魅力を発信し、我が国の食関連事業者等が海外展
開をする際にパートナーとなり得る人材へ育成する。 

海外の外国人料理人を招へいした日本料理研修の支援 

■ 事業実施主体 
 日本食・食文化普及人材育成支援協議会 
 （メンバー：（一社）全日本・食学会、ＮＰＯ法人日本料理アカデミー等） 
 
■ 研修生 
  15名（米国､カナダ､ブラジル､英国､イタリア、シンガポール、 
     バングラディシュの７カ国） 
  ※研修生15名が日本料理の調理技能認定制度のシルバーに認定 
 
■ 研修内容 
①集団研修 
 生活に必要な礼儀作法、日本の食文化、食材、調理技術、食品衛生 
 管理に関する基礎的な知識等 
   
②日本料理店での研修 
 食材の選び方、調理技術、食品衛生管理、おもてなしの精神、接客、 
 日本の食習慣等に関する知識等 

＜平成29年度の取組（概要）＞ 

＜集団研修②（出汁の引き方）＞ ＜集団研修①（野菜の切り方）＞ 

＜日本料理店での研修②（カウンターでの調理）＞ 

＜日本料理店での研修①（厨房での仕込み＞ 

【研修先日本料理店】  
 菊乃井本店、京料理たん熊北店、京料理木乃婦、魚三楼、祇園さゝ木、   

 京懐石美濃吉本店竹茂楼、嵐山熊彦、一子相伝なかむら 
 
 菊乃井赤坂店、つきぢ田村、銀座寿司幸本店、さかえ寿司、日本橋ゆかり、 
 
 日本料理銭屋、赤坂浅田 

きのぶ うおさぶろう 

みのきちほんてんたけしげろう 

すしこう 

ささき きたみせ 
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平成27年度から海外に進出する外食事業者を支援するため、事業可能性検証（テストキッチン等）、外食産業投資ミッションの派遣
、海外のビジネスパートナー候補企業等を招へいする事業を実施。 
※30年度におけるテストキッチン事業は企業ニーズが高いこと等から昨年度に引き続き第２弾としてベトナム（ハノイ）、ミッショ
ン派遣事業はタイ（バンコクほか）、海外外食産業経営者招へい事業はロシア及びタイを対象に実施予定。なお、タイについては、
外資規制が厳しく、進出にあたってローカル資本との合弁等が必要なため、成約率を高める観点から、ミッション派遣時に現地にて
商談会を実施するとともに、後日、その現地の経営者等を日本へ招へいし、より具体的な商談を進める連動企画を実施予定。 

日本食レストランの海外出店等の支援（事業実施主体：JETRO） 

■ 事業可能性検証事業 
 （テストキッチン等） 
 
＜実施場所・期間＞ 
  ベトナム（ハノイ） 
  (2018年1月25日～2月4日) 
 
＜実施内容＞ 
 海外展開を目指す外食企業を募集し、
現地消費者を対象としたテストマーケテ
ィング等を実施。現地での出店体験によ
り、食材調達、メニュー商品の再現性、
消費者の嗜好、現地雇用等における課題
を事前に具体的に把握。 

 
 

＜平成29年度の取組（概要）＞ 
■ 外食産業投資ミッション派遣事業 
 
＜実施場所・期間＞ 
 ①ロシア（モスクワ､サンクトペテルブル
ク） 
  （2017年8月24日～28日） 
 ②インドネシア（ジャカルタ）、マレーシ

ア（クアラルンプール） 
  （2017年10月23日～27日） 
 ③ミャンマー（ヤンゴン）､カンボジア（

プノンペン） 
  （2018年2月19日～22日） 
＜実施内容＞ 
 海外展開を目指す外食企業を募集し、現地
の外食産業の市場概況、法務・税務・労務等
のセミナー等による情報提供、進出先となり
得る商業施設や路面店舗等に加え、食材流通
状況確認のための市場等の視察、ビジネスパ
ートナー候補やサプライヤー候補等との商談
等の場を提供。 

■ 海外外食産業経営者招へい事業 
 
＜実施地域・期間＞ 
①ASEAN（インドネシア、タイ、フィ
リピン）2017年9月19日～22日 
②ASEAN（インドネシア､シンガポール
、フィリピン、ベトナム）2017年12月
4日～8日 
 

＜実施内容＞ 
 海外展開を目指す外食企業を募集し、
外資規制や商慣習、円滑な営業ライセン
スの取得等の理由により合弁相手などの
存在が必要な国から現地でレストランを
多店舗展開している有力外食企業の経営
者等のビジネスパートナー候補を招へい
し日本国内の数箇所で商談等の場を提供
。 

モール内で
の出店状況 

事前準備会にて、提供メニ
ューの出来栄え等を確認 

在モスクワ日本大使館の
協力の下、ネットワーキ
ング交流会（モスクワ） 

現地食材の品質等を確
認する伝統的市場の視
察（ヤンゴン） 

ビジネスパートナー
候補との商談 
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○ 紹介ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 調理技能認定制度にて認定された 
 シェフのレストラン特集等も予定。 
 

日本食レストラン 

日本食魅力発信ポータルサイト「Taste of Japan」について 

日本食レシピ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○ 紹介ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本産品販売店 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○ 紹介ページ 
 
 
 

 サポーター店認定制度にて 
 認定された店舗等も検索可能。 

○ 「Taste of Japan」は、海外の日本産品の消費を増大させることを目的として、世界の日本食レス
トラン、日本産食材取り扱い店舗及び日本食レシピの検索が可能な、「食べる・知る・入手する」
をコンセプトとしたポータルサイト。2015年10月サービス開始。 

○ 当該サイトは、日本語・英語・繁体中文・簡体中文・フランス語・タイ語の6カ国語で、85の 
      国・地域における約3,400の日本食レストラン、海外で日本産食材を購入できる約300の販売店、

静止画・動画合わせ約50の日本食レシピ等が検索可能。  
○ 今後はサポーター店認定制度や調理技能認定制度等と連動したコンテンツ配信を拡充予定。 

サイトのロゴマーク 
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CopyrightⒸ日本産食材サプライチェーンプラットフォームコンソーシアム  ALL RIGHTS  RESERVED. 

世界中のバイヤー等に直送 
日本産食材サポーター店もサイトを活用！ 

商品検索 
・閲覧 

“WASHOKU Treasure” 
日本産食材を専門に取り扱う越境ECサイト  
【販売者】 
  国内の農林水産物・ 
  生産者様 

【購入者】 
 海外の食品事業者様 

海外レストラン 
シェフ・経営者 

 
海外バイヤー 
インポーター 

全国各地の 
農林漁業者 
食品メーカー 

初回会員登録 
（審査あり） 
<48,000円> 

会員登録 

購入者はこちら！ 
https://www.washokutreas

ure.com/ 
出品申込はこちら！ 

https://lp.washokutreasure
.com/producer/ 

追加商品登録 
<24,000円> 

(２品目以降追加毎) 
サンプル 
申込 

有料・無料 
双方の場合あり 

国内倉庫に商品を納品 
配送センター 

（梱包作業＋伝票作成） 

こだわりの地域の産品を海外に直接売り込む！ 

★出品料（１品） 
★商品情報の英語翻訳 
★海外発送代行 
★輸出手続き指導 等 

○ 出品者数：78、購入者数：260、商品登録数：244（平成30年6月末現在） 
○ 重点対象地域：香港、シンガポール、ベトナム、フランス、オーストラリア、米国 
○ ８月上旬 サイトリニューアル（商品検索性の向上、フランス語対応等） 
○ ８月16～18日 FOOD EXPO 2018＠香港にブース出展予定 
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＜事業の内容＞  ＜事業イメージ＞  

 
 １．多様なコンテンツを活用した魅力発信事業  
① 海外の事業所給食・ケータリング・飲食チェーンへの日本産食材需要
拡大 

② トップセールス等による日本産食材魅力発信 
③ 外国人による日本食料理コンテスト 
④ ジャポニスム等大規模イベントと連携した日本産食材需要拡大  等 

 ２．日本食・食文化普及の人材育成事業 
① 日本料理講習会・セミナー等の開催による人材育成 
② 海外料理学校等を活用した人材育成 
③ 外国人料理人招へい研修  等 

 ３．海外日本食レストラン品質向上支援事業 
① 日本産食材サポーター店認定推進支援 
② 日本料理の技能認定推進支援   

４．日本産食材活用に向けたネットワーク強化 
① 日本産食材輸出機会支援 
② 外食産業海外展開検証試験  等 

 
 
 
 

海外需要創出支援対策事業のうち 
日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大事業 

＜対策のポイント＞ 
 日本産農林水産物・食品を輸出する取組と併せて日本食・食文化の魅力を世界に発信することで、日本産農林水産物・食品に対する興味・関心を高め、
購買行動につなげる仕組みの構築等を推進します。 
＜政策目標＞ 
 農林水産物・食品の輸出額の拡大（8,071億円［平成29年］→ １兆円［平成31年］） 

【平成31年度予算概算要求額 695（416）百万円】 

［お問い合わせ先］食料産業局食文化・市場開拓課（03-6744-0481） 

＜事業の流れ＞ 

日本食・食文化の
魅力の世界発信 

日本食の 
ブランド化 

輸出促進・海外展開
のための環境整備 

日本食・食文化普
及の人材育成等 

海外日本食レストラン等からの日本食・食
文化の魅力発信を強化 

国内外で日本食・食文化の普及を担う
外国人の人材育成等の取組を推進 

国 
民間団体等 

委託 

２．日本食・食文化普及の人材育成事業  

海外等において多様なコンテンツを活用し新
たな日本産食材の需要拡大を促進 

４．日本産食材活用に向けたネットワーク強化  

１．多様なコンテンツを活用した魅力発信事業  

３．海外日本食レストラン品質向上支援事業 

民間団体等 
補助（定額） 

日
本
産
農
産
物･ 

 

食
品
の
需
要
拡
大 

日本の外食産業の現地出店や日本産食材サ
プライチェーンプラットフォームの形成により、
日本産食材供給体制を強化 

日本産食材サポーター店認定制度 
日本料理調理技能認定制度 

総合対策 
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（ １，２①②の事業）  

（ ２③，３，４ の事業）  
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