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平成 30年度 中部圏発、「食」関連企業の海外市場開拓支援事業 

「参加者募集」説明会のご案内 

 

平成 30 年度の中部圏発「食」関連企業の海外市場開拓支援事業の参加者説明会を下記内容

にて開催しますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

また説明会終了後に懇親会を開催予定です。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

◆日程及び会場 

日時：平成 30年８月３日(金) 13:30～（受付開始 13:00） 

会場：株式会社百五銀行 名古屋支店 会議室（３階） 

https://sasp.mapion.co.jp/b/hyakugobank/info/0210/ 

13:30  主催者挨拶 

 

◆第１部 米国バイヤー招聘商談会について 

13:45  開催概要等の説明（平成 30年 9月 27 日～28（金）＠名古屋） 

14:45  終了予定 

 

◆第２部 ベトナム現地商談会及びバイヤー招聘商談会について 

15:00  開催概要等の説明 

①ベトナム現地商談会（開催日：平成 30年 11 月 13日～17日＠ホーチミン） 

②バイヤー招聘商談会（開催日：平成 30年 12 月上旬＠名古屋） 

15:50  終了予定 

 

◆第３部 第２回“日本の食品”輸出 EXPO 及びブリュッセル国際日本酒コンクール併

催イベントへの出展について 

16:00  開催概要等の説明 

①“日本の食品”輸出 EXPO（開催日：平成 30年 10月 10 日～12日＠幕張） 

②ブリュッセル国際日本酒コンクール併催イベント 

（開催日：平成 30年 10 月 11日～13日＠鳥羽） 

16:50  終了予定 

 

◆事務局より連絡事項及びご案内 

17:00  参加者説明会終了（懇親会参加者以外は解散） 

※懇親会については、後日ご案内いたします（徒歩圏内の予定）。 

 

■申込方法：平成 30 年度 中部圏発、「食」関連企業の海外市場開拓支援事業「参加者募集」

説明会への参加をご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡下さい。 

■必要事項：会社名、説明会参加者名、第１部・第２部・第３部・懇親会の各出欠 

 

（事務局） 

株式会社 百五総合研究所（安岡・中村） 所在地：三重県津市岩田 21番 27 号 

TEL：059-228-9105 Fax：059-228-9380 

メール：yasuoka76@hri105.jp、nakamura133@hri105.jp 
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2018年度 中部圏発 「⾷」関連企業の海外市場開拓⽀援事業

 地域中核企業創出・⽀援事業【ネットワーク型】（委託費）
公的機関、⾃治体、産業⽀援機関、専⾨家等の⽀援ネットワークを形成し、地域中核企業を重点的に⽀援することにより、地域企業の成⻑
及び地域活性化等を⽬指す事業
 ＪＡＰＡＮブランド育成⽀援事業（広報ＰＲ・事業効果検証事業）（補助⾦）
ＪＡＰＡＮブランド育成⽀援事業の採択事業者等について、海外展開の更なる機運醸成及び
ＪＡＰＡＮブランド育成⽀援事業の効果検証を⾏う事業

１．事業予算

２．実施事業及びスケジュール

ＪＢ
広報

【シンガポール・ベトナム】
フォローアップ

（ヒアリング、アンケート調査）
地域
中核

【Ａ１】
【⽶国】
輸出促進
ミッション派遣
(7/21~26)

【Ａ２】【⽶国】
バイヤー招聘
商談会

(9/27~28)
＠名古屋

まとめ

【Ｂ５】【ベトナム】
バイヤー招聘
商談会＆
現地視察
(12⽉初旬）
＠名古屋

【Ｂ１】
【ベトナム等】
⾷品機械
輸出促進
セミナー

(2⽉頃＠名古屋)

【Ｂ３】
【欧州・⽶国・アジア】
輸出EXPO

(10/10~12＠幕張)

【Ｂ２】【欧州】
ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ国際⽇本
酒ｺﾝｸｰﾙ併催ｲﾍﾞﾝﾄ
(10/11~13＠⿃⽻)

【Ｂ４】 【ベトナム】
輸出促進
ミッション派遣
現地商談会ほか
(11/13~17)
＠ホーチミン

【欧州・⽶国・アジア】
海外展開ｾﾐﾅｰ

(9⽉頃＠東海/北陸)

【アジア】バイヤー・グループ・インタビュー調査
(11⽉頃実施、12〜1⽉頃 調査分析)
【アジア】 訪⽇外国⼈向け調査

(11⽉頃実施＠⼤阪、12〜1⽉頃 調査分析)

㈱ＪＴＢ

㈱百五総合研究所

【支援事業者】

【支援事業者】

㈱百五総合
研究所

２
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＜個別事業の概要＞ 

地域中核企業創出・支援事業 

 

■Ａ２ 米国バイヤー招聘商談会 

時期：平成 30 年９月 27 日（木）～28 日（金） 

場所：名古屋（中小機構中部本部 会議室（大・小）を予定） 

参加バイヤー：①MITSUWA（濱松部長）、②オーリツギフトサービス（代行：岩瀬さん） 

③IZAKAYA WA（テキサス）・龍虎インターナショナル（居酒屋・輸入業） 

※①と②はセットで面談、③は別室で面談を想定（いずれも日本語で OK）。 

商談：＠20 分程度×10：00～12：00、13：00～15：00、15：30～17：30 

延べ約 18 社×1.5～2 日 

★募集要件 

・先方のニーズ及び米国への輸出対応が可能な事業者を優先 

 

 

JAPAN ブランド育成支援事業：広報ＰＲ・事業効果検証事業 

 

◆Ｂ４ ベトナム現地商談会の開催 

時期：平成 30 年 11 月 13 日（火）～17 日（土）  ★Vietnam Foodexpo2018 の会期中 

場所：ベトナムホーチミン市内 

概要：Vietnam Foodexpo2018 の視察、個別訪問型による品評会を実施 

イメージは昨年度の日本酒 PR 事業、上記日程の午後に数時間程度ずつ実施予定 

＜スケジュール案＞（調整中） 

 

★募集要件 

・現地渡航・滞在は自己負担、現地商談用のチャーター車費用は事業費負担 

・Vietnam Foodexpo2018 への出展費用は本事業の対象外 

・展示会出展の場合は、一時的にブースを離れる必要あり 

 

◆Ｂ５ ベトナムバイヤー招聘による日本での品評会の開催 

時期：平成 30 年 12 月初旬（予定） 

場所：名古屋市内（ウインクあいちなどを想定） 

概要：Simba 等ベトナムバイヤー（２～３社程度）を招聘し、個別面談型の品評会を開催。 

個別面談で有望企業と評価された場合、翌日に企業視察あり（３社程度）。 

面談：＠20 分程度×18 社程度（10：00～17：30） 

＜スケジュール案＞（調整中） 

 

★募集要件 

・ＪＢ参画企業及び関連企業 

・応募多数の場合は、ベトナムへの輸出対応が可能な事業者を優先 
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◆Ｂ３“日本の食品”輸出 EXPO における世界各国のバイヤー向け品評会 

時期：平成 30 年 10 月 10 日（水）～12 日（金）（展示準備：10/8 日（月）～9 日（火）） 

場所：幕張メッセ（千葉県） 

概要：３小間分（3ｍ×2.7ｍ×６）の展示を行い、各国バイヤーと品評会を実施 

百五総研名で、最大 10 社程度を展示・商談体制 

ブース周辺に簡易展示＋商談席を小型テーブル×10 卓以上設置、英語通訳５名配置 

※企業数以上の商談スペース設置が必須 

 

★募集要件 

・参加資格：ＪＢ参画企業及び関連企業 

・参加要件：商談は、参加各社で対応（常時２名以上の対応者を配置すること） 

海外展開に積極的（経験豊富な方が好ましい）に取組み、食を中心に関連分

野も可とする。英語資料の準備。対象商品は主に加工食品、試食可（調理スペ

ースの確保が難しいため、現場での調理はしない方が良い） 

・募集企業数：最大 10 社（応募多数の場合は選定あり） 

■参加費用：１社 10 万円（＋税）の予定   ※旅費・宿泊費等は各社負担 

 

◆Ｂ２ ブリュッセル国際日本酒コンクール併催イベント 

概要：国際的に権威のあるワインコンクール「ブリュッセル国際コンクール」が日本酒部門

を新設し、「SAKE selection」と銘打ち、第１回を 10 月に三重県で開催。欧州各地か

ら約 30 名の外国人ソムリエやジャーナリスト等の専門家（レストランオーナー、シェ

フ等含む）が来日するため、「日本酒文化」との親和性が高い「食」「伝産品」などの

JAPAN ブランド製品を PR する。 ★日本酒展示は不可（別途有料審査実施のため） 

時期：平成 30 年 10 月 11 日（木）～13 日（土） 

場所：タラサ志摩ホテル＆リゾート（三重県鳥羽市） 

★募集要件 

・参加資格：ＪＢ参画企業及び関連企業 

・参加要件：主に酒器関連商品（※日本酒は不可）及びつまみ商品など 

・募集企業数：最大 10 社程度 

・応募多数の場合は選定あり（展示スペースの制約あり、原則展示のみ） 

※注意事項 

・コンクールは完全閉鎖の状態で実施されるため、出展事業者の立ち会い不可 

・展示商品は当社で預かり、展示終了後、各社に返却・展示成果もフィードバック予定 

・開催期間中に完全な立ち会いが難しいため、試食は不可 

 

■各事業への申込方法・注意事項 

・後日、募集案内と申込書を弊社ホームページに掲載します。そちらの用紙にて、それぞれ

参加を希望する事業について、申込をお願いします。 

・各事業において、参加可能企業数を上回る応募があった場合は、バイヤー等の意向を踏ま

えてご参加頂ける企業を選定する場合がありますので、あらかじめご了承願います。 
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