
共働き世帯が多く外食が中心であるシンガポールでは，日本食レストランが約 1,100 店と,飲食店全

体の 15％以上を占めるほど日本食がブームとなっております。また,シンガポールの人口は 550 万人程

度ながら年間約 1,500 万人の観光客が訪れるなど,アセアン諸国へ販路を広げるためのゲートウェイと

しても注目を集めております。 

今回は，本年 10 月にシンガポールにて開催される「Food Japan 2017※」を活用し，いかにシンガポール

現地バイヤーや商社，卸業者等との商談を成立させていくか，同見本市に協力している株式会社七十七

銀行，日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターとともに，その可能性について探っていき

ます。 

ご関心をお持ちの皆様はぜひご参加ください。 

※Food Japan2017 
平成 29年 10月 26～28日の 3日間、シンガポールにて開催するアセアン市場最大の日本の食に特化した見本市であり、

今回が 6回目の開催となる。出展対象は、農林水産品、加工食品・飲料、食器・伝統工芸品、調理器具、食品機械、店舗設備、
食品素材、アグリイノベーション、ほかサービス。昨年は 304 社が出展し、アセアン市場の商品開発者（食品メーカー）、
食品・飲料仕入れ責任者（レストランオーナー、ホテル、スーパー・小売、商社・卸）との商談が行われた。 

記 

1. 日 時：平成 29年 6月 9日（金） 13：30～16：00 

2. 内  容： 

【食品輸出セミナー】 

時 間 13:30～15:25（受付開始 13:00） 

内 容 

 

〇第１部 13:30-14:10（40分） 

テーマ：アセアン食品マーケット最新事情 

～事務所開設 1年～駐在員による現地事情解説 

講 師：株式会社七十七銀行 シンガポール駐在員事務所 所長 鹿戸 雄介   

〇第２部 14:10-14:40（30分）  

テーマ：シンガポール駐在経験から見えてきた県内企業のシンガポール戦略 

講 師：ジェトロ東北地域統括センター 兼 仙台貿易情報センター  

所長 （前ジェトロシンガポール所長）長谷部 雅也 

〇第３部 14:40-15:10（30分）  

テーマ：「Food Japan 2017」を活用した商談成約に向けた戦略構築 

講 師：株式会社おいしい JAPAN 代表取締役 西田 滋直 氏 

〇主催者等からのお知らせ 15:10-15:25（15分） 

定 員 70名（先着順） 

【「Food Japan 2017」個別相談会】 

時  間 15:30～16:00 

内  容 「Food Japan 2017」出展に関するご相談(1社 15分程度) 

株式会社おいしい JAPAN 代表取締役 西田 滋直 氏 

株式会社七十七銀行 シンガポール駐在員事務所 所長 鹿戸 雄介 

定  員 4社（事前登録制・先着順） 

 

 

 

実践グローバルビジネス講座 

～シンガポールからアセアンへ～ 

シンガポールを活用した食品輸出セミナー 

＆「Food Japan 2017」個別相談会 
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3. 会 場：七十七銀行本店 5階第 1会議室 (仙台市青葉区中央 3丁目 3−20) 

4. 主 催：株式会社七十七銀行，宮城県，（公社）宮城県国際経済振興協会， 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

5.  後  援：宮城県商工会議所連合会，仙台商工会議所 

6.  受 講 料：無料 

実践グローバルビジネス講座（6 月 9日開催）参加申込書 6月 7日正午締切 

※下記の内容を E-mail 本文にご記入いただき，gb@pref.miyagi.lg.jp 宛てにお申し込みいただいても構いません。 

ふりがな       役職名       

氏 名       

ふりがな       役職名       

氏 名       

所属（会社名）       

会社住所 〒      

TEL       FAX       

E-mail       

輸出経験の有無 ☐輸出経験あり  ☐輸出経験なし 

輸出を前提とした海外情報提供セミナーや 

貿易実務講座，展示商談会への参加経験の有無 
☐参加経験あり  ☐参加経験なし 

「Food Japan 2017」個別相談会参加希望の有無 ☐あり      ☐なし 

                          

＜ 駐 車 場 の ご 案 内 ＞  
お車でお越しの際には、｢日乃出６２０駐車場｣(青葉区中央 3-3-5)をご利用下さい。会場

で２時間無料券をお渡しいたします。 
なお、七十七銀行の駐車場のご利用はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。  

   イオン仙台店様      

            青葉通           仙台駅→  
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 SMBC日興証券様 
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   ヤマダ電機様 

            南町通  七十七銀行南町通支店         仙台駅→  

         

注．「２時間無料駐車券」は普通車用ですので、大型・特殊車は差額精算をお願いいたします。 

 

 

 

※お申込み後，こちらから特に受講決定の連絡はいたしませんので，ご承知願います。 
※ご記入いただいたお客様の個人情報は適切に管理し，実践グローバルビジネス講座運営のために使用いたします。 
※ご登録いただいたセミナー参加に関する情報は，主催者で共有させていただきますのでご了承ください。 

（お客様の個人情報保護管理者：宮城県アジアプロモーション課長 TEL: 022-211-2962） 
 

《お問合せ・お申込み先》 宮城県アジアプロモーション課ビジネス支援班 担当：菅原，志田 

Tel：022-211-2962 Fax：022-268-4639 E-mail: gb@pref.miyagi.lg.jp 

宮城県と日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター及び公益社団法人宮城県国際経済振興協会は，県内
の関係機関と連携し，国内外の様々なビジネス分野に役立つ，具体的事例や生きた情報を提供する「実践グローバル
ビジネス講座」を実施しています。今回は、「Food Japan 2017」に協力する七十七銀行が主催者として加わり開催
いたします。 

日乃出 620 
駐車場 

mailto:gb@pref.miyagi.lg.jp
mailto:gb@pref.miyagi.lg.jp


□ 期 日 平成29年10月26日(木)～28日(土) 

□ 場 所 シンガポール 

     Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre    

□ 出展料  

  ミニパッケージブース料金（4㎡）：2,355シンガポールドル（約190千円） 

  スペース料金（9㎡，ブースパネル無）：4,365シンガポールドル（約350千円） 

  パッケージブース料金（9㎡）：5,085シンガポールドル（約410千円） 

  ※追加照明等のオプション利用時は別途費用が発生します。 

  ※支払い通貨等により金額が異なります。 

  ※詳しくは，Food Japan 2017ホームページをご覧下さい。 

□お申し込み 

  直接「Food Japan 2017」あて，平成２9年７月３１日（月）まで 

  WEB:http://www.oishii-world.com/jp 

参加企業への支援 

お問合わせ：宮城県アジアプロモーション課ビジネス支援班（志田，高橋（克）） 
 TEL：022-211-2962／FAX：022-268-4639／E-MAIL：gb@pref.miyagi.lg.jp 

 WEB：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/asiapro 
 お申し込み：直接「Food Japan 2017」あて，平成２9年７月３１日（月）まで 

WEB:http://www.oishii-world.com/jp 

県内企業様へのご案内 

Food Japan 2017は，平成24年から毎年シンガポールで開催されているアセアン諸国で最大の日本

食品総合見本市です。アセアン諸国を中心とした現地のバイヤーとの商談の場，また，マーケティングの

場としてご活用いただけます。当日は，商品開発者（食品メーカー），食品・飲料仕入れ責任者（レスト

ランオーナー，小売，商社等）らが来場予定のほか，最終日は一般消費者へのダイレクトなマーケティン

グ・販売の場としてご活用いただけます。 

シンガポールにおける食品マーケットをターゲットとしてお考えの県内企業の皆様は直接「Food 

Japan 2017」へお申し込み下さい。 

【東日本大震災により被災した企業様向け】 

◎一定の条件を満たす県内企業の皆様に「平成２９年度 宮城県被災中小企業海外ビジネ

ス支援事業補助金」をご利用いただけます。（但し，先着順です。） 

 県内の産品等について，震災等により，国内外における販路の一部又は全部を喪失した県内中小企業等を

対象に，本補助金をご利用いただけます。なお，予算が終了次第，予告なく終了しますのでご留意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

※全ての県内企業が対象になるわけではありません。お申し込みになる前に，必ず当課ホームページをご覧になるか，

当課へご連絡ください。 

お申し込み：直接「Food Japan 2017」あて，平成２9年７月３１日（月）まで 
WEB:http://www.oishii-world.com/jp 

見 本 市 の 概 要 

参加事業者様への県の支援内容 

◎「被災中小企業海外ビジネス支援事業補助金」（アジアプロモーション課） 

   海外での商談会・展示会への参加等につき，渡航費用，宿泊費用，出展に係る 
  小間料を１／２以内，上限５０万円まで補助いたします。 
 

◎「地域産品輸出促進助成事業補助金」（食産業振興課） 

   海外での商談会等への参加につき，旅費，輸送費，消耗品費，委託費，その他 
  経費を補助いたします。 

※詳細は裏面をご覧ください。 



参加企業への支援 
（生産者様等向け） 

お問合わせ：宮城県農林水産部食産業振興課食品輸出支援班 担当：成田，玉手 
TEL：022‐211‐2346／FAX：022‐211‐2819／E-mail：s-yushutsu@pref.miyagi.lg.jp 

WEB：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/hojojigyou-index.html 

参加企業への支援 
（東日本大震災により被災した企業様向け） 

お問合わせ：宮城県アジアプロモーション課ビジネス支援班（菅原，志田） 
 TEL：022-211-2962／FAX：022-268-4639／E-MAIL：gb@pref.miyagi.lg.jp 

 WEB：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/asiapro  

◎一定の条件を満たす県内企業の皆様に「平成２９年度 宮城県被災中小企業海外ビジネ

ス支援事業補助金」をご利用いただけます。（但し，先着順です。） 

 県内の産品等について，震災等により，国内外における販路の一部又は全部を喪失した県内中小企業等を

対象に，本補助金をご利用いただけます。なお，予算が終了次第，予告なく終了しますのでご留意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全ての県内企業が対象になるわけではありません。お申し込みになる前に，必ず当課ホームページをご覧になるか，

当課へご連絡ください。 

◎県内産の農林水産物や加工食品の「輸出活動事業」に要する経費の一部を助成する 

「地域産品輸出促進助成事業補助金」をご利用いただけます。（但し，先着順です。） 

 補助対象者：生産者等（農林漁業者及びその団体，食品製造業者及びその団体） 

２ 補助対象事業，対象経費，補助率等の概要 

補助対象事業 
商談会等の 

区分 

補助 

上限額 
対象経費 補助率 

生産者等が海外で開催される商談会等

に参加して現地取引先を開拓する取組。 

海外商談会 30万円 旅費，輸送費，消耗

品費，委託費，その

他経費 

1/2以内 

海外見本市 50万円 

海外フェア 30万円 旅費のみ 

グループ（３者以上かつ構成員の３分

の２以上が生産者等である場合に限

る）が海外で開催される商談会等に参

加して現地取引先を開拓する取組。 

海外商談会 90万円 旅費，輸送費，消耗

品費，委託費，その

他経費 海外見本市 90万円 

海外フェア 90万円 旅費のみ 

＜お問い合わせ先＞ 
宮城県農林水産部食産業振興課食品輸出支援班 担当：成田，玉手 
ＴＥＬ：０２２－２１１－２３４６  ＦＡＸ：０２２－２１１－２８１９ 
E-mail：s-yushutsu@pref.miyagi.lg.jp 
URL：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/hojojigyou-index.html 

※予算が終了次第，予告なく終了しますので，御留意ください。 
※詳細については，「地域産品輸出促進助成事業補助金交付要綱」をご覧いただくか，下記にお問い合わせください。 
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