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日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部

海外見本市 海外商談会 国内商談会 セミナー

●Food & Hotel Asia 2014 (会期：4/8-11、シ
ンガポール）（募集終了）

●Feira APAS (会期：5/5-8、ブラジル・サン
パウロ）（募集開始：2014年2月上旬）
●Seafood Expo Global 2014 (会期：5/6-8、
ベルギー・ブリュッセル）（募集終了）
●Thaifex 2014 (会期：5/21-25タイ・バンコ
ク）（募集終了）

●シカゴ日本酒等商談会（3月募集開始、5
月開催、シカゴ） ●商談スキルセミナー：神奈川（横浜）

●商談スキルセミナー：富山（富山）

●SIAL ASEAN 2014 (会期：6/11-13、フィリ
ピン・マニラ）（募集開始：2014年2月中旬）
●Food Taipei 2014 (会期：6/25-28、台湾・
台北） （募集終了）
●Summer Fancy Food Show 2014 （会期：
6/29-7/1、米国・ニューヨーク）（募集開始：
2014年2月中旬）

●フランス牛肉セミナー・商談会(4月募集開
始、6月開催、パリ）
●英国牛肉セミナー・商談会(4月募集開
始、6月開催、ロンドン）

●富山商談会（6月中旬、酒類、招聘バイ
ヤー予定国：香港、タイ等）(募集開始：4月
上旬）
●山形商談会（6月中旬、酒類、招聘バイ
ヤー予定国：香港、タイ等）(募集開始：4月
上旬）

●商談スキルセミナー：北海道（旭川）
●商談スキルセミナー：北海道（帯広）
●商談スキルセミナー：山梨（甲府）
●商談スキルセミナー：三重（津もしくは四
日市）
●商談スキルセミナー：宮城（仙台）

●ホーチミン日本産酒類・加工食品・水産
物等商談会（4月募集開始、7月開催、ホー
チミン）

●北海道商談会（7月中旬、食品全般[農畜
産物・加工食品等]、招聘バイヤー予定国：
タイ、シンガポール、香港等）（募集開始：5
月上旬）
●広島商談会（酒類、招聘バイヤー予定
国：米国、英国、フランス等）（募集開始：5月
下旬）
●福井商談会（7月下旬、酒類、招聘バイ
ヤー予定国：米国、英国、フランス等）（募集
開始：5月下旬）

●商談スキルセミナー：茨城（水戸）
●商談スキルセミナー：栃木（宇都宮）
●商談スキルセミナー：群馬（前橋）
●商談スキルセミナー：青森（青森）
●商談スキルセミナー：岡山（岡山）
●商談スキルセミナー：愛知（名古屋）
●商談スキルセミナー：岐阜（岐阜）
●商談スキル向上研修：東京
●商談スキル向上研修：大阪（大阪）

●Food Expo 2014 （会期：8/14-18、香港）
（募集開始：2014年3月中旬）

●タイ果物・牛肉・水産物・加工品等商談会
（5月募集開始、８月開催、バンコク）
●ドバイ果物・加工品等商談会（4月募集開
始、7月開催、ドバイ）

●東京（アグリフードEXPO/シーフード
ショー）商談会（8月中下旬、食品全般[青果
物･水産物･加工食品等]、招聘バイヤー予
定国：中国、香港、タイ、シンガポール等）
(募集開始：5月中旬）
＊招聘バイヤーは複数のグループに分かれ、地
方複数都市で商談会を開催予定。

●商談スキルセミナー：北海道(根室）
●商談スキルセミナー：岩手(盛岡）
●商談スキルセミナー：秋田（秋田）
●商談スキルセミナー：千葉（千葉）
●商談スキルセミナー：長野(長野）
●商談スキルセミナー：長崎(長崎）
●商談スキル向上研修：北海道（札幌）
●商談スキル向上研修：宮城（仙台）

●Speciality & Fine Food Fair 2014 (会期：
9/7-9、英国・ロンドン）（募集開始：2014年4
月上旬）
●Flowers Expo 2014 (会期：9/17-19、ロシ
ア・モスクワ）（募集開始：2014年4月中旬）
●PIR 2014 （会期：9/23-26、ロシア・モスク
ワ）（募集開始：2014年4月下旬）

●マレーシア水産物・青果物・加工品等商
談会（6月募集開始、9月開催、クアラルン
プール）

●北海道商談会（9月下旬、水産物･水産加
工品等、招聘バイヤー予定国：タイ、シンガ
ポール、香港等）（募集開始：7月中旬）
●長崎商談会（9月下旬、水産物･水産加工
品等、招聘バイヤー予定国：タイ、シンガ
ポール等）（募集開始：7月中旬）

●商談スキルセミナー：大阪（大阪）
●商談スキルセミナー：山形（山形）
●商談スキルセミナー：富山（富山）
●商談スキルセミナー：三重（津）
●商談スキルセミナー：山口（山口）
●商談スキルセミナー：福岡（北九州）
●商談スキルセミナー：大分（大分）
●商談スキルセミナー：鹿児島(鹿児島）
●商談スキルセミナー：沖縄（那覇）
●商談スキルセミナー：沖縄（浦添）
●商談スキルセミナー：沖縄（名護）
●商談スキル向上研修：愛知（名古屋）
●商談スキル向上研修：広島（広島）

●SIAL 2014; Salon International de
l'Agroalimentaire (会期：10/19-23、フランス・
パリ）（募集開始：2014年5月中旬）

●商談スキルセミナー：北海道（札幌）
●商談スキルセミナー：北海道（小樽）
●商談スキルセミナー：北海道(函館）
●商談スキルセミナー：山形（山形）
●商談スキルセミナー：静岡（掛川）
●商談スキルセミナー：熊本（熊本）
●商談スキルセミナー：福岡（北九州）
●商談スキルセミナー：福岡（福岡）
●商談スキルセミナー：広島（広島）
●商談スキルセミナー：福島（郡山）
●商談スキル向上研修：東京
●商談スキル向上研修：大阪（大阪）

●China Fisheries & Seafood Fair 2014 (会
期：11/5-7、中国・青島）（募集開始：2014年6
月上旬）
●Wine & Spirits 2014 (会期：11/6-8、香港）
（募集開始：2014年6月上旬）
●FHC China 2014; International Exhibition
for Food, Drinks, Hospitarity, Foodservice
Bakery & Retail Industries (会期：11/12-14、
中国・上海）（募集開始：2014年6月中旬）

●英国日本酒セミナー・商談会（8月募集開
始、11月開催、ロンドン）

●香川商談会（11月、盆栽、招聘バイヤー
予定国：フランス、ドイツ等）

●商談スキルセミナー：宮城（仙台）
●商談スキルセミナー：新潟（新潟）
●商談スキルセミナー：静岡（沼津）
●商談スキル向上研修：香川（高松）
●商談スキル向上研修：福岡（福岡）

●商談スキルセミナー：宮城（仙台）
●商談スキルセミナー：埼玉（さいたま）
●商談スキルセミナー：岩手（盛岡）
●商談スキルセミナー：静岡（焼津）
●商談スキルセミナー：兵庫（神戸）
●商談スキルセミナー：福井（福井）

●Winter Fancy Food Show 2015 (会期：
1/11-13、米国・サンフランシスコ）（募集開
始：2014年8月上旬）
●Sirha 2015; Salon International de la
restauration, de l'hoteleerie et de
l'alimentation (会期：1/24-28、フランス・リヨ
ン）（募集開始：2014年8月下旬）

●商談スキルセミナー：山形（山形）
●商談スキルセミナー：大阪（大阪）
●商談スキルセミナー：愛知（名古屋）
●商談スキルセミナー：佐賀（佐賀）
●商談スキルセミナー：新潟（新潟）
＜1月下旬～2月上旬＞
●商談スキルセミナー：岐阜（岐阜）
●商談スキルセミナー：香川（高松）
●商談スキルセミナー：徳島（徳島）
●商談スキルセミナー：高知（高知）

●BIOFACH 2015 (会期：2月、ドイツ・ニュル
ンベルグ）（募集開始：2014年9月）
●Gulfood 2015 (会期：2月、UAE・ドバイ）（募
集開始：2014年9月）
●KyungHyang Housing Fair 2015 （会期：2
月、韓国・ソウル）（募集開始：2014年9月）

●フランスホタテセミナー・商談会（11月募
集開始、2月開催、パリ）
●ミラノ日本食セミナー・商談会（11月募集
開始、2月開催、ミラノ）
●香港商談会（11月募集開始、2月開催、
香港）

●大阪（アグリフードEXPO/シーフード
ショー）商談会（2月中下旬、食品全般［農産
物･水産物・加工食品等］、招聘バイヤー予
定国：中国、香港、タイ、シンガポール等）
（募集開始：11月下旬）
＊招聘バイヤーは複数のグループに分かれ、地
方複数都市で商談会を開催予定。

●商談スキルセミナー：静岡（浜松）
●商談スキルセミナー：島根（松江）
●商談スキルセミナー：愛媛（松山）
●商談スキルセミナー：宮崎（宮崎）
●商談スキルセミナー：大分（大分）
●商談スキルセミナー：鹿児島（鹿児島）

●Hong Kong International Diamond, Gem &
Pearl Show 2015 (会期：3月、香港）（募集開
始：2014年10月）
●AAHAR(Aahar International Food &
Hospitality Fair) （会期：3月、インド・ニューデ
リー）（募集開始：2014年10月）
●Seafood Expo North America 2015 (会期：
3/15-17、米国・ボストン）（募集開始：2014年
10月中旬）
●ExpoANTAD 2015 (会期：3月、メキシコ・ハ
リスコ州グアダラハラ市）（募集開始：2014年
10月）

●ニューヨーク　和牛・日本酒セミナー・商
談会（12月募集開始、3月開催、ＮＹ）
●シンガポール肉・水産物等商談会（12月
募集開始、3月開催、シンガポール）

●千葉（FOODEX)商談会（3月上中旬、食品
全般［加工食品･肉類等］、招聘バイヤー予
定国：米国、中国、香港、タイ、シンガポー
ル等）（募集開始：12月上旬）
＊招聘バイヤーは複数のグループに分かれ、地
方複数都市で商談会を開催予定。

●商談スキルセミナー：大阪（大阪）

【注意事項他】 ○　Ｈ２６年度予算の成立を条件とします。 

お問合せ先：日本貿易振興機構（ジェトロ）　農林水産・食品部
　セミナー、海外商談会について：　     農林水産・食品企画課　03-3582-4966
　国内商談会、海外見本市について：　農林水産・食品事業課　03-3582-5546

平成２６（２０１４）年度農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナーの計画

○　本スケジュールは、輸出に関心を有する事業者の皆さんへの事前の情報提供を目的としたものです。 本計画は今後、変更・追加があります。海外商談
会、国内商談会、セミナーの7月以降のスケジュールについては検討中であるため、今後変更があるほか、海外商談会、国内商談会、セミナーの4～6月スケ
ジュールについても変更あり得ます。

○　本件についてご要望（例えば、国内商談会に招聘すべきバイヤー、テーマ別セミナー等について追加すべき国など）やご質問（公募開始時期など）等あり
ましたら、遠慮無く下記問合せ先までご連絡下さい。

○　セミナーについては、上記のほか、海外市場セミナー、テーマ別セミナー等も予定しております（海外市場セミナー、テーマ別セミナー等のスケジュールに
ついては3月末に公表）。海外見本市、海外商談会、国内商談会では、相手国のマーケット事情についてある程度理解しているほか、相手国バイヤーに価格
の提示ができることが必須ですので、海外見本市、海外商談会、国内商談会に参加する方は是非セミナーを受講して下さい。
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