
２０１８年５月１０日 

株式会社七十七銀行 

「シンガポールへの食品販路開拓セミナー＆『Food Japan 2018』個別相談会」の開催

について 

株式会社七十七銀行（頭取 氏家 照彦）では、お取引先に対する海外ビジネス支援の一環

として、「シンガポールへの食品販路開拓セミナー＆『Food Japan 2018』個別相談会」を開

催いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

本セミナーでは、シンガポールにおける日本食市場の最新動向について解説するとともに、

本年１０月にシンガポールで開催される「Food Japan 2018※」を活用した現地バイヤー等との

効果的な商談手法、海外販路開拓を支援する補助金等に関する情報を提供いたします。 

当行は、今後もお取引先の海外ビジネスに関する幅広いご要望にお応えできるよう、様々

な情報提供に努めてまいります。  

※Food Japan 2018 
2018年10月25日～27日の3日間、シンガポールにて開催されるアセアン諸国で最大の日本の食に特化した見本市であり、

今回が7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、その他サービス。昨年は 283 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。（現在当行にて出展企
業を募集しております。お申込みをご希望される方は当行本支店までお問い合わせ下さい。） 

記

１．名  称  実践グローバルビジネス講座 

「シンガポールへの食品販路開拓セミナー＆『Food Japan 2018』個別相談会」 

２．日 時   ○２０１８年６月６日（水）１４：００～１６：００【気仙沼会場】

・会 場 会場：七十七銀行気仙沼支店（宮城県気仙沼市三日町１－１－１１）

○２０１８年６月７日（木）１４：００～１６：００【石巻会場】

会場：七十七銀行石巻支店（宮城県石巻市立町２－５－１２） 

○２０１８年６月８日（金）１３：３０～１６：３０【仙台会場】

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） 

３．主 催 株式会社七十七銀行、宮城県、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易 

情報センター、公益社団法人宮城県国際経済振興協会 

４．後 援 仙台市、中小企業基盤整備機構東北本部、宮城県商工会議所連合会、 

仙台商工会議所、宮城県食品輸出促進協議会（いずれも予定） 
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５．内  容   

（１）気仙沼会場・石巻会場 

時 間 14:00～16:00（受付開始 13:30） 

内 容 

 

【セミナー】 

○第1部 14:00－15:00（60分） 

テーマ：シンガポールにおける日本食市場の動向と「Food Japan 2018」を活用した

商談成約に向けた戦略構築について 

講 師：株式会社 おいしいJAPAN （Food Japan 2018事務局） 

代表取締役 西田 滋直 氏 

○第2部 15:00－15:30（30分） 

海外販路開拓に関する専門機関の支援サービスならびに補助金情報等のご案内 

※講演終了後、質疑応答を実施いたします。 

 

【個別相談会】15:30－16:00 

○「Food Japan 2018」出展に関するご相談(1社15分程度) 

相談員：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 【セミナー】 

各会場とも15名（先着順） 

【個別相談会】 

 各会場とも4社 （事前登録制・先着順） 

（２）仙台会場 

日 時 13：30～16：30（受付開始13：00） 

内 容 【セミナー】 

○第1部 13:30－14:10（40分） 

テーマ：シンガポールの日本食市場の動向と販路開拓の可能性 

講 師：ジェトロ東北地域統括センター長  兼  仙台貿易情報センター所長 

    長谷部 雅也 氏 

○第2部 14:15－14:55（40分） 

テーマ：「Food Japan 2018」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 （Food Japan 2018事務局） 

代表取締役 西田 滋直 氏 

○第3部 15:00－15:25（25分） 

海外販路開拓に関する専門機関の支援サービスならびに補助金情報等のご案内 

※講演終了後、質疑応答を実施いたします。 

 

【個別相談会】15:30－16:30 

○「Food Japan 2018」出展に関するご相談(1社15分程度) 

相談員：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 【セミナー】 

50名（先着順） 

【個別相談会】 

 6社 （事前登録制・先着順） 
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６．受 講 料  無 料 

７．申込方法  ２０１８年６月４日（月）１７：００までに別紙の参加申込書に必要事項を

記載のうえ、宮城県あてファックスもしくはＥメールにてお申込み下さい。 

以  上 
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実践グローバルビジネス講座 

シンガポールへの食品販路開拓セミナー 

         ＆「Food Japan 2018」個別相談会 

（別 紙） 
【気仙沼会場・石巻会場用】 

シンガポールは、国民一人あたりの所得水準が世界で有数の高さを誇り、外食中心の食文化を背景

として日本食材の購買ニーズも高いことから、有望な海外市場として注目を集めています。 

本セミナーでは、シンガポールにおける日本食市場の最新動向について解説するとともに、本年 10 月に

シンガポールで開催される「Food Japan 2018※」を活用した現地バイヤー等との効果的な商談手法、海外

販路開拓を支援する補助金等に関する情報を提供します。ご関心をお持ちの皆様はぜひご参加ください。 

※Food Japan 2018  
2018 年 10 月 25 日～27 日の 3 日間、シンガポールにて開催されるアセアン諸国で最大の日本の食に特化した見本市で

あり、今回が7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、その他サービス。昨年は 283 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．概  要： 

日 時 

 

気仙沼会場：2018 年 6 月 6 日（水）14：00～16：00（受付開始 13：30） 

石 巻会場：2018 年 6 月 7日（木）14：00～16：00（受付開始 13：30） 

会 場 気仙沼会場：七十七銀行気仙沼支店（住所：宮城県気仙沼市三日町 1－1－11） 

石 巻 会 場：七十七銀行石巻支店 （住所：宮城県石巻市立町 2－5－12） 

内 容 【セミナー】 

○第 1部 14:00－15:00（60 分） 

テーマ：シンガポールにおける日本食市場の動向と「Food Japan 2018」を活用し

た商談成約に向けた戦略構築について 

講 師：株式会社 おいしい JAPAN （Food Japan 2018 事務局） 

代表取締役 西田 滋直 氏 

○第 2部 15:00－15:30（30 分） 

海外販路開拓に関する専門機関の支援サービスならびに補助金情報等のご案内 

※講演終了後、質疑応答を実施いたします。 

 

【個別相談会】15:30－16:00 

○「Food Japan 2018」出展に関するご相談(1 社 15 分程度) 

相談員：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 【セミナー】 

各会場とも 15 名（先着順） 

【個別相談会】  

 各会場とも 4社 （事前登録制・先着順） 

２．主  催：株式会社七十七銀行、宮城県、日本貿易振興機構(ジェトロ)仙台貿易情報センター、

(公社)宮城県国際経済振興協会 

３．後  援：中小企業基盤整備機構東北本部、宮城県商工会議所連合会、仙台商工会議所、 

 宮城県食品輸出促進協議会（いずれも予定） 

４．受 講 料：無料 

５．申込方法：別添の参加申込書に必要事項を記入のうえ、宮城県あてにファックスまたはＥメール 

にてお申込みください。 

以 上 
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【仙台会場用】  

実践グローバルビジネス講座 

シンガポールへの食品販路開拓セミナー 

         ＆「Food Japan 2018」個別相談会 

シンガポールは、国民一人あたりの所得水準が世界で有数の高さを誇り、外食中心の食文化を背景

として日本食材の購買ニーズも高いことから、有望な海外市場として注目を集めています。 

本セミナーでは、シンガポールにおける日本食市場の最新動向について解説するとともに、本年 10 月に

シンガポールで開催される「Food Japan 2018※」を活用した現地バイヤー等との効果的な商談手法、海外

販路開拓を支援する補助金等に関する情報を提供します。ご関心をお持ちの皆様はぜひご参加ください。 

※Food Japan 2018  
2018 年 10 月 25 日～27 日の 3 日間、シンガポールにて開催されるアセアン諸国で最大の日本の食に特化した見本市で

あり、今回が7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、その他サービス。昨年は 283 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．概  要： 

日 時 2018 年 6 月 8 日（金）13：30～16：30（受付開始 13：00） 

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） 

内 容 【セミナー】 

○第 1部 13:30－14:10（40 分） 

テーマ：シンガポールの日本食市場の動向と販路開拓の可能性 

講 師：ジェトロ東北地域統括センター長  兼  仙台貿易情報センター所長 

    長谷部 雅也 氏 

○第 2部 14:15－14:55（40 分） 

テーマ：「Food Japan 2018」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 （Food Japan 2018 事務局） 

代表取締役 西田 滋直 氏 

○第 3部 15:00－15:25（25 分） 

海外販路開拓に関する専門機関の支援サービスならびに補助金情報等のご案内 

※講演終了後、質疑応答を実施いたします。 

 

【個別相談会】15:30－16:30 

○「Food Japan 2018」出展に関するご相談(1 社 15 分程度) 

相談員：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 【セミナー】 

50 名（先着順） 

【個別相談会】 

 6 社 （事前登録制・先着順） 

２．主  催：株式会社七十七銀行、宮城県、日本貿易振興機構(ジェトロ)仙台貿易情報センター、

(公社)宮城県国際経済振興協会 

３．後  援：仙台市、中小企業基盤整備機構東北本部、宮城県商工会議所連合会、仙台商工会議所、 

 宮城県食品輸出促進協議会（いずれも予定） 

４．受 講 料：無料 

５．申込方法：別添の参加申込書に必要事項を記入のうえ、宮城県あてにファックスまたはＥメール 

にてお申込みください。 

以 上 
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《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 

 

実践グローバルビジネス講座参加申込書 
                             6 月 4 日(月)17：00 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  

氏 名  

役職名  

ふりがな  

氏 名  

役職名  

所属（会社名）  

会社住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

業 種  

取扱商品  

参加希望会場 
（ご希望の会場にチェック

ください） 

☐仙台会場   

☐気仙沼会場 

☐石巻会場 

「Food Japan 2018」個別

相談会の参加希望の有無 
☐あり      ☐なし 

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 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご来場について＞ 

 各会場ともに駐車場には限りがございますので、公共の交通機関をご利用ください。 

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 2018」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。 

※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） 
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