
農林水産・食品部

2022年５月

日本貿易振興機構（ジェトロ）
農林水産物・食品の輸出支援事業
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日本の人口・世界の飲食料市場規模
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34か国を対象とした飲食料市場規模の推計

➢ 日本の人口は減少傾向（2015年1.27億人→2030年1.19億人）
➢ 世界の飲食品市場は成長が見込まれる（2015年890兆円→2030年1,360兆円）
➢ 特にアジアの飲料食料市場は420兆円→800兆円と、2倍近くに成長する見込み。

※

※中国、インド、韓国、トルコ、インド ネシア、サウジアラビア、タイ、香港、 フィリピン、シンガ
ポール、マレーシア、ベトナム、台湾、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、ペルー 、ド
イツ、イギリス、フランス、イタリ ア、ロシア、スペイン、オランダ、スイス、スウェーデン、ポー

ランド、ベルギー、オーストリア、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランドが対象

農林水産政策研究所「世界の飲食料市場規模の推計」(2019)を基に作成
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農林水産物・食品の輸出額の推移
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財務省「貿易統計」を基に作成

新たな政府目標 ➡ 2025年に２兆円（中間目標）、2030年に5兆円

➢ 2020年の全体の輸出実績は少額貨物等含め9,860億円で前年比2.0%増。

➢ 2021年の全体の輸出実績は12,382億円で前年同期比25.6％増。

➢ 2021年の酒類の輸出実績は1,147億円で前年同期比61.5％増。

2680 3136 3569
4431 4593 4966

5661 5878
6552

8041

1831 1901

118
152

211

263 268
355

376 370

429

570

123 148

1698

2216
2337

2757 2640
2749

3031 2873
2276

3015

596 742

548 604

756

0

2500

5000

7500

10000

12500

2012 2015 2020 2021 2021年

1-3月

2022年

1-3月

農産物 林産物 水産物 少額貨物

+25.6％
（前年比）

207
251 294

390 430

545
618 661

710

1147

259
313

0

250

500

750

1000

1250

2012 2015 2020 2021 2021年

1-3月

2022年

1-3月

日本産酒類の輸出額の推移農林水産物・食品の輸出額の推移
(億円) (億円)

+61.5％
（前年比）



4

法人名 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

設立 2003年10月1日（前身：1951年設立 財団法人海外市場調査会）

事務所数
国内：47都道府県すべてに事務所を設置

海外：55か国 76事務所（2022年4月1日現在）

職員数 国内1,156名、海外703名、合計1,859名（2022年4月1日現在）

ジェトロの目的

(1) 対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じたイノベーション創出支援
(2) 農林水産物・食品の輸出促進
(3) 中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援
(4) 我が国企業活動や通商政策等への貢献

©2022JETRO

日本貿易振興機構（ジェトロ）組織概要（全体）



①スキルアップ支援
■セミナー
・商談スキルセミナー
・品目別セミナー
・海外マーケットセミナー

■相談活動
・農林水産・食品輸出相談窓口
・海外コーディネーター相談

■輸出プロモーター
輸出が有望な商品を持つ熱意の
ある企業を専門家が一貫サポ―ト

②規制・マーケット
情報の提供

・品目別輸入制度調査
・海外有望市場商流調査

①海外事務所や海外コー
ディネーターによる新規バイ
ヤーの開拓

②日本産食材サポーター店
等と連携したプロモーション

①海外見本市
海外の有力見本市にジャパンパビリオンを
設け出展

②国内・海外商談会
世界各国の優良バイヤーとの商談会を国
内各地又は海外で実施

③常時オンライン商談
商品情報をデータベースに登録、随時海
外バイヤーと商談アレンジ

④食品サンプルショールーム
海外主要都市にショールームを設置、バ
イヤーに新商品を提案

⑤Eコマースによる商談
海外の主要EC（電子商取引）サイトや、
ジェトロ独自のサイトを活用した商談機会
の提供
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国内事業者向け
情報・スキル支援

日本産農林水産物・
食品のブランディング

JFOODOによる
プロモーション

海外バイヤーの
発掘

©2022JETRO

コロナ禍において
事業のデジタル化推進

ジェトロの農林水産物・食品主要事業概要【全体】
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＜ジャパンパビリオン出品のメリット＞

• 多様な国・地域から集まる有力バイヤーとの商談機会の提供

• 「ジャパンパビリオン」としての好位置確保や手続き代行

• 一部費用補助による出展コストの低減

• ジェトロ専門家による事前アドバイスやバイヤー誘致等の支援

☝オンライン商談ブース

＜コロナ禍における出展＞

• コロナ禍においては、デジタルとリアルの両機能を持つデジタル
パビリオンや、出品者の現地への渡航を前提としない現地完結型
での出展、完全バーチャル見本市への出展に取り組む。

• 渡航任意、オンライン商談により、出品者のリスク・コストを大幅減。

2021年度海外見本市出展
6カ国・地域／11本の見本市に出展予定

⚫ 海外見本市へのジャパンパビリオン出展を通じて農林水産物・食品の販路開拓を支援。
⚫ 2021年度は、コロナの影響などにより、海外見本市出展数は、例年の半数程度。

©2022JETRO

海外見本市



⚫ 日本国内での海外バイヤー等との商談会を開催。従来は海外からバイヤーを招聘していたが、2021年
度はコロナの影響によりオンラインで実施。

⚫ 海外の大手小売と連携した商談会や、海外事務所と連携した国別・品目別商談会を開催。
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• 現地のコロナ関連の活動規制緩和（2021年10月上
旬以降）を受けて、外食産業が回復傾向にある機会を
捉え、年末・旧正月需要向けにバイヤーの調達ニーズが
最も高まる時期に商談会を実施。

• 30社超のバイヤーからのヒアリング結果に基づき、需要の
高まりが著しい高級水産品や和牛を対象に実施。

• 海外コーディネーターによる事前個別相談会を通じて最
新の市場情報やバイヤーニーズを提供するとともに、商品
PRに向けたアドバイスを実施。

（日程）11月24日～26日、11月29日～30日
（出品者数）25社
（バイヤー数）7社

＜成果事例＞
（水産卸A社）計２バイヤーと
業務用の生鮮・冷凍水産品を
中心に商談。マレーシア出荷に
向けた包括的な商流提案も行い、8,400万円の成約を
見込む。

PPIHグループとの国内商談会 マレーシア オンライン商談会

©2022JETRO

国内商談会

• PPIHグループ（ドンキホーテ等を展開）の米国、香港・
マカオ、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール店舗向けの
仕入れを行う国内バイヤーがジェトロ本部に集結し、国内
事業者とオンラインで商談を実施。

（※）当初、全国各地で実施予定も、コロナ感染拡大の
ため急遽オンラインでの実施に変更）

（日程）10月４日（月）～８日（金）
（品目）青果物、水産物、畜産物、デリカ（業務用

原材料）、加工食品
（商談件数）185件



⚫ コロナ禍によりリアル見本市・商談会の中止・延期が相次ぐ中、ジェトロ海外事務所等に、現地バイヤー
等が随時閲覧・試食等可能な「食品サンプルショールーム」を設置（世界14都市に設置）。

⚫ 現物を見て商談したいというバイヤーのニーズに対応し、国内事業者とのオンライン商談につなげる。

• 設置期間 2021年7月1日～2022年3月31日
• 実施内容・特徴
バンコク市内に常設のショールームを設置し、現地バイヤーへ商品 紹介を随
時行うとともに、多くの商談機会創出のため、年度中に集中的なオンライン商談
期間を設ける。

【参考】サンプルショールームの事例（バンコク）
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※国内の指定倉庫から海外のショールームまで
のサンプル輸送費はジェトロが負担（農水省の
補助金を活用）。

食品サンプルショールーム

・ 第１回 出展社数：141社 成約見込額：11億円
・ 第２回 出展社数：171社 成約見込額： 9億円

ショールーム内展示棚 オンライン商談の様子ショールーム入居ビル外観

アジア
上海、広州、成都、香港、シンガポール、バンコク、台北、ハノイ、
ホーチミン、ニューデリー

北米 ロサンゼルス、シカゴ

欧州 パリ、ストックホルム、ヘルシンキ

2022年度サンプルショールーム設置予定都市



Japan Mall
(海外のEＣサイト B to C)

Japan Street
(ジェトロのEＣサイト B to B)

Japan Linkage
(海外のEＣサイト B to B)
世界の主要通年型オンライン展示会
にジャパン・パビリオンを出展

ジェトロが厳選した質の高いバイヤー
専用のオンラインカタログサイト

食品

3,648

飲料 721

アルコール飲料

1,218
化粧品

3,069

家庭用品

6,770

現在、2,000社、17,000商

品以上が登録済。うち9,000

商品以上が食品分野。

世界最大級の通年型オンライン展示会であ
るAlibaba.comをはじめ8つのプラットフォーム
へのべ約1,000社の出展を支援中。うち3割
以上が食品分野。

海外の主要ECサイトにおける日本
商品の買取販売を支援

登録品目数

2020年度の事業登録者数は、2,300社を

超え、15,000以上の商品が登録。その約4

割、成約企業の半分以上が食品分野。

Alibaba.comのジャパン・パビリオン TOPページ
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成約国一覧

米国
558

その他150ヵ国・地域
2,421

インド 182

カナダ 142

英国 139

フィリピン 145

155ヵ国・地域
との成約

40ヵ国448のバイヤーが登録・活用

※連携先は60以上

中国No２のEC内に
日本酒館を開設

英国大手ネットスーパーに日
本食品特設サイトを設置

米国大手百貨店と連
携してECとリアルでの
販売促進を実施

シンガポールの食品分野
のトップECと連携

連携先海外ECサイト例

⚫ ジェトロは海外のECサイトを活用し、日本産食品の海外への販路開拓を支援。
⚫ 今後、品目団体とも連携しながら、ジェトロのオンラインカタログサイト等を活用し、日本産食

品の海外バイヤーとのマッチング、販路開拓を強化。

米国
558

その他150ヵ国・地域
2,421

©2022JETRO

ジェトロのEコマース関連事業



• 日本国内のジェトロの専門家（輸出プロモーター）

が伴走型で日本企業の輸出開拓・拡大を支援。

• 食品メーカー、貿易会社等での業務経験を持つ

専門家29名が従事（2021年度）。

• 輸出戦略の策定、相談対応、商談準備、商談

同席、商談後フォローなど、一気通貫でサポート。

輸出プロモーター事業

海外コーディネーター事業

• 海外在住の専門家（海外コーディネーター）を、世

界23都市に46名程度を配置計画（2022年度）。

• 海外市場に係る情報提供、Ｅメール相談、対面や

オンラインでのブリーフィング対応、バイヤー発掘、商

談アポ取得、商談同席等のビジネスマッチング支援

を実施。

米国
ニューヨーク ２
ロサンゼルス ３
サンフランシスコ 1

中南米
メキシコシティ １
サンパウロ ２

シンガポール ４
バンコク 4
マニラ １
クアラルンプール ２
ホーチミン ２
ニューデリー １
シドニー １

アジア・大洋州
北京 1
上海 ４
広州 1
香港 ２
台北 ５
ソウル１

欧州・CIS
ロンドン ２
パリ 2
ミラノ １
ベルリン ２
モスクワ ２

海外コーディネーター配置先（2021年度）

輸出プロモーター事業の活用事例

福島県の製麺会社Ａ社は、海外の食品規制に対応するため動物性
原料を使用しない麺を開発するなど自社で輸出に挑戦していたが、
大きく輸出を拡大させるため本事業に申請。輸出戦略策定や現地
バイヤーの開拓など輸出プロモーター
の支援を得て、27か国・地域に輸出を
拡大。
コロナ禍では輸出プロモーターの発案
でコロナ以前に開拓した店舗への直接
営業、更にYouTuberを起用したPRが
功を奏し、現地販売拡大に成功。

現地YouTuberによる紹介動画

⚫ 農林水産・食品分野で輸出開拓・拡大を目指す日本企業を支援するため、国内と海外の専
門家を活用し、情報提供、相談対応、伴走型個別支援で、日本企業を支援。

10©2022JETRO

輸出プロモーター／海外コーディネーター
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新輸出大国コンソーシアム事業

「新輸出大国コンソーシアム」は、商工会議所、商工会、地方自治体、金融機関、ジェ
トロなどの支援機関を幅広く結集し、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、総
合的な支援を行う枠組み。ジェトロは、同コンソーシアムの事務局を担っている。

問合せ・相談 最適な支援機関や支援メニューの紹介、取次ぎ

コンソーシアム参加支援機関 個別支援専門家

海外展開フェーズに即した専門家

国際協力銀行

商工中金中小機構

商工会議所
商工会

日本政策金融公庫

経産省
政府機関

地方自治体
地域支援機関

日本弁護士
連合会

日本行政書士会
連合会

JICA

日本貿易保険 地方銀行・信用金庫

新輸出大国コンシェルジュ
（企業様窓口）

新輸出大国コンソーシアム

海外展開に関心がある
中堅・中小企業様

※どの専門家による支援も、企業が主体的に取り組まれる海外展開事
業を側面的にお手伝いするものであり、専門家が輸出業務等を代行する
ことはできません。

個別課題に対応する専門家



➢ 制度調査（各国・地域の輸入に関する諸規制等の調査）

➢ マーケティング基礎情報（各国・地域の市場概況の調査）

➢ 市場価格調査（各国・地域の市場価格を品目別、都市別に調査）

➢ 海外有望市場商流調査（各国・地域の食品消費市場と商流を調査）

➢ 動画で知る！海外食品ビジネス など

⚫ ジェトロ海外事務所と連携して各国・地域の農林水産物・食品の輸入規制等に関する調査、情報発信
を実施。また、全都道府県のジェトロ国内拠点に「農林水産物・食品輸出相談窓口」を設置し、事業
者・生産者の貿易相談に個別に対応するとともに、セミナー等を通じて輸出に向けた人材育成を支援。
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〇緊急ウェビナーの事例：中国の輸入制度変更に伴う混乱に対応
中国政府は2022年1月より、中国に食品等を輸出する全世界の企業を対象に食品関
連施設の登録と輸出食品の登録を義務付ける制度を開始。中国税関が設置した登録サ
イトでシステム不具合が続出するなど混乱が生じた。突発的な事態に対応するため、当初
には計画していなかった緊急ウェビナーを開催し、全国の事業者・生産者を対象に無料で
情報提供を行った（生配信後、収録動画を配信）。 対処方法を説明するウェビナー画面

農林水産物・食品輸出相談窓口
相談件数（2021年度）

約10,200件
（本部、国内外事務所の合計）

調査等の実施

©2022JETRO

セミナーの開催

➢ 商談スキルセミナー
➢ 品目別セミナー
➢ 海外マーケットセミナー
➢ 緊急ウェビナー（制度変更等に伴う緊急ウェビナー等の開催）

調査・情報発信
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セミナー・個別相談例・輸出プロモーター

①商談スキルセミナー

②品目別セミナー

③海外マーケットセミナー

①製麺メーカーA社
コロナ禍で海外への売込みに苦慮する中、

輸出プロモーターの発案で世界各地の小

売店等に対してEメール等での営業を開

始。また、商品の魅力を伝えるための商

品提案書作り、オンライン商談に向けた

コンパクトな説明手法等をアドバイス。こ

れらの取組みが新規取引に繋がった。

②酒造B社
酒蔵B社は、輸出プロモーターのアレンジ

により、中国の有力酒インポーターとの

商談機会を実現。商談へ同席し、日本

企業の商品の魅力を補足したり、バイ

ヤーの関心に合致する商品を勧める等し

て商談を支援。輸出プロモーターのサ

ポートを得ながら定期的に現地と連絡を

とり、継続的な受注に繋がっている。

・ 第1回（7月）

・ 第２回（11月）

・ 酒類（焼酎・泡盛）
inフランス（9月）

・ 青果物inフィリピン（10月）

※上記全てオンライン開催
※随時追加予定

・ ロサンゼルス（8/25~10/24）

・ ニューヨーク（9/10~11/9）

・ ベルリン・パリ（9/22~11/21）

・ 香港（10/4~12/3）

①Eメール相談の例
＜上海＞

「上海の日本食レストランにおいて、中国人富裕

層に好まれる焼酎、日本酒のトレンド、競合商

品の有無とその情報、現地での日本酒の価格

帯を知りたい。」という質問に、A4で５枚のレポー

トで回答。

②ブリーフィングサービスの例
＜ホーチミン＞

ベトナムにわらび餅の輸出を希望する和菓子

メーカーからの相談に、現地の海外コーディネー

ターがオンラインで対応。海外コーディネーターの

アドバイスにより現地飲食店でデザートメニューと

して販売検討するきっかけをつかむ。

<ロサンゼルス>

日本茶の輸出を希望する事業者に米国での

緑茶事情、流通情報等を提供。今後の輸出

検討のための情報整理、理解促進に貢献。

・ 酒類（焼酎・泡盛）in
米国（２月）
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輸出重点品目の関係団体との連携体制の構築

➢ 輸出重点品目の関係団体への支援の一環として、農林水産省と連携して、①関係団体の代表と意見

交換を行う会議体を設置するとともに、②関係団体が必要とするターゲット国・地域の消費者ニーズ、商

慣行、規制等に関する情報の提供に取り組む。

ジ
ェ
ト
ロ
運
営
審
議
会

（
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
促
進
分
科
会
）

農水省
品目担当部局

JETRO

関係団体

次
年
度
事
業
計
画
へ
の
反
映

次
年
度
事
業
実
施



農林水産品・食品の輸出に関心を抱いたら

農林水産品・食品の
輸出に関心を抱いた

国内企業

ジェトロ貿易情報センター
（全47都道府県に設置）

相談
各企業の輸出に対する
準備段階に応じて、
ジェトロのサービスを案内

商談会への参加

セミナー受講

輸出プロモーターによる
伴走型支援

＜ジェトロHP＞
https://www.jetro.go.jp/

＜農林水産物・食品の輸出支援ポータル＞
https://www.jetro.go.jp/agriportal.html

＜全国のジェトロの窓口＞
https://www.jetro.go.jp/services/contact.html

15

見本市への出展

※大阪本部含む

等

©2022JETRO

https://www.jetro.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/agriportal.html
https://www.jetro.go.jp/services/contact.html


食品輸出の成功に向けたマイルストーン
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輸出目的の明確化

⚫ 経営基盤の強化

⚫ 販路拡大、市場の多角化

⚫ 稼働率向上、出荷の平準化

⚫ イメージ、ブランド力向上

⚫ 従業員のモチベーションアップ

なぜ輸出に取り組むのか、

その目的を経営者層が明確に位置付けることが重要

など
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輸出計画の策定

どの商品をどの国・地域のどの顧客に対して、

どのように売り込むのか検討する。

輸出候補商品の選定、絞り込み

取引先探し
ジェトロの活用（国際見本市／展示会、商談会、外国企業ダイレクトリー、各国・地域別バイヤーリストなど）

海外市場の調査（嗜好、トレンド、価格事情、消費者の購買力、競合関係など）
ターゲット国・地域の選定、想定顧客の設定

ターゲット国・地域での規制等に関する調査
輸入規制、販売規制、基準認証制度など

商標など知的財産権への対応の検討

商流の検討

輸出入業者探しや海外バイヤーの指定商社確認、など

2

6

⚫ 必要に応じて海外出張を行い、競合品の価格、取り扱

い輸入業者、市場の特性などを実地で調査することも

重要。

⚫ 最初から完璧な計画を立てるのは難しい。

現実はそう簡単にはいかないことも多いので、まず

は行動し、試行錯誤で取り組む姿勢も必要。

Attention

①

②

③

④

⑤

⑥
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●ご注意

本日の講演内容、資料は情報提供を目的に作成したものです。資料作成において、できる限り正確に記載するよう

努力しておりますが、その正確性を保証するものではありません。本情報の採否はお客様のご判断で行ってください。

また、万一不利益を被る事態が生じましてもジェトロ及び講師は責任を負うことができませんのでご了承ください。

ご清聴ありがとうございました。

ジェトロ 農林水産・食品部 戦略的商流構築課 課長代理 伊藤直哉

〒107-6006 港区赤坂1-12-32 アーク森ビル６階
TEL: 03-3582-8348
MAIL: afg_seminar@jetro.go.jp


