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2017 年 10 月 19 日 

                                         Food Japan 実行委員会 

 

ASEAN 市場に向けた日本食品総合見本市 

Food Japan 2017  10 月 26 日よりシンガポールで開催 ！ 

「日本の食品」「日本の食品機械」「日本のサービス」を出展 
  
 

○ ASEAN市場最大級 283 団体が「日本の食品」「日本の食品機械」「日本のサービス」を売り込む    

○ 農林水産省、日本貿易振興機構、観光庁、日本アセアンセンター、自治体国際化協会 

   在シンガポール日本国大使館、シンガポール政府観光局、日本食品機械工業会の後援を受け開催 

○ ASEAN市場に海外ネットワークを有する日本の金融機関 18 行と協力し開催 

○ マスタークラス（協力：E2i、Singapore Chefs Association）を同時開催 

○ J-Food Court （日本食フードコート）を会場内に設置     

  

 Food Japan 実行委員会（OJ Events Pte Ltd※1）は、農林水産省、日本貿易振興機構、観光庁、日本アセアンセン

ター、自治体国際化協会、在シンガポール日本国大使館、シンガポール政府観光局、日本食品機械工業会の後援、足利

銀行、伊予銀行、静岡銀行、七十七銀行、十六銀行、常陽銀行、千葉銀行、中国銀行、長野県信用組合、八十二銀行、

百五銀行、百十四銀行、広島銀行、福岡銀行、北陸銀行、北國銀行、武蔵野銀行、横浜銀行の協力を受け、2017 年 10

月 26 日（木曜日）から 28 日(土曜日)の 3 日間、Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre にて、日本食

品総合見本市「Food Japan 2017」を開催いたします。 

  

 今年で 6 回目を迎える本見品市には、283 団体※2 が一堂に会し「日本の食品」「日本の食品機械」「日本のサービ

ス」を出展。農林水産品・加工食品、清涼飲料、アルコール飲料、日本茶・緑茶飲料、食品機械、調理器具、厨房機

器、店舗支援システム、テーブルウェア、伝統工芸品、輸送技術、食品素材を東南アジア市場に売り込みます。 

 

＜出展商品 一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メディアリリース 
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Lemongrass Glazed 

Chicken (Halal) 

Warm Olive-Miso Broth, Udon/Soba, 

Thin Sliced Beef Rib & WaterCress 

Soybean Parfait with Caramelized 

Peach, Red Bean Peach Mochi, 

Sesame Cracker and Granola 

 

「マスタークラス」（特設会場：J-Studio）を併設。日本の食材を活用した“フュージョン”を提案。伝統と革新、 

ハラル等テーマに Employment and Employability Institute（E2i ※３）と Singapore Chefs Association と連携

し、著名シェフ、専門家を招き、日本の食の素材活用の提案、デモンストレーションを行います。最終日は、料理教

室講師による一般消費者に向けた体験学習など、８つのマスタークラスとワークショップを開催。 

 

＜マスタークラス プログラム 一例＞ 
    
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

「J-Food Court」（特設会場：J-Food Court）を併設。新しい魅力を伝える新メニューを現地外食店舗、食品メ

ーカーと連携し企画販売。“バクテー・ラーメン”や”日本産米×ハラル認証カレールー“のカレーライス、現地人気カ

フェメニュー、ドリンク等、新しい日本の食の可能性を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＜概 要＞ 

     名  称：Food Japan 2017       

 会  期：2017 年 10 月 26 日（木）･27 日（金）・28 日（土）  

                   26 日（木）・27 日（金） 10:00-17:30 ※26 日、27 日は食品業界関係者のみ入場可 

                   28 日（土）11:00-16:30 ※一般消費者入場可 

  会  場：Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre 

 主  催：Food Japan 実行委員会（OJ Events Pte Ltd）  

 公式 WEB：https://www.oishii-world.com/ 
 
 
 
 

※1： OJ Events Pte Ltd は、シンガポールで見本市の主催・企画・運営、日本の食品のマーケティング・調査事業を展開。 

※2：「Food Japan 2017」への参加出展団体の合計数。（2017 年 10 月 19 現在）出展社一覧 別添①参照。 

※3： Employment and Employability Institute（E2i）は、シンガポールで個人の生産性向上、雇用促進、企業の課題   

      解決に向けて活動する政府系機関。 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】Food Japan 事務局 （日本事務局）  TEL：＋81-3-6257-3892     

  

https://www.oishii-world.com/
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Food Japan 2017 出展社一覧 （社名五十音順） 別添① 

社名 所在地 

愛昌園茶舗 静岡県 

会津よつば農業協同組合 福島県 

青木酒造株式会社 茨城県 

青森県 青森県 

株式会社茜丸 大阪府 

アクセアシンガポール シンガポール 

有限会社アグリプラン 山口県 

アグリホールディングス株式会社 東京都 

あづまフーズ株式会社 三重県 

株式会社アドヴォネクスト 山梨県 

アトリエ オランジェ 三重県 

株式会社阿部善商店 宮城県 

株式会社新垣通商 沖縄県 

アルプスワイン株式会社 山梨県 

EASTERN TRADE MEDIA PTE LTD シンガポール 

石井物産株式会社 奈良県 

一般社団法人石川県食品協会 石川県 

イシマル食品有限会社 鹿児島県 

有限会社伊勢昆布 三重県 

板倉酒造有限会社 島根県 

株式会社 ITADAKIMASU FINE FOOD 大阪府 

いちき串木野市 鹿児島県 

いちき龍秀米 鹿児島県 

株式会社市山 静岡県 

株式会社井筒ワイン 長野県 

IPPIN PTE LTD シンガポール 

伊藤酒造株式会社 三重県 

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 茨城県 

岩崎模型製造株式会社 岐阜県 

岩谷産業株式会社 東京都 

株式会社魚秀 静岡県 

株式会社うお萬 山口県 

合資会社内ケ崎酒造店 宮城県 

有限会社うなぎの井口 静岡県 

宇部蒲鉾株式会社 山口県 

うまいもん空海 静岡県 

梅辰株式会社 静岡県 

うれし野ラボ株式会社 三重県 

株式会社エイワ 東京都 
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株式会社 XTC ジャパン 東京都 

株式会社エス・マルシェ 静岡県 

NPK LOGISTICS PTE LTD シンガポール 

有限会社エムライフシティ 大分県 

大分県 大分県 

株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 秋田県 

大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 秋田県 

株式会社大倉本家 奈良県 

AUSSIE HEALTH ECOGREEN PTE LTD シンガポール 

有限会社大根音松商店 石川県 

株式会社岡田屋本店 島根県 

隠岐酒造株式会社 島根県 

株式会社沖友 静岡県 

奥出雲酒造株式会社 島根県 

奥田屋 富山県 

合同会社おさかなフーズ 山口県 

株式会社オハラ 石川県 

株式会社オリエンタル 新潟県 

株式会社海津屋 富山県 

香川県 香川県 

有限会社柏崎青果 青森県 

金砂郷食品株式会社 茨城県 

株式会社カネジョウ 静岡県 

株式会社カネ大白木屋 岐阜県 

株式会社金トビ志賀 愛知県 

株式会社川上農園 長野県 

KAWANE 抹茶株式会社 静岡県 

合資会社寒菊銘醸 千葉県 

GAN TECK KAR INVESTMENTS PTE LTD シンガポール 

株式会社神戸 大阪府 

株式会社季咲亭 静岡県 

株式会社 北岡本店 奈良県 

株式会社木の国 和歌山県 

株式会社木原製作所 山口県 

株式会社キュアテックス 東京都 

有限会社京吉 富山県 

株式会社餃子計画 大阪府 

京都市 京都府 

株式会社ぎょれん北光 東京都 

株式会社銀閣寺大西 京都府 

九鬼産業株式会社 三重県 
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楠わいなりー株式会社 長野県 

熊代農園 奈良県 

株式会社熊本菓房 熊本県 

株式会社黒姫和漢薬研究所 長野県 

KEISUKE RAMEN シンガポール 

気仙沼鹿折加工協同組合 宮城県 

株式会社協同商事コエドブルワリー 埼玉県 

株式会社ゴールドボンド 大阪府 

株式会社小沢食品 茨城県 

越路商事株式会社 新潟県 

五條源兵衛 奈良県 

五條市商工会 奈良県 

五條酒造株式会社 奈良県 

國暉酒造株式会社 島根県 

KOMATSU OIL FILTERS MALAYSIA SDN BHD マレーシア 

株式会社コマツ製作所 東京都 

株式会社米屋 石川県 

株式会社コモ 愛知県 

有限会社近藤養蜂場 大分県 

株式会社 斉吉商店 宮城県 

SAKE-NARA 奈良県 

株式会社酒のかまくら 和歌山県 

サラヤ株式会社 大阪府 

株式会社さわ 徳島県 

有限会社三角屋水産 静岡県 

三笑楽酒造株式会社 富山県 

株式会社サンラヴィアン 岡山県 

株式会社三陸コーポレーション 東京都 

株式会社三和通商 福岡県 

三和油脂株式会社 山形県 

株式会社シーエフケー 東京都 

株式会社 G-7 アグリジャパン 兵庫県 

JA さつま日置 鹿児島県 

企業組合 JT&Associates 青森県 

JA アオレン 青森県 

ジェラテリアカプリ 熊本県 

株式会社シェルト 静岡県 

株式会社鹿吉 茨城県 

静岡県商工会連合会 静岡県 

静岡やすま園 静岡県 

CITRUS MEDIA PTE LTD シンガポール 
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シナジーリンク・ホールディングス 香港 

信濃ワイン株式会社 長野県 

島根県酒造組合 島根県 

しまね有機ファーム株式会社 島根県 

株式会社清水商店 茨城県 

下関市 山口県 

ジャパン・アグリ・チャレンジ タイランド タイ 

JAPAN RAIL CAFE シンガポール 

有限会社松魚村平 熊本県 

株式会社 SHOUJI 静岡県 

株式会社シルスマリア 神奈川県 

株式会社スイートピー 広島県 

株式会社鈴木栄光堂 岐阜県 

スズコー株式会社 静岡県 

須藤本家株式会社 茨城県 

株式会社角谷文治郎商店 愛知県 

株式会社セド・コーポレーション 大阪府 

株式会社ぜにや 岐阜県 

一般社団法人全日本菓子輸出促進協議会 東京都 

株式会社千里 東京都 

株式会社鮮冷 宮城県 

第一食品株式会社 新潟県 

大栄フーズ株式会社 神奈川県 

株式会社ダイショウジャパン 福井県 

大東製糖株式会社 千葉県 

TAIMATSU SG PTE LTD シンガポール 

大洋酒造株式会社 新潟県 

株式会社髙口又四郎商店 新潟県 

株式会社髙浜蒲鉾 鹿児島県 

株式会社高見商店 熊本県 

瀧川オブラート株式会社 愛知県 

株式会社竹下本店 島根県 

株式会社辰巳商会 東京都 

田中酒造場 兵庫県 

株式会社田中商店 静岡県 

株式会社玉正 千葉県 

だるま食品株式会社 茨城県 

千古乃岩酒造株式会社 岐阜県 

千葉県酒類販売株式会社 千葉県 

千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 千葉県 

中勢製氷冷蔵株式会社 三重県 
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中部食品輸出研究協議会 愛知県 

佃食品株式会社 石川県 

株式会社 DIGLEE 千葉県 

TECK SANG PTE LTD シンガポール 

天長食品工業株式会社 愛知県 

21 MAX NEW SOLUTION PTE LTD シンガポール 

東海市 愛知県 

東薫酒造株式会社 千葉県 

株式会社東平商会 静岡県 

栃木県 栃木県 

一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 栃木県 

富山県 富山県 

TRAVELLUTION MEDIA PTE LTD シンガポール 

TONKOTSU KAZAN RAMEN シンガポール 

株式会社中島大祥堂 大阪府 

中田食品株式会社 和歌山県 

公益財団法人長野県中小企業振興センター 長野県 

公益財団法人にいがた産業創造機構 新潟県 

株式会社新潟農商 新潟県 

新潟銘醸株式会社 新潟県 

有限会社西内花月堂 香川県 

日印食品開発有限会社 三重県 

日本航運株式会社 東京都 

日本ビール株式会社 東京都 

日本海酒造株式会社 島根県 

日本サーナ株式会社 千葉県 

一般社団法人日本食品機械工業会 東京都 

日本精塩株式会社 神奈川県 

日本畜産物輸出促進協議会 豚肉輸出部会 東京都 

日本茶輸出促進協議会 静岡県 

日本刀剣株式会社 新潟県 

株式会社日本フーズ 山口県 

日本貿易振興機構 千葉貿易情報センター 千葉県 

農水フーヅ株式会社 山口県 

野村醸造株式会社 茨城県 

株式会社バイオテックジャパン 新潟県 

HOUSE Kari ala Jepang インドネシア 

伯方塩業株式会社 愛媛県 

株式会社橋本ブラシ製作所 茨城県 

八戸酒類株式会社 青森県 

羽二重豆腐株式会社 石川県 
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濵田酒造株式会社 鹿児島県 

有限会社浜名湖ファーム 静岡県 

株式会社林農園 長野県 

株式会社 原田食品 山口県 

阪神国際港湾株式会社 大阪府 

株式会社バンノウ水産 東京都 

株式会社ヒガシマル 鹿児島県 

株式会社平松食品 愛知県 

合資会社廣瀬商店 茨城県 

ファインフードジャパン株式会社 宮城県 

フードコミュニケーションプロジェクト 東京都 

FUKUSHIMA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD シンガポール 

不二精機株式会社 福岡県 

株式会社富士清ほりうち 青森県 

有限会社藤野屋商店 大分県 

株式会社冨士屋本店 大阪府 

BRILLANT TIME PTE LTD シンガポール 

株式会社フンドーダイ五葉 熊本県 

平和麺業株式会社 三重県 

ヘリオス酒造株式会社 沖縄県 

株式会社ヘルシーライフ 山口県 

株式会社北斗 熊本県 

北陸製菓株式会社 石川県 

ホクレン農業協同組合連合会 東京都 

ホンダ製菓株式会社 埼玉県 

MARSHALL CAVENDISH BUSINESS INFORMATION PTE LTD シンガポール 

株式会社 Maazel Corporation 山口県 

有限会社まいさか丸三 静岡県 

前田海産株式会社 山口県 

益田農園 奈良県 

松浦食品有限会社 静岡県 

株式会社マツザワ 長野県 

丸京製菓株式会社 東京都 

株式会社丸憲 静岡県 

マルコメ株式会社 東京都 

株式会社マルサヤ 東京都 

MARUSAYA SINGAPORE PTE LTD シンガポール 

合名会社丸正酢醸造元 和歌山県 

マルニうなぎ加工株式会社 静岡県 

株式会社まるや八丁味噌 愛知県 

マルユー株式会社 千葉県 
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※2017 年 10 月 19 日現在 

株式会社みすずコーポレーション 長野県 

有限会社みその 鹿児島県 

三田飲料株式会社 東京都 

ミツマル燻製所 静岡県 

都一株式会社 千葉県 

株式会社ミヤトウ野草研究所 新潟県 

MEISEI & CO LTD シンガポール 

明利酒類株式会社 茨城県 

めぐみ株式会社 山梨県 

株式会社メディアミックス シンガポール 

合同会社もふもふ 岐阜県 

桃川株式会社 青森県 

株式会社モリタ屋 京都府 

株式会社モレック 茨城県 

一般財団法人山口県国際総合センター 山口県 

山口市 山口県 

山口地ビール株式会社 山口県 

有限会社やましち 静岡県 

株式会社やますインターナショナル 千葉県 

株式会社ヤマト醤油味噌 石川県 

株式会社ヤマナカ 宮城県 

株式会社山本食品 静岡県 

YUSEN LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD シンガポール 

油長酒造株式会社 奈良県 

株式会社柚子屋本店 山口県 

株式会社 United Sake Consulting 東京都 

株式会社予州興業 愛媛県 

有限会社与助丸商店 千葉県 

四日市商工会議所 三重県 

米田酒造株式会社 島根県 

米屋株式会社 千葉県 

酪農王国株式会社 静岡県 

有限会社レイク・ルイーズ 岐阜県 

株式会社 l'escargot 新潟県 

六甲バター株式会社 兵庫県 

WINE & DINE EXPERIENCE PTE LTD シンガポール 

和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会 和歌山県 

株式会社和田又 山口県 

株式会社和平商店 石川県 

 


