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１．石川の食品需要開拓推進事業

（１）石川の食品に関するアンテナショップ事業
①「食品王国いしかわ」展示・商談会の開催
８月２1 ⽇、ＡＮＡクラウンプラザホテル⾦沢に於いて、『第 8 回食
品王国いしかわ』展示・商談会ｉｎ ＫＡＮＡＺＡＷＡを開催。秋
から年末〜正月⽤食品、来春向けの棚替え時にふさわしい食品を中
心の展示・商談会として開催し、来場バイヤー数が昨年を上回り、盛
況裏に終えることができました。
⽇時：8 月 21 ⽇
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル⾦沢
共催：（公財）石川県産業創出支援機構
首都圏商社等個別商談会 同時開催（招聘バイヤー23 社）
バイヤー来場者数：１０９社２７７名（昨年 100 社 253 名）
出展企業数：８２社（昨年 ８９社）
成果： 商談成約⾦額 39,836 千円
9 月末現在）

〈今後の予定〉
②「こだわり食品フェア２０１9」出展事業
⽇時：平成３１年２月１３⽇〜１５⽇
場所：幕張メッセ(１１ホール)
出展予定企業：25 社（16 小間）
赤玉㈱、㈱Ａｎｔｅ、㈲大根音松商店、㈱オハラ、加賀味噌食
品工業協業組合、㈲加賀かきもち丸山、㈱加賀守岡屋、笠井食品
㈱、㈱⾦澤兼六製菓、㈱⾦沢大地、㈱川本、㈱越山商店、㈱米屋、
すぎ省⽔産㈱、㈱銭福屋、㈱茶のみ仲間、佃食品㈱、直源醤油㈱、
㈱ホクチン、北陸製菓㈱、三徳屋㈱、㈱みつばちの詩工房、やちや酒
造㈱、㈱ヤマト醤油味噌、吉市醤油店
<参考>
昨年実績：名刺交換件数 2,287 件（1 社平均 99 件）
商談件数
832 件（1 社平均 36 件）
成約⾦額
27,520 千円（平成 30 年 3 月末現在）

（２）石川の食品ブラッシュアップ事業
８社１３商品がエントリーし、専門家によりブラシュアップ
新商品を開発した企業を募集し、その商品の試食によるモニタリング
評価を実施。その後、専門家との懇談会を開催し専門家の方々から
直接助言等をもらった。
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参加企業募集
時期：8 月 29 ⽇〜9 月 7 ⽇
モニタリング期間
時期：10 月 16 ⽇〜11 月 2 ⽇を予定
ブラッシュアップ会議
⽇ 時：11 月１２⽇開催予定
場 所：石川県地場産業振興センター 新館１０研修室
参加企業：石川県いか釣生産直販(協)、㈱ウフフ、笠井食品㈱ 、
㈱米屋、㈱四⼗萬⾕本舗、すぎ省⽔産㈱、㈱銭福
屋、佃食品㈱（8 社）
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ニューヨーク及びロサンゼルスで開催に「共同貿易レストランエ
キスポ」⾒本市出展事業
①ニューヨーク
⽇時：9 月 15 ⽇
場所：Metropolitan Pavilion（ニューヨーク）
主催：ニューヨーク共同貿易
参加企業：加賀味噌食品工業協業組合、直源醤油㈱、
羽二重豆腐㈱、㈱柚餅子総本家中浦屋、

㈲わくわく⼿作りファーム川北
全体出展企業：約 119 社

〈専門家〉
①石川県ブランド食材プロデューサー（有）良品工房
代表取締役 白田 典子 氏
②（株）三越伊勢丹 食品レストラン MD 部
新宿食品シェフズセレクションマネージャー 高橋 純平 氏
③（株）紀ノ国屋 商品部 次⻑ 中野 暢彦 氏
④いしかわ百万石物語・江⼾本店アドバイザー ⽔嶋 勉 氏
⑤カナカン(株)新規事業開発担当部⻑ 兼 地域・⾏政担当部⻑
山本 清人 氏
⑥（公財）石川県産業創出支援機構 販路開拓アドバイザー
⾦森 紀夫氏

２．海外販路開拓促進事業

（１）東南アジア（シンガポール等）
〈今後の予定〉
シンガポール等食品バイヤー招聘
⽇時：2 月(予定)
〈参考〉
シンガポールビジネス商談会(主催：石川県+北国銀⾏)
⽇時：１０月３０⽇
出展企業：上田運輸㈱、㈲大根音松商店、㈱オハラ
㈱加越、㈱⾦⾕酒造店、㈱コシノ、㈱米屋、
佃食品㈱、㈱箔一、㈱ポーラスター、マルト㈱、
やちや酒造㈱、㈱柚餅子総本家中浦屋、㈱和平商店
全体出展企業：３２社（食品２３、伝統工芸７、観光２）

（２）米国

②ロサンゼルス
⽇時：9 月 22 ⽇
場所： Pasadena Convention Center（ロサンゼルス）
主催：ロサンゼルス共同貿易
参加企業：直源醤油㈱、㈱柚餅子総本家中浦屋、
羽二重豆腐㈱、㈲わくわく⼿づくりファーム川北

（３）欧州

〈今後の予定〉

欧州食品バイヤー招聘
⽇時：平成３１年２月(予定)

（４）中国
上海国分展示会
⽇時：5 月 17 ⽇
場所：上海国際農業展示館（上海国際農展中心）
主催：上海国分商貿易有限公司
参加企業：㈱オハラ、直源醤油㈱、マルト㈱
全体出展者数：122 社（うち中国企業 63 社 ⽇本企業 59 社）
来場者数：約 750 名（バイヤー、小売店、飲食店経営者等）
商談件数：50 件
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中国・香港食品バイヤー招聘
⽇時：11 月 21 ⽇
場所：石川県地場産業振興センター
招聘バイヤー等：上海持明国際貿易公司、成都伊勢丹百貨有限公
司、三越伊勢丹海外営業統括部、皐⽉有限公司、
和⾷レストランＦＵＭＩ料理⻑
参加企業：㈱ウフフ、㈱ウールー、㈲大根音松商店、㈱オハラ、
㈱⾦⾕酒造店、ケービーエフ㈱、㈱⽶屋、㈲新海産業、
㈱スギヨ、ダートコーヒー㈱、佃⾷品㈱、桃宝⾷品㈱、
㈲能登製塩、マルト㈱、㈲メリリマ、㈱和平商店
〈参 考〉 香港ビジネス商談会(主催：石川県+北国銀⾏)
⽇時：７月１９⽇
場所：ホテル・カオルーン・シャングリラ香港
出展企業：上田運輸㈱、㈲大根音松商店、㈱オハラ
加賀味噌食品工業協業組合、㈱米屋、
㈱四⼗萬⾕本舗、㈱スギヨ、直源醤油㈱、
マルト㈱、㈱ヤマト醤油味噌、㈱六星、
ワコー食品工業㈱、㈱和平商店
全体出展企業：37 社(食品関連 20 社、伝統工芸関連
4 社、観光関連 13 社)
来場者：137 社 181 名（食品や伝統工芸のバイヤー、
レストラン関係者、旅⾏会社）
商談件数 ５３１件
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３．食品輸出プロフェッショナル
人材育成事業

魅⼒的な商品を有していながらも、これまで輸出拡大に踏み込めなかっ
た食品企業を対象に、専門家による個別集中支援を⾏うことにより、県産
食材の更なる海外販路拡大を図る。
対象採択企業（１０社）は、以下のカリキュラムに参加
採択企業：㈱ウフフ、㈲大根音松商店、㈱オハラ、㈱⾦⾕酒造店、㈱
コシノ、㈱四⼗萬⾕本舗、チャネルワン㈱、はくい農業協同
組合、マルト㈱、㈱和平商店
（１）専門家による集中講義
時期：6 月 27 ⽇
場所：石川県庁
内容：食品輸出拡大セミナー
食品輸出を取り巻く現状、輸出戦略の⽴て方、商談ス
キル本、農林⽔産物輸出のポイント、輸出に伴うリスク 等
について
（２）専門家による個別コンサル
食品輸出に関する個別相談会
時期：6 月２８⽇
場所：石川県庁
内容：輸出を始めたいが、自社のどの商品をどの地域に売り込んで
いったらいいか。更なる輸出拡大を図りたいが、どう進めていったらい
いか商談シートや販促資料を専門家の⽬でみてもらう。

（３）沖縄大交易会に出展
時期：11 月 29 ⽇〜30 ⽇
場所：沖縄コンベンションセンター
内容：事前マッチング制による海外バイヤーとの商談
（２⽇間で１０~１５社）
研修出展企業：㈱⾦⾕酒造店、㈱四⼗萬⾕本舗、マルト㈱
<参考>2017 年 海外バイヤー133 社参加
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４． 首都圏食品商社個別商談会
開催事業

（１）三井食品フードショー2018「にっぽん元気マ
ーケット」への出展
三井食品主催の大規模展示会に出展し、同社の主要取引先
（小売業、飲食業、卸売業等）に対し商品の PR を実施した。加工
食品・⽇配・業務⽤、酒類メーカー約 170 社が出展、来場者は約
6,000 人（主催者発表）を数えた。
期⽇：６月２０⽇、２１⽇
場所：パシフィコ横浜（横浜市⻄区みなとみらい）
出展企業：笠井食品㈱、㈱⾦沢大地、㈱茶のみ仲間
㈱つなぎや、のとや、㈱ヤマト醤油味噌
成果：名刺交換件数 315 件 商談件数 61 件、
成約件数 15 件、成約⾦額 2,810 千円

③フォローアップ会
今後の販路等について伊藤忠食品㈱担当者及び専門家を交えて
議論するフォローアップ会を開催する。

５．訪日外国人の需要獲得支援事業

訪⽇する外国人の増加が⾒込まれる中、体験メニューの設置など外国
人の受け入れ環境整備に積極的に取り組む企業を支援するもの。
募集期間：6 月 11 ⽇から 6 月 29 ⽇
採択⽇：9 月 3 ⽇
採択企業：㈱四⼗萬⾕本舗、㈱森⼋、㈱六星

６．高度専門人材獲得促進事業

県外からの移住者の雇⽤確保を支援し、新たな事業の創造と雇⽤創出を
図る。
現在 9 社 13 名 （11 月末現在）

（２）首都圏バイヤーを招聘
時期：8 月２０⽇〜２２⽇
招聘者：㈱五味商店、三井食品㈱、㈱伊藤忠食品、
㈱国分本社
〈参 考〉
伊藤忠食品㈱と連携した商品ブラッシュアップ支援事業（県と中小機構
の支援）
伊藤忠食品㈱がセレクトした県内醗酵食品取扱企業の商品を専門家
が商品ブラッシュアップするもの。
①参加企業：加賀味噌食品工業協業組合、㈱⾦⾕酒造店、㈱銭
福屋、近岡屋醤油㈱、⽇本醗酵化成㈱、能登ワイン㈱、
Ｂerry Smile、吉市醤油店
②上記企業から、伊藤忠食品㈱が選定した企業が同社内商談会に出
展

７．地域中核企業創出・支援事業
（経済産業省受託事業）

海外販路開拓のネックの一つとなっている物流について、専門家を交えた
検討会の開催や、トライアル輸送の実施など、物流コスト削減に向けた取り
組みを⾏い、県内企業のさらなる販路開拓促進を図るとともに、地域の中
核企業の育成につなげる。
（１）「食品物流研究会」の開催
参加者：物流業界、地元商社、食品輸出企業、食品輸出専
門家など
〈第 1 回〉 現状の把握、課題の設定、共有 ８月７⽇開催
〈第２回〉 実証実験の経過報告
12 月 11 ⽇開催

一般社団法人

石川県食品協会

H31.01 January

ISHIKAWA FOOD ASSOCIATION

No.

79

（2）ロンドン・ジャパンセンター「石川物産展」開催
〈今後の予定〉
〈第３回〉結果共有および今後の方向性検討（3 月予定）
（２）シンガポール向け共同物流実証実験の実施
検証項⽬：コスト、所要時間⽐較、商品の品質検証、市場便の
活⽤可能性、バイヤーによる定性評価
時期：平成 30 年 10 月〜31 年 3 月
回数：船便、航空便について各 2 回実施
第 1 回 10 月にビジネス商談会の利⽤商材などを輸送
第 2 回 石川フェアの利⽤商材などを輸送（3 月予定）

⽇時：１０月 27 ⽇〜11 月 16 ⽇
場所：ジャパンセンター イチバ・ウエストフィールド・ロンドン
参加企業：㈱Ante、加賀味噌食品工業協業組合、
㈱⾦沢大地、 ㈱茶のみ仲間、直源醤油㈱
北陸製菓㈱、㈱ヤマト醤油味噌
（参 考）
ジャパンセンターについて
1976 年創業、本社イギリス・ロンドン。従業員約 600 名、売上
16 億円。⽇本食材店（３店舗）や⽇本料理店（15 店舗）の
運営に加え、オンラインショップにおいて⽇本食材の販売を⾏う。
イチバ・ウエストフィールド・ロンドンについて
政府系ファンド・クールジャパン機構との協⼒により今年 7 月にオープ
ンした欧州最大の⽇本食店。ロンドン⻄部にあるショッピングセンター
「ウエストフィールド・ロンドン」内にオープンし、1,616 ㎡の店舗面積
を有する。

9.単独事業

（１）市場開拓推進事業

８．自治体国際化協会「海外販路
開拓支援事業」 （自治体国際化協
会受託事業）

(1)パリ・食品見本市「SIAL」出展
⽇時：１０月２１⽇〜２５⽇
場所：Paris Nord Villepinte
主催：SIAＬ
参加企業：加賀味噌食品工業協業組合、㈱ヤマト醤油味噌
(参 考)
食品⾒本市「SIAL」
概要：パリにおいて隔年で開催される世界最大規模の
総合食品⾒本市
来場者数：約 16 万人、うち 70％がフランス国外から参加。
出展者数：約 7,000 社

①第４０回 石川の農林漁業まつりに出展参加
平成３０年１０月２０⽇〜２１⽇に県産業展示館４号館で開
催される「石川の農林漁業まつり」会場内に、今回も会員企業のご協
⼒を得て「食品王国いしかわ」コーナーを設置。
『わが社のこだわりのイチオシ商品・新商品』をテーマに、会員企業各社
の商品を来場者に試食していただくなどＰＲに努めた。
≪出展企業、商品数≫ ６６社、１４６品⽬
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②石川県地場産業振興センターでの展示事業
【食品王国いしかわ〜おもてなし展を開催】
≪テーマ≫「食品王国いしかわ〜夏のおもてなし展〜」
【第１弾】展示のみ
開催期間：6 月 1 ⽇〜7 月 2 ⽇
開催場所：石川県地場産業振興センター新館
出展企業・商品数：１２社３４品
【第２弾】展示および販売
開催期間：７月４⽇〜７月 16 ⽇）
開催場所：石川県地場産業振興センター 本館
出展企業・商品数：２６社７５品
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② 人材育成研修
「微生物に関する基礎知識と簡易実習」
⽇時：6 月 28 ⽇
場所：石川県地場産業振興センター 本館
内容：
ｱ 微生物に関する基礎知識
(微生物の種類と特徴、発酵と腐敗、工場内の微
生物汚染と検査法)
ｲ キットを⽤いた簡易実習と観察
講師：石川県工業試験場 化学食品部 技師
参加者：２１名

≪テーマ≫「食品王国いしかわ〜秋冬のおもてなし展〜」
【第１弾】展示のみ
開催期間：10 月 12 ⽇〜11 月 12 ⽇
開催場所：石川県地場産業振興センター新館
出展企業・商品数：１６社３１品
【第２弾】展示および販売
開催期間：１１月１⽇〜２０⽇
開催場所：石川県地場産業振興センター 本館
③常設展示事業
【常設展示「いしかわの味」を開設】
展示期間：６月〜平成３１年３月
場所：石川県地場産業センター新館
商品数：26 品⽬
出展企業：赤玉㈱、㈱Ante、大野醤油醸造協業組合、
カナカン㈱、㈱ニジイロクリエイト、 ㈱スギヨファーム、
ダイエー食品工業㈱、㈱みつばちの詩工房、㈱北陸ゆ
つぼ本舗

（２）各種セミナー、研修会の開催
① 「消費税軽減税率セミナー」
⽇時：5 月 17 ⽇
場所：石川県地場産業振興センター 新館
内容：
ｱ 消費税軽減税率制度の概要
講師：⾦沢国税局消費税課 担当官
ｲ 消費税軽減税率制度に係る事業者支援措置等
講師：明道コンサルティング 竹内真一氏
参加者：３４名

③ 英語による自社商品プレゼン研修
通訳を介さずに、直接海外バイヤーに自社の商品をプレゼン
する⼒を養うセミナーを開催。
（第 1 回⽬）
時期：7 月 24 ⽇
場所：石川県庁
内容：
ｱ ⾒本市を想定し、バイヤーへの声掛けから商品説明
まで、一連の流れを実践練習
ｲ 自社商品の強みや特徴、紹介したい点を端的に伝
える練習
ｳ 来場者（バイヤー）からの質問への対応を練習
参加者：９名
（第２回⽬）
時期：８月 28 ⽇
場所：石川県庁
内容：
ｱ 第 1 回⽬を踏まえ、商品紹介、質問対応の確認
ｲ これまでの⾒本市での実体験等を踏まえたケース
スタディ実施
ｳ 次のステップ（商談）に持ち込むための英語表現を練
習
ｴ 希望者によるロールプレイングを⾏い、本番に近いプレ
ゼンを実践
参加者：５名

一般社団法人

石川県食品協会
④

ISHIKAWA FOOD ASSOCIATION

HACCP 制度化対応セミナー
第 1 回 HACCP 導入基礎セミナー
時期：9 月１3 ⽇
場所：石川県庁
内容：
・HACCP 制度化の背景と経営インパクト
・食中毒菌を制御するための基礎知識
・一般衛生管理のポイント
・HACCP７原則１２⼿順の整理と実例
・質疑応答
参加者：２５名
第２回 HACCP 導入基礎セミナー
時期：9 月 26 ⽇
場所：石川県庁
内容：
・一般的衛生管理のアンケート結果のまとめと解説
・グループディスカッション
・各種認証制度の概要
・FSSC22000 について
・個別相談会
参加者：２０名

⑤ 食品衛生法の改正ポイント及び HACCP 基礎セミナー並びに
個別相談会の開催
⽇時：11 月 7 ⽇
場所：石川県能登中部保健福祉センター
研修のポイント：
・食品衛生法の改正ポイントについて
・HACCP 制度化に関する基礎について
講師：石川県健康福祉部薬事衛生課 担当者
一般財団法人石川県予防医学協会 担当者
個別相談会の開催
※1 月 17 ⽇に加賀地区、2 月に⾦沢地区で開催予定
⑥ 食品安全規格内部監査員研修
ISO22000/FSSC22000 等の食品安全システム認証規格にお
ける内部監査員 養成セミナーを開催。
時期：2 月（予定）
内容：食品安全システム規格の⽬的、全体概要
内部監査とは模擬監査の実施、監査所⾒の整理、
不適合の修正と是正処置
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（３）食品文化交流事業
◇通常総会 懇親会の開催
⽇時：6 月 26 ⽇
場所：ANA クラウンプラザホテル⾦沢
参加者：１２０名（来賓含む）
議案：平成 29 年度事業報告・収支決算報告、平成 30 年度事業
計画（案）・収支予算（案）、定款の一部改正、役員改
選など
結果：すべての議案が承認された

〈今後の予定〉
◇⼀般社団法⼈石川県食品協会設⽴ 30 周年記念式典・会員交流新
年会の開催
⽇時：平成 31 年 1 月 29 ⽇（火）
記念式典 17：00〜
会員交流新年会 18：00〜
場所：ANA クラウンプラザホテル⾦沢 ３階「鳳」
〈参 考〉
平成３０年度石川県農林⽔産業功労者について
浜野 博之氏（㈱浜野⽔産 代表取締役社⻑）
大畑 晃一氏 (㈱大畑食品 代表取締役）
※10 月 20 ⽇の第４０回石川の農林漁業まつりにて表彰。

