
   

 

  平 成 2 7 年 ８ 月 ４ 日 

株式会社日本政策金融公庫 

 

 

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）は、国産農産物をテーマとした全国規模の展示商談

会、第 10 回「アグリフードＥＸＰＯ東京 2015」を、８月 18 日（火）～19 日（水）の２日間、東京 

ビッグサイト西１・２ホール（東京都江東区有明）において開催します。 

アグリフードＥＸＰＯは、「国産」にこだわり広域に販路拡大を目指す農業者や食品加工業

者とバイヤーをつなぎ、ビジネスマッチングの機会を提供する展示商談会です。東京での開

催は第 10回を迎えます。その節目に当たって、「第 10回記念 ６次化の先駆者-EXPO仲間

大集結-」をテーマに、農業の６次産業化の先駆者として活躍しているこれまでの出展者が

大集結し、記念開催として規模を拡大して実施します。 

全国各地の稲作、野菜、果樹、畜産などの農業者や食品加工業者、６次化支援技術を提

供する事業者など、過去最多の 871先が出展の予定です。 

国の施策において農林水産業を成長産業とするために、「６次産業化」や農産物・食品の

「輸出」を促進することが重点的な取り組みに位置づけられています。日本公庫はアグリフー

ドＥＸＰＯを通し、これらに取り組み、地域の農産物に付加価値を付け、競争力を高めようと

頑張っている農業者や食品加工業者を応援します。 

 

【第 10回「アグリフードＥＸＰＯ東京２０１５」の開催概要】 

日時：８月 18日（火）10：00～17：00 （10：30より会場内にて開会式を行います） 

    ８月 19日（水）10：00～16：00 

会場：東京ビッグサイト 西１・２ホール（東京都江東区有明） 

主催：日本公庫 

※出展者一覧などの詳細は公式ホームページ（https://www.agri-foodexpo.com/）をご覧くださ

い。 

※来場を希望される方は、公式ホームページから招待状をご請求のうえ、当日ご持参くださ

い（入場無料、当日登録制です）。なお、アグリフードＥＸＰＯはビジネス商談会ですので、

農業・食品関連業者以外の一般の方については入場をご遠慮いただいております。 

 

  

 

第 10回「アグリフードＥＸＰＯ東京 2015」、過去最多の 871先が出展 

～ 第 10回記念 ６次化の先駆者 -EXPO仲間大集結- ～ 

ニュースリリース 



 

○「農家さんの新商品コーナー」で６次産業化をサポート 

昨年に引き続き、「農家さんの新商品コーナー」を設置します。会場内の特設コーナ

ーで「６次産業化」に取り組む全国の農業者 37先が、新たに開発したこだわりの加工品

を一堂に集め、来場したバイヤーにご試食いただき、その場でアンケートを記入してい

ただきます。バイヤーの皆さまの貴重なご意見は後日、農業者にフィードバックされ、今

後の加工品開発の一助としていただくことを目的としています。（詳細は別紙参照） 

 

○ 食品輸出商談会や海外展開相談コーナーで農産物・食品の輸出をサポート 

会場内で（独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が、アジアやヨーロッパ、北米・南米など 14

ヶ国・地域から日本食材の輸入に関心を持つバイヤー19 社を海外から招き「個別商談会」

を開催します。招聘する海外バイヤーの国・地域は下表のとおりです。 

  また、農林水産物・食品の輸出事情に詳しいＪＥＴＲＯ、（独）日本貿易保険（ＮＥＸＩ）、貿  

易会社のアドバイザーが、出展者からの輸出に関するさまざまな相談に応じる「海外展

開相談コーナー」を設置します。 
 
＜個別商談会に招聘する海外バイヤーの国・地域＞ 

米国 カナダ ブラジル ロシア フランス 

ドイツ 中国 マカオ 香港 ベトナム 

シンガポール タイ マレーシア カタール  

 

○被災地の特産品をＰＲし復興を応援 

東日本大震災発生後の第７回開催以降、「復興支援コーナー」を設けています。今回

は、宮城・福島の両県が特産品をＰＲする場としてそれぞれの特産品を展示していただ

くことで、被災された農業者の皆様の復興を応援します。 

 

○事前予約制の個別商談会でビジネスチャンスをサポート 

「アグリフードＥＸＰＯ」は、来場者が会場内の各出展者のブースをご覧いただき、自由

に商談していただく展示商談会ですが、事前予約制の個別商談会も実施します。 

専用の商談スペースを利用して、ゆっくりご商談いただける場の提供を通じ、出展者の

新たなビジネスチャンスをサポートします。 

 

  



 

○記念交流会で 10回連続出展者や優良経営を表彰 

 アグリフードＥＸＰＯ東京 2015の開催初日である８月 18日（火）に、出展者様とバイヤーの

皆様の懇親を深めるため、「第 10回アグリフードＥＸＰＯ東京 2015記念交流会」を開催しま

す。本交流会では「10 回連続出展者」、「平成 27 年度アグリフードＥＸＰＯ輝く経営大賞」、

の表彰式を行います。 

 

【交流会における表彰式の概要】 

 日時：８月 18日（火） 18：20～18：50（予定） 

 場所：東京ベイ有明ワシントンホテル ３階アイリスの間 

※アグリフードＥＸＰＯ東京の会場である東京ビッグサイトから徒歩 5 分程度の

場所にあります。 

表彰内容：10回連続出展者、平成 27年度アグリフードＥＸＰＯ輝く経営大賞の表彰 

 

＜前回＞第９回「アグリフードＥＸＰＯ東京２０１４」（平成26年８月20日～21日）の開催結果 

 

出展者数 624先（510小間） 来場者数 12，698名 

商談件数 

（商談引合件数※） 

30，085件 

（7，430件） 

会期中成約件数 １社平均４件 

最高60件 

 （※）商談引合件数：商談会終了後も継続して商談を行う予定の件数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第９回「アグリフードＥＸＰＯ東京２０１４」の会場

の様子 

 

農家さんの新商品コーナーの様子 



№ 都道府県 出展者名 出品予定商品

1 宮城 （有）おっとちグリーンステーション 納豆

2 福島 （株）フルーツのいとう園 巨峰の干しぶどう

3 栃木 江戸屋農産（株） 米粉

4 千葉 （株）TAKEYAMA／（株）たけやま 房の黄金米（真空用、海外及び保管の向上用）

5 愛知 （株）マーコ たっぷりお野菜と大豆の濃厚トマトスープ

6 宮崎 おたに家（株） 高千穂牛肉味噌

7 岡山 岡山県農商 黒豆茶

№ 都道府県 出展者名 出品予定商品

1 鹿児島 （有）大成畜産 やごろう豚しぐれ煮

2 愛知 豊橋飼料（株） 秀麗豚メンチカツ

3 茨城 つくばさわやかファーム
ドライベジタブル”乾” さわやか刻み葱（プレーン、カレー風味、ピリカラ風
味、スパイシー風味）、さわやか刻み葱の万能タレ”潤”

4 茨城 （株）久慈川蔬菜ファミリーファーム フキの甘納豆（水フキ）、味付乾燥フキ（炊き込みご飯用）

5 長崎 （株）アグリ・コーポレーション おしゃぶ～

6 宮崎 ミルククラブ 中西牧場 甘乳蘇、乳心醍醐

7 北海道 （株）谷口農場 野菜生ジュース「ベジミックス」

8 石川 （株）金沢大地 オーガニック米あめ200ｇチューブタイプ

№ 都道府県 出展者名 出品予定商品

1 福井 朝日農友農場 焙煎ミルキー玄米粉

2 鹿児島 （有）南九州きのこセンター 乾燥えのき

3 秋田 （株）しらかみファーマーズ 白神フルーツ 黒はちみつ

4 北海道 （株）ノベルズ 十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ

5 和歌山 （株）小南農園 密柑きんとん

6 宮城 （有）ヒーロー こめかし（玄米、塩味）

7 北海道 ベジタブルワークス（株） にんじんジュース

№ 都道府県 出展者名 出品予定商品

1 静岡 農業生産法人 遠州知名美屋 遠州根深ねぎ粕漬け

2 広島 （農）世羅幸水農園 なしチャツネ

3 愛知 WAC農園＆W-Cファクトリー とよはしちゅらスープ

4 岡山 （有）阪本鶏卵 たまごとうふ

5 愛知 （有）ヤマセイ造園 ジャンボ黒にんにく

6 北海道 前田農産食品（資） 電子レンジ専用ポップコーン

7 鹿児島 アネット（有） 月夜のジンジャー（ジンジャーシロップ）

№ 都道府県 出展者名 出品予定商品

1 宮城 （株）田伝むし 玄米トースト

2 神奈川 （株）ファームいせはら 本格自然薯焼酎

3 和歌山 （株）早和果樹園 みかんケチャップ

4 和歌山 紀伊路屋／長谷光浩 じゃばらストレート果汁

5 広島 （有）平田観光農園 自然のまにまに干し密柑

6 高知 （株）アースエイド 有機黒にんにく

7 大分 （有）近藤養蜂場 生姜蜂蜜漬け

8 熊本 森川苺農園 白いちご淡雪ジャム

※今後、変更する可能性があります

●８月19日（水）10時～12時

●８月19日（水）13時～15時

●８月18日（火）10時～12時

●８月18日（火）12時30分～14時30分

●８月18日（火）15時～17時

「農家さんの新商品コーナー」参加予定者一覧

別紙 


