
２０１８年９月１８日 

各 位 

株式会社 みちのく銀行 

 

香港における県産品輸出プロモーションの実施について 

 

株式会社みちのく銀行（頭取 藤澤 貴之）では、株式会社青森銀行（取締役頭取 成田 晋）と

共に香港において青森県産品プロモーション事業を実施いたします。 

香港は、わが国の農林水産物・食品の輸出相手先として第１位となっており、市内には多くの

日本料理店が軒を連ね、スーパーマーケットにも多くの日本食材が並ぶ等、日本食の浸透度が高

い市場として知られております。 

 本事業は、香港の和食店にて「食品輸出商談会」と「レストランプロモーション」を実施する

内容となっておりますので、香港での販路開拓・拡大に関心をお持ちの県内事業者の皆さまは是

非ともご参加くださいますようお願いいたします。 

 当行は、今後も海外展開を目指すお客さまへの支援を積極的に行ってまいります。 

 

記 

 

概  要 
県内食品関連事業者に対する海外展開支援の一環として、香港において「食

品輸出商談会」と「レストランプロモーション」を実施する。 

輸出商談会 

（１）会  場： 割烹櫓杏（香港） 

※熊本県産品のＰＲを目的とする高級和食店 

（２）開催日時： ２０１９年１月１１日（金）１４：００～１７：３０ 

（３）内  容： 

県内食品関連事業者と、香港の小売・飲食業バイヤーによる商談会。 

（４）参加事業者の募集： 

   別添「食品輸出商談会ｉｎ香港」チラシ、参加者募集要項のとおり。 

レストラン 

プロモーション 

（１）タイトル： 熊本×青森コラボレーションフェア 

（２）会  場： 割烹 櫓杏（香港） ※輸出商談会と同じ。 

（３）開催期間： ２０１９年１月１１日（金）～２０１９年２月１０日（日） 

（４）内  容： 

青森県産食材を使用したメニューを提供し県産食材のＰＲを行う。 

主  催 みちのく銀行、青森銀行 

共  催 青森県 

後  援 青森県観光連盟 

以 上 



 株式会社みちのく銀行及び株式会社青森銀行（以下、主催者）では、青森県の共催、青森県観光連盟の後援
の下、県内食品関連事業者の海外取引の拡大を目的として、香港企業との商談会を開催することとし、参加企
業を募集いたします。 香港での販路拡大・開拓を目指す県内事業者の皆様の応募をお待ちしています。 

＜参加の主な条件＞ 
 県内に事業所を有する食品関連事業者であり、商談担当者を配置することができること。 

 主催者からの商談結果のアンケート等に協力できること。 
＜参加申込み＞ 
 2018年10月25日(木)までに、申込書を電子メール・FAX・郵送のいずれかで送付ください。 
 募集事業者数は10社程度とし、応募多数の場合は主催者が選定いたします。 

お問合せ・お申込み（事務局） 
 
 
 
 

参加者募集！ 

参加事業者負担と主催者支援 

参加条件と申込方法 

「食品輸出商談会ｉｎ香港」概要 

【日時】 2019年1月11日(金）14:00～17:30 ※18:00～試食交流会開催 

【会場】 割烹 櫓杏（Shop 2801, 28/F, Isquare, 63 Nathan Road, Tsim Sha Tsui） 

【内容】 県内事業者のテーブルを香港企業が回って商談を行う形式 

【参加事業者負担の例】 
・参加スタッフの旅費（交通費、宿泊費等） 
・製品サンプル、輸送費 
・パンフレット等のＰＲ用品 
 

【主催者支援】 
・会場手配、香港企業の招請 
・通訳配置 
・企業情報、商品シートの翻訳 
・商談会、交流会での調理器具の使用 
・基本日程での同行サポート 

基本日程（予定） 

月日 時間 行程 

1 
1月8日（火） 

16:00 
16:50⇒18:15 

青森空港集合 
青森空港（ＪＬ148）⇒羽田空港 

（泊：東京都内ホテル） 

２ 
1月9日（水） 10:05⇒14:15 

羽田空港（ＪＬ029）⇒香港空港 
（泊：香港市内ホテル） 

３ 
1月10日（木） 終日 

香港市内視察 
※JETRO訪問、現地市場視察等を検討中 

（泊：香港市内ホテル） 

４ 

1月11日（金） 

午前 
14:00～17:30 
18:00～20:00 

商談会準備 
「食品輸出商談会ｉｎ香港」 
試食交流会 

（泊：香港市内ホテル） 

５ 
1月12日（土） 

10:25⇒15:25 
 

18:30⇒19:45 

香港空港（ＪＬ736）⇒成田空港 
成田空港（ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ）⇒羽田空港 
羽田空港（ＪＬ149）⇒青森空港、解散 

【会期】 2019年1月11日（金）～2019年2月10日（日）※予定 

【会場】 割烹 櫓杏（「食品輸出商談会ｉｎ香港」と同様） 

【内容】 櫓杏シェフが熊本県産、青森県産の食材を使用した食事
メニューを開発し、現地消費者へ提供する形式 

【備考】 フェアに使用する食材は櫓杏の選定によるものとし、県内
事業者へは、別途、主催者より案内いたします。 

「熊本×青森コラボレーションフェア」概要 

申込締切（必着） 

 2018年10月25日（木） 

「割烹 櫓杏」概要 

株式会社くまもとＤＭＣが香港現地資本と共同で
開設した熊本県産食材を提供する和食店です。 

 
株式会社みちのく銀行 国際業務部 担当：和島 
住所：〒030-8622 青森市勝田１丁目３番１号 
ＴＥＬ：０１７－７７４－１１３０ 
ＦＡＸ：０１７－７２２－２１１３ 
E-mail：intmb603@michinokubank.co.jp 

 
株式会社青森銀行 地域振興部 担当：岡山 
住所：〒030-8668 青森市橋本１丁目９番３０号 
ＴＥＬ：０１７－７３４－８６０８ 
ＦＡＸ：０１７－７７７－６７１１ 
E-mail：chiiki01@a-bank.co.jp 

香港島 

写真:櫓杏提供 

※現地での合流も可能です。 
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2018年度「食品輸出商談会 in香港」参加者募集要項 

 

香港は、わが国の農林水産物・食品の輸出相手先として第 1位となっており、市内には多くの日

本料理店が軒を連ね、スーパーマーケットにも多くの日本食材が並ぶ等、日本食の浸透度が高い市

場として知られています。 

株式会社みちのく銀行及び株式会社青森銀行（以下、主催者）は、青森県の共催、青森県観光連

盟の後援の下、県内食品関連事業者の海外取引の拡大を目的として、現地食品関連バイヤーとの商

談会を開催いたします。 

 

１ 基本日程（予定） 

 月日 時 日程 

1 

1月 8日 

（火） 

16:00 

16:50⇒18:15 

青森空港集合 

青森空港（JL148）⇒羽田空港 

（泊：東京都内ホテル） 

2 
1月 9日 

（水） 

10:05→14:15 羽田空港（JL029）→香港空港 

（泊：香港市内ホテル） 

3 

1月 10日 

（木） 終日 

香港市内視察 

※JETRO訪問、現地市場視察等を検討中 

（泊：香港市内ホテル） 

4 

1月 11日 

（金） 

午前 

14:00～17:30 

18:00～20:00 

商談会準備 

「食品輸出商談会 in香港」 

試食交流会 

（泊：香港市内ホテル） 

5 

1月 12日 

（土） 

10:25→15:25 

 

18:30→19:45 

香港空港（JL736）→成田空港 

成田空港（リムジンバス）→羽田空港 

羽田空港（JL149）→青森空港、解散 

 ※三沢空港からの参加や現地での合流も可能です。 

 

２ 商談会 

 (1) 日時 

   2019年 1月 11日（金）14:00～17:30 ※18：00より試食交流会を行います。 

 (2) 会場  

   割烹 櫓杏 

（住所：Shop 2801, 28/F, Isquare, 63 Nathan Road, Tsim Sha Tsui） 

 (3) 内容 

   県内事業者がテーブルに着き、香港企業が順番にテーブルを回って商談を行っていただきま

す。会場内は調理可能ですので、商品を調理して試食しながら商談を行うことも可能です。 

 (4) 香港側想定参加企業 

   現地の食品関連企業（輸入業者、卸売業者、小売業者、飲食業者等） 
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３ 参加企業募集 

 (1) 募集企業数 

   10社程度 ※応募多数の場合は主催者が選定いたします。 

 (2) 参加の条件 

・県内に事業所を有する食品関連事業者であること 

・海外販路開拓のため、海外企業との商取引を目的とした商談が主な参加理由であること 

・主催者が成果把握等のために行うアンケート・聞き取り調査等への協力が可能なこと 

 (3) 応募方法 

   参加申込書に記入の上、電子メール・FAX・郵送のいずれかにより事務局まで送付ください。 

 (4) 募集締切 

   2018年 10月 25日（木）（必着） 

 (5) 注意事項 

  ・商談会に必要な商品サンプル等の輸送については、各参加事業者側で手配していただきます

が、輸送方法等についてはご相談ください。 

  ・商談会以後の現地企業との折衝については基本的に直接行っていただきますが、県のコーデ

ィネーター等の活用も可能ですのでご相談ください。 

 

４ 参加企業負担と主催者支援 

 (1) 各参加企業の負担（主なもの） 

  ① 参加スタッフの旅費 

  ② 商品サンプル、輸送費 

  ③ パンフレット、販促グッズ等 PR用品 

 (2) 主催者支援・経費負担 

  ① 商談会開催全般（参加企業の参加料はありません。） 

  ② 基本備品（商談テーブル、イス等） 

  ③ 通訳（各出展企業１名の通訳を配置予定） 

  ④ 香港内での交通（専用バスを借り上げる予定です。ただし、個別行動の場合は各自負担。） 

  ⑤ 商談会の際の調理器具、冷蔵庫等の利用 

  ⑥ 基本行程での行員の同行サポート 

 

【事務局】 

株式会社みちのく銀行 国際業務部 担当：和島 

〒 0 3 0 - 8 6 2 2 青森市勝田１丁目３番１号 

電   話：０１７－７７４－１１３０／Ｆ Ａ Ｘ：０１７－７２２－２１１３ 

電子メール：intmb603@michinokubank.co.jp 

 

株式会社青森銀行 地域振興部 担当：岡山 

〒 0 3 0 - 8 6 6 8  青森市橋本１丁目９番３０号 

電   話：０１７－７３４－８６０８／Ｆ Ａ Ｘ：０１７－７７７－６７１１ 

電子メール：chiiki01@a-bank.co.jp 



 

 

「食品輸出商談会 in香港」参加申込書 

会社名   代表者名  

所在地   

ホームページ

（URL） 
  

会社概要 

設立年   従業員数   

資本金   売上高   

商談会 

参加者 

氏名   e-mail   

職名   Tel   

対応可能

言語 
  Fax   

渡航 

 

基本行程で同行  ・  現地集合 

※旅行手配は各自行ってください。 

事業内容 
 

出品予定 

商品等 

商品等の名称 商品等の特徴 進出海外市場 

   

   

   

参加目的 
 

参加内容 

出品物｛規格、保存条件（常温・冷蔵・冷凍）等｝、調理の有無、備品（持込み・レンタルの別も）等 

 

※出品物については、商品パンフレットを別途添付いただいても構いません。 

備考 

  

※ご記入いただいた情報は適切に管理し、商談会運営の目的にのみ利用します。 

 
【お問合せ・申込み】 

 

株式会社みちのく銀行 国際業務部 担当：和島 

住所：〒030-8622 青森市勝田１丁目３番１号 

ＴＥＬ：０１７－７７４－１１３０ 

ＦＡＸ：０１７－７２２－２１１３ 

E-mail：intmb603@michinokubank.co.jp 

株式会社青森銀行 地域振興部 担当：岡山 

住所：〒030-8668 青森市橋本１丁目９番３０号 

ＴＥＬ：０１７－７３４－８６０８ 

ＦＡＸ：０１７－７７７－６７１１ 

E-mail：chiiki01@a-bank.co.jp 


