
 

 

2016年 5月 12日 

 

 

 

 
 
関西国際空港では、かねてより関西国際空港を活用した日本食の輸出促進を国、地元自治体、経

済界と連携して推進しています。 
近年における海外での日本食ブームもあり、食品輸出は年々増加の一途をたどっております。昨

年には関西国際空港からの食品輸出額が 100億円を突破し、とりわけ関西地域からの食輸出の機
運は益々高まってきているところです。 
 当セミナーでは、関西圏の「食」の生産者、卸業者等の皆様を対象に、「食」輸出事業に興味を
持っていただくとともに、海外販路開拓、輸出実務、ロジスティクス等様々な視点から支援し、輸
出しやすい環境を提供します。今後、海外への輸出拡大をお考えの方には必見のビジネスセミナー
です。 
 関西国際空港では、今後とも、日本食の「安心」、「おいしい」を海外の食卓に広めるべく、航空
輸送ネットワークの拡大、貨物量の増大と共に、食輸出ビジネスの拡大に寄与していきたいと考え
ております。 
 

 ○日 時 2016年 6月 1日（水） 10:30～17:30 
 ○場 所 ホテル日航関西空港 国際会議場内 「鶴の間」（予定） 
 ○主 催 関西エアポート株式会社 
 ○共 催 関西フードエクスポート＆ブランディング協議会（※１）  
      大阪商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、 

    関西・食・輸出推進事業協同組合、関西経済連合会 
  ○協 力 財務省大阪税関、農林水産省近畿農政局、経済産業省近畿経済産業局 
       国土交通省近畿運輸局、航空集配サービス株式会社 ※一部機関調整中 
  ○参加者 主に関西の「食」の生産者、卸売業者等 約 200名程度 
  ○内 容 【セミナー】 

・現場から見る中国での日本食品販売と Eコマースを活用した新たな取組み 
  全洲超市（上海）有限公司 GL-PLAZA 
・日本から海外への食品「共同輸出」について 
  関西・食・輸出推進事業協同組合 

【事前アポイント型商談会】 
・シンガポール、マレーシア、タイ、マカオ、ベトナム、中国バイヤーとの個別
 商談会 

【輸出相談会】 
・食品輸出に関するトータル相談会 

       【国際貨物地区視察会】 
        ・食輸出対応型定温施設（KIX-Coolexp）の施設見学会 
       【各種ミニセミナー】 

・食輸出にかかる経済連携協定の概要やロジスティクス、梱包に至るまでのお役
 立ちミニセミナー 
 

※1 関西フードエクスポート＆ブランディング協議会：関西からの「食」輸出拡大を支援するため三井住友海上火災保険

株式会社、日本通運株式会社、株式会社三井住友銀行、凸版印刷株式会社、サラヤ株式会社、関西・食・輸出推進事

業協同組合、関西エアポート株式会社の 6社、1組合にて組織した協議会（通称：KANSAI FEB） 

 

 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

関西エアポート株式会社 

コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 

Tel：072-455-2201  

第 6回 食輸出セミナー＆食の商談会の開催について 



 

 

 
 
 

関西エアポート株式会社は、関西国際空港（KIX）および大阪国際空港（ITM）の運営を新関西国際

空港株式会社から引継ぎ、2016年 4月 1日より両空港の運営会社として事業を開始しました。関西エ

アポートは、オリックス株式会社と VINCI Airports（ヴァンシ・エアポート）を中核とするコンソーシ

アムにより設立されました。 

関西エアポートは、両空港の安全とセキュリティを常に最優先しつつ、適切な投資と効率的な運営によ

って国内外からの空港利用者へのサービスを強化し、両空港の可能性を最大限に引き出し、地域コミュ

ニティへ貢献することを目標としています。 

関西エアポートは、2015年 12月 15日付けで新関西国際空港株式会社との間で、事業期間を 44年

とする「関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権実施契約」（実施契約）

を締結しています。 
 

会社名 

本社 
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

大阪市西区西本町一丁目 4番 1号（登記上） 
資本金 250億円 

代表者 
代表取締役社長  山谷 佳之 

代表取締役副社長 エマヌエル・ムノント 
設立年月日 2015年 12月 1日 

事業内容 
関西国際空港および大阪国際空港の運営業

務、管理受託業務等 
株主 

オリックス 40％、ヴァンシ・エアポート

40％、その他の出資者 20％ (*1) 

 

 

 

 

オリックス株式会社について 

オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。 

1964年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動車

関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げています。また、1971年の香港進出を皮切りに世界 36ヵ国・地

域に拠点を設け、グローバルに展開しています。 

2014年に 50周年を迎え、これからも経営戦略である“「金融＋サービス」の加速化”、“アジア等新興国の成長を取り込

む”を推進し、新たな事業機会の獲得と持続的な成長を目指すと同時に、社会に貢献してまいります。 

 

 

 

 

ヴァンシ・エアポートは、フランスで 12 空港、ポルトガルで 10 空港（リスボンのハブ空港を含む）、カンボジアで 3

空港、チリで 1 空港、日本で 2 空港、ドミニカ共和国で 6空港の合計 34空港の開発および運営を行う、国際的な空港

運営会社です。 

現在、ヴァンシ・エアポートが運営する空港ネットワークの 2015 年の年間利用者数は 1 億人にのぼり、140 社を超え

る航空会社が就航しています。ヴァンシ・エアポートの 2015 年の年間売上高は 8 億 2000 万ユーロ（*2）を記録して

います。 

ヴァンシ・エアポートは、包括的なインテグレーターとしての知見と、プロフェッショナリズムあふれる 8,500 名の従

業員を有し、豊富な投資能力、国際的ネットワーク、および既存空港のインフラストラクチャの運営最適化、施設拡充、

そして新規建設における専門的な知識を活用することで、空港の開発、資金調達、建設、および運営を行っています。 

 

(*1）その他の出資者 

株式会社アシックス、岩谷産業株式会社、大阪瓦斯株式会社、株式会社大林組、オムロン株式会社、関西電力株式会社、

近鉄グループホールディングス株式会社、京阪電気鉄道株式会社、サントリーホールディングス株式会社、株式会社ジェ

イティービー、積水ハウス株式会社、ダイキン工業株式会社、大和ハウス工業株式会社、株式会社竹中工務店、南海電気

鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社、パナソニック株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、レンゴー株式会

社、株式会社池田泉州銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社南都銀行、日本生命保

険相互会社、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社りそな銀行、株

式会社民間資金等活用事業推進機構 

 

(*2)=日本、チリ、ドミニカ共和国の各空港のデータを含まず。 

 

 

 

 

 

 

 

 について
 



◆日時：2016年6月1日（水）10:30～17:30（受付開始：10:00） 
◆場所：ホテル日航関西空港「鶴の間」（予定） 
    ＜アクセス＞ＪＲ・南海電鉄関西空港線「関西空港駅」徒歩5分 
◆定員：200名（定員に達し次第、受付終了） ◆参加費：無料 
◆申込方法：下記URLより5月23日(月)17：00までにオンラインでお申込みください。 
 https://kansaifoodexport.typeform.com/to/AuZV2f 
 ※必要事項を入力の上、最後にRegister をクリックするとお申し込み完了です。 
 ※お手数ですが人数把握のため、必ず参加者1名様ずつお申込み下さい。 
  事前アポイント型商談会への参加可否は〆切後、27日までに主催者よりメールで連絡いたします。 
  同一企業から複数名お申込みの場合も、商談会については企業単位で選考させていただきます。 
 
 関西国際空港では、関西の経済界、自治体等が連携し、『食』輸出推進プロジェクトを展開しており
ます。今回はタイ・マレーシア・シンガポール・マカオ・ベトナム・中国から、食品を取り扱うバイ
ヤーを招聘し、今後の輸出事業に踏み出していただくため、各バイヤーとの事前アポイント型商談会に
参加していただく機会をご用意しております。まずは皆さんの商品を売り込んでみませんか？ 
 また関西では関係機関が一丸となって、これまで輸出経験のなかった皆様も輸出事業に一歩踏み出し
ていけるような支援スキームをご紹介いたします。 
 

KIX AIR CARGO MEETING 
第6回「食」輸出セミナー＆食の商談会 

Food 

※講演内容につきましては都合により変更になる場合があります。 
（本件についてのお問合せ先） 
 関西エアポート株式会社 電話：072－455－2038 E-mail：cargo@kansai-airports.co.jp 
【主催】関西エアポート株式会社 
【共催】関西フードエクスポート＆ブランディング協議会、大阪商工会議所、公益社団法人関西経済連合会、 
    日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、関西・食・輸出推進事業協同組合 
【協力】財務省大阪税関、農林水産省近畿農政局、経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局 
    航空集配サービス株式会社 ※一部機関調整中 

輸出 
export 

食 

時間   内容 

１０：３０～１０：４０ 主催者代表挨拶 

１０：４０～１１：２０ 第１部 
「現場から見る中国での日本食品販売とEコマースを活用した
新たな取組み」 
全洲超市（上海）有限公司 GL PLAZA 

１１：２０～１１：５０ 第２部 「日本から海外への食品『共同輸出』について」 
関西・食・輸出推進事業協同組合 

１１：５０～１２：００ 質疑応答   

休憩     

１３：００～ 

①食輸出対応定温施設の視察 
（国際貨物地区内航空集配サービス㈱施設『KIX-Coolexp』） 
②輸出相談会（予約不可・当日各ブースで受付） 
③食輸出に役立つ各種ミニセミナー 
（予約不要・内容及びスケジュールは後日発表します。） 
※事前アポイント型商談会はAM・PM上記イベントと同時並行で実施。 
 



イベント詳細 
• 事前アポイント型商談会（1社30分の個別商談会形式） 
参加バイヤー（予定） 

①Miumi Japan Food Co Pte Ltd(シンガポール) →食品全般輸入卸業者 

②Isetan (Singapore) Ltd(シンガポール)  →百貨店スーパー 

③JMG TRADING SDN．BHD(マレーシア)  →食品全般輸入卸業者 

④ISETAN OF JAPAN SDN.BHD (マレーシア)  →百貨店スーパー 

⑤Asiaeuro Wines & Spirits Sdn Bhd (マレーシア) →酒類輸入卸業者 

⑥Be Koon Thailand Co.,Ltd.(タイ)   →食品全般輸入卸業者 

⑦KATOYA FOODS COMPANY LIMITED(マカオ)  →食品全般輸入卸業者 

⑧全洲超市（上海）有限公司 GL PLAZA (中国) →食品全般輸入卸業者 

⑨Phoenix Joint Stock Company(ベトナム)  →食品全般輸入卸業者 

⑩関西・食・輸出推進事業協同組合(日本)         →国内で商社機能をもつ非営利団体 

※商談会はセミナー他と同時並行に開催いたします。セミナー講演中での商談の可能性がございますの
でご了承ください。 

 

• 輸出相談会  

ブース詳細 

①関西・食・輸出推進事業協同組合・・・これから輸出にチャレンジしてみたい方をサポートする組織
です。 

②関西フードエクスポート＆ブランディング協議会・・・物流・保険・衛生等についてお応えします。 

③神戸植物防疫所・・・輸出植物防疫に関してご相談ください。 

④動物検疫所関西空港支所・・・輸出動物検疫に関してご相談ください。 

⑤近畿農政局・・・農林水産省の事業戦略、各種証明書発行についてご相談ください。 

⑦近畿経済産業局・・・海外展開やブランド確立にかかる各種支援等についてご相談ください。 

⑧大阪商工会議所・・・貿易関連書類の発給、各種貿易・投資についてご相談ください。 

⑨大阪税関・・・経済連携協定における原産地規則についてご相談ください。 

⑩日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部・・・今年度のジェトロ事業についてご相談ください。 

 

• 食輸出対応型定温施設（KIX-Coolexp）見学会 
２０１５年８月に新たにオープンした大型定温施設（KIX-Coolexp）
（http://www.shuhai.co.jp/office/oosaka.html）を視察頂けます。皆様の大切な商品を、航空機搭載
まで温度管理された定温施設で保管し、鮮度・品質を維持した輸送が可能です。また簡易的な梱包にも
対応可能で、国際輸送に適した梱包が可能です。 

普段あまり見ることのない、空港内の輸出貨物取り扱いの現場を見学いただくことが可能です。 

 

• 食輸出お役立ち各種ミニセミナー 
食品を輸出する際に必要不可欠な輸送に関するミニセミナー、EPAなどの気になる情報に関するミニセ
ミナー等、皆様の食輸出ビジネスにお役に立つ各種ミニセミナーを開催いたします。 

是非、皆様の食輸出ビジネスにお役立てください。 

（ミニセミナーは予約不要・出入自由です。ミニセミナー及びスケジュールについては後日発表致しま
す。） 

 

 

 

 

 

 


