
2021 年 5 月 7 日   

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 News Release 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）東北本部では、東北 6 県の食品関連の商品を取り

扱う中小企業・小規模事業者の海外展開を支援するため、輸出やオンライン商談の基本から実際のオン

ライン商談までをパッケージで支援する「東北食品輸出支援プロジェクト」を開始します。 

 東北食品輸出支援プロジェクトの特徴

輸出やオンライン商談の基本から HACCP・国際認証、実際の商談まで一貫した支援メニューを提供

海外販路の開拓・拡大を目指す中小企業・小規模事業者にとって、気軽で安価に活用できるオン

ライン商談は有効な商談方法となっています。オンライン商談では、リアルでの商談と比較して、自社

商品の良さを伝えるためのプレゼンテーション資料の作成や事前のサンプル発送などが特に重要な

ポイントとなってきます。 

本プロジェクトでは、食品輸出やオンライン商談の基礎が学べるセミナーの開催や企業の海外展

開に詳しい専門家による各社個別の課題に対するアドバイス、模擬商談、実際の商談会等を通じて、

中小企業・小規模事業者が効果的にオンラインでの商談ができるようサポートをいたします。（詳細な

支援内容、申込方法については、別紙をご参照ください。） 

 実施の背景

 海外展開におけるオンライン商談の需要の高まり

 新型コロナウイルス禍の影響により、2020 年より海外渡航を伴う展示会や商談会への参加が制

限されている状況下、その代替としてオンライン商談が主流となり、コロナ禍が終息した後もオンラ

イン商談は引き続き実施されていくことが予想されます。本プロジェクトではオンライン商談の基本

からプレゼンテーション資料の作成方法、実際の商談まで一貫した支援を行うものです。 

 HACCP・国際認証の必要性

食品衛生法の改正に伴い、各企業は HACCPに沿った衛生管理が義務化され、海外との取引で

は、国際認証の取得を求められる場合があります。本プロジェクトでは、海外企業との取引前の備

えとして、それらへの対応のポイントも併せて学んでいただくものです。 

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部  

後援：東北経済産業局、宮城県、仙台市、ジェトロ仙台  

協力：株式会社七十七銀行、東北・食文化輸出推進事業協同組合、東北地域貿易促進協議会、 

みやぎ・せんだい連携会議 

「東北食品輸出支援プロジェクト」がスタート！ 

商談準備・HACCP、国際認証の相談からオンライン商談の機会まで 

パッケージ支援でご提供 



＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーショ

ンや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経

営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、

人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係す

る中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。 
 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 東北本部 

企業支援部 企業支援課 （担当者：早川、上野） 

住所：宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 6階 

電話：022-716-1751（ダイヤルイン） 

 



＜別紙＞ 

 

 

東北食品輸出支援プロジェクト 

実施概要 
Ver.2021/4/23 

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 

後援：東北経済産業局、宮城県、仙台市、ジェトロ仙台 

協力：東北地域貿易促進協議会、七十七銀行、東北・食文化輸出推進事業協同組合、 

みやぎ・せんだい連携会議 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

東北食品輸出支援プロジェクトの特徴 

 

輸出やオンライン商談の基本から実際の商談まで一貫した支援メニュー 
 

今後、海外販路の開拓・拡大を目指す中小企業・小規模事業者にとって、気軽に活用できるオンライン商談は有

効的な商談方法となっています。一方、オンライン商談では、自社の製品の良さを伝えるためのプレゼンテーション資料

や事前のサンプル発送などが重要なポイントとなります。 

本プロジェクトでは、輸出やオンライン商談の基礎を学べるセミナーや各社個別の課題について専門家によるアドバイ

ス等を通じて、中小企業・小規模事業者に有効的にオンライン商談を活用いただくサポートをいたします。 

はじめに 

中小機構東北本部では、東北 6県の食品関連の商品を取り扱う中小企業・小規模事業者の海外展開を支援す

るため、輸出やオンライン商談の基本から実際のオンライン商談まで一貫して支援する標記プロジェクトを実施します。 

新型コロナウイルスの影響から海外渡航が困難な中で海外販路を開拓・拡大するチャンスとなりますので、多くの方に

ご活用いただけますと幸いです。 

東北食品輸出支援プロジェクト 

支援メニュー  一覧 

輸出力・商談力の向上を目指す 

「食品輸出オンラインセミナー」 

（開催日：5月・6月、全 3回） 

海外販路の開拓・拡大を目指す 

「海外現地バイヤーとのオンライン商談会」 

開催日：2021年 9月 13日（月）～17日（金） 

 

オンラインセミナー・商談会 

個別支援 

 
企業の検討状況・ステージに合わせた 

「個別・グループワークショップ」 

（6月末から受付開始予定） 

各社個別の事情・課題について 

「専門家によるアドバイス」 

（随時受付） 

専門家と企業との模擬商談 

「模擬商談支援」 

（6月から受付開始予定） 

本プロジェクト詳細はこちら 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/foodexport 

中小機構東北 イベント 検索 
中小機構東北 食品輸出支援     検 索 

 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/foodexport


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム（予定）・参加申込みについて 

 5月 24日（月） 

13:30～15:30 

申込締切： 

5/21 17:30迄 

第１回 「食品輸出×オンライン商談の基本」 

概 要：海外ビジネスに初めてチャレンジする企業向け食品輸出の基礎やオンライン商

談の前、当日、後にするべき重要なポイント等を紹介します。 

講 師：中小機構東北本部 国際化支援アドバイザー 中 正宏 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2021/favgos000001i34x.html 

5月 31日（月） 

13:30～15:30 

申込締切： 

5/27 17:30迄 

第２回 「プレゼンテーション資料の作り方（基礎～実践）」 

概 要：オンライン商談会において自社の製品の良さを PRするために重要な役割を

果たすプレゼンテーション資料の作り方のコツや好事例等を紹介します。 

講 師：中小機構東北本部 国際化支援アドバイザー 中 正宏 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2021/favgos000001i3me.html 

6月 16日（水） 

13:30～15:30 

お申込： 

4/30～6/14 17:30迄 

第３回 「食品輸出に向けた食品安全・認証について」 

概 要：海外企業との取引に必要な国際認証や食品衛生法の改正により必要となる

HACCP に沿った衛生管理について、対応のポイントをご紹介します。 

講 師：合同会社 GLOVALUTION  代表 村井 京太 氏 

https://www.smrj.go.jp//regional_hq/tohoku/event/2021/favgos000001iaj4.html 

東北食品輸出支援プロジェクト ＜オンラインセミナー・商談会＞ 

食品輸出オンラインセミナー（全 3回） 

 

Zoom によるオンラインセミナー※Zoom が利用可能な PC環境、ネット環境をご準備ください。 

 

開催方法 

 
無料 ※通信費に係る費用は参加企業のご負担となります。 参加費 

 

※セミナー実施後、セミナー内容についてのアンケートを実施いたしますので、ご協力ください。 

参加申込みはこちら ＞＞> 

 

 

本セミナーでは、オンライン商談会において重要となる商談力や輸出力の向上を目指し、全 3回の開催を通じて、オンラ

イン商談の基礎を学べる機会となっております。貴社の海外展開に向けてご活用いただけますと幸いです。 

 

参加申込みはこちら ＞＞> 

 

 

参加申込みはこちら ＞＞> 

 

 

中小機構東北本部 国際化支援アドバイザー 中 正宏 (なか まさひろ) 

シンガポール、ベトナム、インドネシアに駐在経験を持ち、主に APEC 域内の物流の営業、オペレーションに従事。 

特にベトナムからの食品、生鮮品、繊維品の輸出、材料輸入案件に立ち上げから多数関わった。帰国後は駐在期間で得た 

人脈を生かし日本からの食品、雑貨、玩具等の輸出を多岐に渡る分野で経験。展示会や商談会の支援は年間で 20 を数え

る。特にベトナム・マレーシア・香港・台湾に事業パートナーがあり、国内食品メーカーや食品輸出商社とのパイプも強い。 

合同会社 GLOVALUTION  代表 村井 京太 （むらい きょうた） 

16 年間の在米期間を含め 20 年に渡り貿易・投資に従事。 清酒製造販売を通じ米国向け輸出、現地法人(工場)設立、約

20 ヶ国の輸出先を開拓。 2012 年よりジェトロ青森・貿易投資アドバイザー、2016 年よりジェトロ農林水産分野の専門家とし

て主に加工食品の貿易実務・バイヤー招聘商談会・セミナー・米国での物産展開催等、輸出支援に従事。 さらに、米国向け食

品輸出に伴う、米国食品安全強化法や FDA査察、GFSI 食品認証取得支援を含めた食品安全実務のアドバイスを行い、法

令遵守等バイヤーの要求事項に答えながらマーケティング・販売支援までワンストップ支援を行う。 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2021/favgos000001i34x.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2021/favgos000001i3me.html
https://www.smrj.go.jp//regional_hq/tohoku/event/2021/favgos000001iaj4.html


 

 

 

オンライン商談形式にて海外に販路を有するバイヤーや国内輸出商社とのマッチング機会を提供いたします。 

海外販路を開拓・拡大するチャンスとなりますので、皆さまからのご応募をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外展開を目指す各社の個別の課題や状況に対して、豊富な海外商談経験を有する専門家がサポートいたします。 

まずはお気軽にご相談ください。 

支 援 概 要 

支援メニュー 開催期間 概要 

専門家によるアドバイス 
随時受付 各社の個別の課題に対する専門家からのアドバ

イス支援等を行います。 

模擬商談支援 
6月より随時受付 実務や支援にて海外バイヤー・企業との商談経験豊

富な専門家が企業と模擬商談を行い、その結果をフ

ィードバックします。 

個別・グループワークショップ 
6月末より随時受付 食品海外輸出×オンライン商談の基礎～プレゼン資

料の作り方、HACCPや国際認証の取得について、

貴社の検討状況に合わせて個別のワークショップを開

催します。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 企業支援部 企業支援課 

担当：早川、上野  ℡：022-716-1751  e-mail： tohoku-kokusai@smrj.go.jp 

東北食品輸出支援プロジェクト ＜オンラインセミナー・商談会＞ 

東北食品輸出オンライン商談会 

 

商 談 会 概 要 

開催日：2021年 9月 13日（月）～17日（金） （予定） 
 

対象者：東北 6県に事業所を有する食品関連の商品を取り扱う中小企業・小規模事業者 
 

バイヤー：東アジア、東南アジアに販路を有する商社等 15社程度（予定） 
 

方法：参加者各自の PC よりウェブ会議システム「Zoom」に接続し実施 
 

参加料：無料（通信費、サンプル提供に係る費用は参加企業のご負担となります） 

 

東北食品輸出支援プロジェクト ＜個別支援＞ 

専門家によるアドバイス・模擬商談支援・個別・グループワークショップ 

 

 

詳細・参加申込み方法 

（5月下旬募集開始予定） 
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/foodexport 

  詳細・申込み方法 

 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/foodexport 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/foodexport
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/foodexport
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