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平成２５年度事業報告書 

 

自 平成２５年４月 １日 

至 平成２６年３月３１日 

 

１．公益社団法人高知県貿易協会で実施した事業 

（１）第５１回貿易記念日事業 

実施時期：平成２５年６月２５日（火） 

実施場所：高知市鷹匠町 三翠園 桜の間 

出席者：６６名 

ア．貿易功労者の表彰 

貿易関係優秀従業員（２名）表彰状及び記念品贈呈 

受賞者名及び所属企業 

中村 達雄 氏  有限会社高知アイス 

鈴木 秀一 氏  穂岐山刃物株式会社 

イ．記念講演会の開催 

講師①：独立行政法人中小企業基盤整備機構 

シニアアドバイザー（国際化支援） 加藤 洋一郎 氏 

テーマ：「東南アジア市場における中小企業のビジネスチャンス」 

講師②：南山大学大学院ビジネス研究科 

教授 八木 エドワード 氏 

テーマ：「高齢社会と TPPの時代に高知がどう適応すべきか？～より付加価

値のある産業へ～」 

 

（２）国際化セミナー事業 

県内事業の国際ビジネスを支援するため、「国際化セミナー」と題し講演会を開催

した。 

実施時期：平成２６年１月２９日（水） 

実施場所：高知市鷹匠町 三翠園 桜の間 

参加者：７７名 

〔セミナー〕 

講師①：JICA中小企業支援室調査課 

企画役 大塚 和哉 氏 

テーマ：「JICA 中小企業海外展開支援セミナー『JICA は中小企業支援もや

っています』」 
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講師②：ジェトロ東京本部 

企画部総括審議役 入野 泰一 氏 

テーマ：「ジェトロの重点事業」 

〔特別講演〕 

講 師：日本食文化振興協会 

理事長 雲田 康夫 氏 

テーマ：「豆腐バカ 世界に挑む！」 

〔個別相談会（JICA）〕 

参加企業：５社 

 

（３）ビジネス英語研修事業 

会員企業における貿易担当者等の英語力を向上させ、海外ビジネスをより円滑に進

めることができるよう、ビジネス英語研修を行った。 

実施時期：平成２５年７月～平成２６年２月 

実施場所：エヴァグリーン英会話スクール 

受講者数：１３名 

 

（４）協会会員を対象とするセミナー等事業 

 

２．県事業への積極的参加 

（１）食品見本市「59th Summer Fancy Food Show」 

日本産農林水産物・食品分野輸出先第 2位の米国への販路拡大の一環として、米国

最大級の国際総合食品見本市「SFFS 2013」において、日本パビリオン内での県内事

業者の商談等を支援。 

実施日時：平成２５年６月３０日（日）～７月２日（火） 

実施場所：アメリカ・ニューヨーク 

参加企業：３社 

商談件数：７７件 

 

（２）四国４県合同商談会 in上海 

成長著しく注目度の高い中国市場をターゲットとして、上海において、卸売業者や

現地小売業者のバイヤーを招へいし、４県合同での商談会を開催。 

実施日時：平成２５年８月２日（金） 

実施場所：上海市 

参加企業：全体９社 うち高知１社 

参加バイヤー：２７社 

商談件数：１０件（高知県分） 
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（３）台湾「裕毛屋」高知県物産展 

台中に展開する高級スーパー「裕毛屋」において、昨年度に引き続き高知県物産展

を開催。 

実施日時：平成２５年８月２３日（金）～２９日（木） 

参加企業：２１社 

買取総額：472千円 

 

（４）台湾「微風広場」高知県物産展 

台北にある高級ショッピングモールである「微風広場」地下食品売り場で 3度目と

なる高知県物産展を開催。 

実施日時：平成２５年９月１８日（水）～３０日（月） 

実施場所：台湾・台北 

参加企業：２０社 買取総額：2,025千円 

 

（５）日本食専門見本市「Oishii JAPAN 2013」四国ブース出展  

四国４県で取り組む四国産品の東アジア地域への販路開拓支援の一環として、シン

ガポールで開催された、日本ブランドに特化したアセアン市場最大級の日本食品総合

見本市である Oishii JAPAN 2013 において出展者の商談等を支援した。 

実施時期：平成２５年１０月１７日（木）～１９日（土） 

実施場所：シンガポール 

参加企業：全体１４社、うち高知２社 

商談件数：１２件 

 

（６）INAP高知会議 

「友好提携港国際ネットワーク（INAP）」の会議が、各国関係者を招いて高知県で

開催され、県内企業視察やシンポジウム運営の支援を行った。また、その会議に合わ

せて高知市内で同時開催となった「第 2回ものづくり総合技術展&INAP2013アジア

フェア」での出展企業に対し、商談支援等を行った。 

実施時期：平成２５年１１月２１日（木）～２３日（土） 

実施場所：高知市内 

商談件数：１３件（ものづくり総合技術展における INAP参加企業と県内企業の商

談件数） 

 

（７）南四国フェア in 香港一田（YATA）百貨店 

関税障壁が低く、県産品の輸出先として大きな市場である香港での販路開拓を一層

推進するため、徳島県、徳島商工会議所、高知商工会議所と連携し、有力小売店であ

る一田百貨店 3店舗で 2県合同のフェアを開催。 
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実施時期：平成２６年２月１１日（火）～１７日（月） 

実施場所：香港 

参加企業：全体９社、うち高知５社 

期間中売上：約 1,716千円（高知県分） 

 

（８）四国４県合同・中国バイヤー招へい商談会 

四国商品の海外での販路開拓を推進するため、上海及び周辺地域からバイヤーを招

へいし、商談会を開催。 

実施日時：平成２６年２月１７日（月）～１９日（水） 

実施場所：徳島県徳島市（高知県内企業参加先・２月１８日開催分） 

参加企業：全体２９社 うち高知１社 

参加バイヤー：全体５社 

商談件数：３社、各１０品目（高知県分） 

 

３．高知県海外経済活動支援事業（特別会計） 

高知県シンガポール事務所・高知県上海事務所において現地企業との取引斡旋、情

報収集・提供、市場調査等、高知県内企業の国際経済交流の支援を行った。 

○支援企業件数 １０７件（シンガポール ４３社・団体、上海 ３５社・団体） 

（２５年度中の新規成約件数 シンガポール ４２件、上海 ８件） 

 

【シンガポール事務所】 

（１）伊勢丹シンガポール四国食品フェア 

四国４県連携事業のひとつであり、今回で５回目の開催。 

実施日時：平成２５年５月２４日（金）～６月２日（日） 

実施場所：シンガポール・伊勢丹シンガポール スコッツ店 

参加企業：全体２４社、うち高知８社 

期間中売上：全体：約 32,600千円、うち高知県分：約 9,779千円 

 

（２）オーストラリア経済ミッション 

1 人当たり GDP が世界第 5 位であり、県産品の新たな有望市場として期待できる

オーストラリアで販路拡大を図ることを目的として経済ミッション団を派遣し、現地

における日本食の普及状況や輸出に当たっての課題把握など市場への理解を深める

とともに、商談会や試食会も実施した。 

実施日時：平成２５年９月８日（日）～１４日（土） 

実施場所：オーストラリア・メルボルン 

参加企業：４社 
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（３）オーストラリアユズ賞味会 

高い購買力が期待されるオーストラリアで高知県産ユズ加工品の販路を拡大する

ため、主要都市メルボルンにおいて有名シェフによる県産ユズのさまざまな使い方、

食べ方を提案する賞味会を開催し、招待したシェフ、レストランオーナー、食品製造

業者、ジャーナリスト等を通じてユズの新たな需要喚起を図った。 

実施日時：平成２６年２月２７日（木） 

実施場所：メルボルン・会員制クラブ「RACV」 

参加者：１２９名 

 

【上海事務所】 

（１）日中ものづくり商談会 in上海 2013 

中国での部品調達やマッチングを希望する日中の機械メーカーを対象に開催する

商談会において、会員企業のＰＲ及び商談支援を行った。 

実施日時：平成２５年９月１１日（水）～１２日（木） 

実施場所：中国 

参加企業：県内企業４社 

商談件数：約６０件 

 

４．高知県輸出促進企業支援事業（特別会計） 

県内企業の輸出拡大を効率的に実現するため、①企業向け貿易実務のノウハウ支援

事業及び②輸出促進のための助言等を行った。また、貿易促進コーディネーターを中

心に県内企業を精力的に訪問し、高知県内の輸出可能商品の発掘、企画・開発支援、

海外からの輸入ビジネス支援を行った。 

企業訪問及びサポート：貿易促進コーディネーター（２名）のべ３４６社 

 

５．欧州輸出加速化推進事業（特別会計） 

平成２４年度に世界最大級の食品専門見本市であるＳＩＡＬ２０１２に出展し得

られた成果を欧州で広めていくため、料理界が注目する国としてスペイン、デンマー

ク、ベルギーの高級レストランにおいて、レストラン関係者、食品メーカー等及びメ

ディア関係者など、情報発信力の強い方を招待し、有名シェフによる高知県産ゆずを

使った魅力ある料理を提供することにより、高知県産ゆずのさらなる欧州販路拡大を

図った。 

実施日時：平成２５年１０月１６日（水）、２１日（月）、２４日（木） 

実施場所：スペイン・バルセロナ、デンマーク・コペンハーゲン、ベルギー・ブリ

ュッセル 

賞味会招待者数：計１５１名 
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６．日本貿易振興機構高知貿易情報センター等との事業協力 

日本貿易振興機構高知貿易情報センター（ジェトロ高知）等の開催する商談会、講

演会、セミナー等において共催、後援した。 

（１）共催 

ア．オーストラリア日本食市場販路開拓セミナー（ジェトロ高知との共催） 

講師①：前ジェトロ・シドニー事務所調査部長 込山 誠一郎 氏 

テーマ：「オーストラリア概況」 

講師②：株式会社共同商事コエドブルワリー代表取締役社長 朝霧 重治 氏 

テーマ：「オーストラリアのビジネスのポイント」 

実施日時：平成２５年６月１９日（水） 

実施場所：高知市鷹匠町 三翠園 筆山の間 

参加者：１３名 

 

イ．ジェトロ日本酒・焼酎輸出商談会 in高知（ジェトロ高知との共催） 

実施日時：平成２５年１０月４日（金） 

実施場所：高知市九反田９－１５ ホテル日航高知旭ロイヤル 

参加バイヤー：１２社 

参加企業：６社（県内企業分） 

 

ウ．ブラジル経済セミナー（高知県、高知商工会議所、ジェトロ高知との共催） 

講師①：前ジェトロ・サンパウロ事務所長 澤田 吉啓 氏 

テーマ：「ブラジルの経済概況 ～現地での日系企業動向を中心に～」 

講師②：ブラジル連邦下院議会議員 西森ルイス弘志 氏 

テーマ：「国会議員が見たブラジル経済のいま」 

実施日時：平成２５年１０月１５日（火） 

実施場所：高知市本町１－６－２４ 高知商工会館 

参加者：１３４名 

 

 

（２）後援 

○貿易実務講座（ジェトロ高知） ５回 

○いの町セミナー ～伝統を活かす価値造り～（ジェトロ高知・平成２６年３月７日

（金）） 

○＜四銀＞海外ビジネスセミナー『ASEAN 諸国の事業環境比較』 （四国銀行・平

成２６年１月２２日（水）） 
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７．総会及び理事会の開催 

（１）平成２５年度第１回理事会開催 

実施日時：平成２５年６月２５日（火） 

実施場所：高知市鷹匠町 三翠園 

議  案：第１号議案 平成２４年度事業報告書（案） 

第２号議案 平成２４年度収支決算書（案） 

第３号議案 平成２５年度補正予算書（案） 

第４号議案 会費等に関する規則の制定について 

 

（２）第８２回定時総会開催 

実施日時：平成２５年６月２５日（火） 

実施場所：高知市鷹匠町 三翠園 

議  案：第１号議案 平成２４年度事業報告書（案） 

第２号議案 平成２４年度収支決算書（案） 

第３号議案 役員選任 

その他 平成２５年度事業計画及び収支予算書について 

 

（３）平成２５年度第２回理事会（みなし理事会） 

理事会の決議があったものとみなされた日：平成２６年３月１１日（火） 

理事会の決議があったものとみなされた事項の内容： 

第１号議案 平成２６年度事業計画書について 

第２号議案 平成２６年度収支予算書について 

第３号議案 公益法人変更認定申請について 

 

以上 

 


