
第 4回定例市長記者会見資料 

（平成 27 年 7 月 30 日） 

●シンガポールにおける外食企業進出支援の取り組みについて 
 

 札幌市では、昨年度から、市内の事業者の中で最も数が多く、札幌の魅力を海外に発信

する潜在力が高い外食企業の海外進出を支援しています。 

 このたび、道内 10 市が連携・協力して産業振興事業を実施する「北海道内都市経済活性

化会議」で事業検討を行い、新たな取り組みとして、東南アジアの商業・流通の拠点であ

るシンガポールにおいて、実演販売（テストマーケティング）およびビジネスパートナー

が多数集まる展示会への出展を実施します。 

 札幌市は今後も、道内の関係機関や自治体と連携して、海外への進出意欲が増す道内企

業の取り組みを後押しし、世界で活躍する魅力あるグローバル企業の育成を進めていきま

す。 

 

１ 実演販売（テストマーケティング）の実施について 

  道内の外食企業 7 社が、シンガポール最大規模のショッピングセンターである「ジュ

ロン・ポイント」内に位置する WAttention Plaza（和テンション・プラザ）において、

10 日間限定で「北海道グルメストリート」をオープンさせる。 

WAttention Plaza は、1 日約 3 万人が往来するストリート（屋台街）となっており、

出展各企業は、今後の海外への店舗展開の可能性などを検討するため、割り当てられた

各屋台ブースにおいて、シンガポール市民に対し商品を提供し、食味や価格、素材、量

などが現地に受け入れられるかを検証する。 

 (1) 出展日時 

   8 月 28 日（金）～9月 6日（日）11：00～21：30 

  (2) 場所 

   Singapore Jurong Point Shopping Center 

（シンガポール ジュロン・ポイント ショッピングセンター） 

  (3) 出展企業名および内容（五十音順） 

企業名（本社） 出展ブランド 出展内容 

株式会社アイチフーズ（札幌市） BENTOSS（ベントス） かにめし、海鮮天丼、そば 

旭川駅立売株式会社（旭川市） 二條亭 おにぎり、おこわ、から揚げ 

株式会社開高（札幌市） 麺屋開高 味噌ラーメン 

有限会社カネイ中村（千歳市） なかむら商店 いくら丼 

株式会社シンセン（札幌市） 忍者麺 忍者麺（ラーメン） 

有限会社 TYRELL（札幌市） スープカレー心 シーフードスープカレー、チキンスープカレー

有限会社ペシェ・ミニヨン（函館市） スナッフルズ チーズケーキ、ソフトクリーム 

   ※応募企業 12 社に対し、上記 7社を選定。 

 (4) 実施主体 

   主催：外食産業海外展開実行委員会（事務局：札幌市 構成員：札幌商工会議所、

ジェトロ（Japan External Trade Organization：日本貿易振興機構）北海道、

フード特区機構、旭川市等） 

   協力：和テンション株式会社、 

Promote Japan Enterprise Pte Ltd、RE & S Enterprise Pte Ltd 



  (5) その他 

   実演販売の実施に向けて、道内 10 市（旭川市・江別市・小樽市・帯広市・北見市・

釧路市・苫小牧市・函館市・室蘭市・札幌市）が連携・協力して産業振興事業を実施

する「北海道内都市経済活性化会議」で事業検討を行い、その構成員である旭川市、

函館市とともに、観光情報発信ブースを設置予定。併せて、クレア（Council of Local 

Authorities for International Relations：自治体国際化協会）シンガポール事務所、

ジェトロシンガポール事務所等と一体となり、現地でのマスコミなどへの情報発信や、

ビジネスパートナーとなりうる企業を招くなど、企業の側面サポートを実施する 

 

  【北海道グルメストリートイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 海外展示会への出展について 

  海外におけるビジネスパートナーの発掘および商談を行うため、外食企業 5 社が、シ

ンガポールにて開催される世界でも有数のフランチャイズ専門展示会である FLAsia

（Franchising & Licensing Asia 2015）に出展する。 

  FLAsia は、シンガポールはもとより、周辺のアジア諸国やオーストラリア等から、専

門バイヤー約 1 万人が来場する展示会であり、出展各企業は、実際に試食提供等を行い

ながら、フランチャイズ契約希望者、テナント誘致者等との商談を実施する。 

出展後は、関係機関と連携し、各企業に専門弁護士を派遣するなどのフォローアップ

を行う。 

 (1) 出展日時 

   10 月 29 日（木）～31 日（土） 

  (2) 場所 

   Singapore Marina Bay Sands Expo & Convention Centre  

（シンガポール マリーナ・ベイサンズ エキスポ＆コンベンションセンター） 

  (3) 出展企業名および内容（五十音順） 

企業名（本社） 出展ブランド 出展内容 

株式会社 ATOMS（札幌市） 海味はちきょう 海鮮丼、炭火焼 

株式会社開高（札幌市） 麺屋開高 味噌ラーメン 

株式会社シンセン（札幌市） 忍者麺 忍者麺（ラーメン） 

有限会社 TYRELL（札幌市） スープカレー心 シーフードスープカレー、チキンスープカレー

有限会社ペシェ・ミニヨン（函館市） スナッフルズ チーズケーキ、ソフトクリーム 

     ※応募企業 8社に対し、上記 5社を選定。 



(4) 実施主体 

   主催：外食産業海外展開実行委員会（事務局：札幌市 構成員：札幌商工会議所、

ジェトロ北海道、フード特区機構、旭川市等） 

   協力：ジェトロ 

       ※ジェトロが設置するジャパン・パビリオン内において、上記各社が展示を行う。 

 (5) 平成 26 年度同展示会実績 

出展者数 300 社以上（22 ヶ国）、来場者数約 10,000 人 

   ※ジェトロ・外食産業海外展開実行委員会ともに、本展示会は、平成 27 年度が初め

ての出展となる。 

 

３ 今年度におけるその他の外食企業進出支援の取り組みについて 

  今年度は、6月にアメリカで開催された展示会に道内企業 3社が出展したほか、9月に

は、ジェトロ北海道と連携の上、香港・台湾の外食企業を北海道に招聘し、道内企業と

マッチングを行うなどの取り組みを行い、道内企業の東アジア・東南アジア・北米への

店舗進出を支援する。 

 (1) アメリカ・ニューヨークにおける展示会の出展（実施済み） 

   6 月 18 日から 20 日までの 3 日間、北米最大級のフランチャイズ専門展示会である

IFE（International Franchise Expo）に、道内 3企業が出展。会期中は、各企業とも

北米のみならず、中南米、欧州、アジア圏を含む全世界のパートナー候補と商談を実

施した。 

現在、ジェトロ等と連携の上、海外への店舗進出に係る専門弁護士を各企業に派遣

し、実際の進出に向けた調査・検討を実施中。 

  【参考：出展企業】 

企業名（本社） 出展ブランド 出展内容 

株式会社シンセン（札幌市） 忍者麺 忍者麺（ラーメン） 

有限会社 TYRELL（札幌市） スープカレー心 スープカレー 

有限会社ファームデザインズ（浜中町） ファームデザインズ カフェ（ケーキ、クッキー） 

 (2) 香港・台湾外食産業企業の招聘商談会（今後実施予定） 

   9 月 17 日（木）、香港・台湾で外食ビジネスを展開している有力企業（5社程度）を

北海道に招聘し、これらエリアへの進出に関心がある道内企業との商談会を開催する。

（主催：ジェトロ北海道 後援：札幌市ほか） 

    

＜参考：国内外への販路拡大における道内連携の取り組みについて＞ 

  上記事業は、旭川市・函館市と協力関係の下事業を実施中であるが、このほかの国内

外の販路拡大の取り組みについても、「北海道の発展なくして札幌の発展はない」という

考えの下、道内自治体と連携し事業を進めている。 

(1) 国内の販路拡大の事例 

① 名称 

卸売キャラバン隊商談会（今後実施予定） 



  ② 取り組み内容 

札幌の食関連卸売企業約 10 社を、函館・帯広・北見の 3 エリアに派遣し、現地の

メーカーとマッチングを図る商談会を実施する。札幌市が企画運営を行い、各エリア

自治体は、企業募集や会場手配、地元金融機関との連携などを担っている。 

   ・函館エリア： 8 月 21 日（金）開催 

   ・帯広エリア： 9 月 14 日（月）開催 

   ・北見エリア： 9 月 29 日（火）開催 

   ※全道レベルでの、道内卸売企業と道内・東北メーカーとの個別マッチング式商談

会「第 7 回北海道・東北キラリ品卸隊商談会」は、10 月 15 日（木）に札幌市内

で実施予定。 

(2) 国外の販路拡大の事例 

① 名称 
食品メーカー海外販路拡大支援事業（現在実施中） 

  ② 取り組み内容 
旭川市、函館市、小樽市、帯広市と連携し、道内食品企業の輸出を促進するため、 

香港や台湾等で開催される大規模な展示会への共同出展や、食品を専門に取り扱う 
バイヤーの招聘事業を実施している。札幌市が事業の企画運営を行い、各自治体で 
は、所管企業との連絡調整や一部費用負担等の支援を行っている。 

区分 日時 実施場所「イベント名称」 概要 

海外展示会 5 月 6 日～9日 香港「HOFEX」 道内 6社が出展。うち、函館 2、旭川 2、小樽 1

の各企業を自治体とともに出展支援。 

海外展示会 6月 24日～27日 台湾「フード・タ

イペイ」 

道内 8 社が出展。うち、函館 2、小樽 1 の各企

業を自治体とともに出展支援。 

バイヤー招聘 11月 9日～10日 札幌「北海道食の

大商談会」 

海外バイヤー50 程度、道内企業 100 程度が参加

する大規模な食品商談会。旭川市、函館市、小

樽市、帯広市とともにバイヤー招聘を実施。 

海外展示会 平成28年1月17

日～19 日 

アメリカ「Winter

Fancy Food Show」

9 月頃企業募集予定。各自治体の希望に応じ、

連携して出展支援予定。 

 
 

 
問い合わせ先 

経済局国際経済戦略室海外戦略推進課 田中・樋田  

電話：211－2481 


