
和食文化とおもてなしフェア in 天津 2011

特定非営利活動法人 和食文化とおもてなし促進機構

天津梅江国際展示会場

会期：2011年9月2日～4日
会場：天津梅江国際展示会場

“再生ニッポン”

観光・食品産業の火を消さないために



NPO法人和食文化とおもてなし促進機構は、鉄板焼きレストラン・

チェーン「紅花」の創業者ロッキー青木の生前の「日本の食文化と
おもてなしの精神の世界的啓蒙と普及」の願いを実現するために
設立されました。

海外で開催する展示会事業の運営、海外顧客の開発等を通じて、
日本の地方の観光地の活性化と健康的でエコロジーを重視した
地方の食材の海外普及を主たる目的として第一回のフェアーを
2009年9月26日および27日、ニューヨークのカーネギーホールで

催しました。

欧米に比べ国家所得における観光産業の割合が、日本は極端に
少なく、現政権もその点に気づき、観光産業は重点政策の一環
となりました。その観光産業において近年、和食文化の位置が
きわめて高くなり、海外からの観光客の来日のもっとも大きな
動機に和食があげられるようになりました。和食と日本の良き
伝統「おもてなし」を核とした観光促進が、益々重要となり当機構
の目的とも合致いたします。

そうした背景から、当NPOといたしましては、 官民一体となり

「日本の食文化とおもてなしの精神の世界的啓蒙と普及」を
目指し、海外で継続的に展示会を開催をしてまいる所存です。

ご挨拶

当NPOの活動

地方の特色を生かした和食文化の啓蒙

外国人観光客の地方観光地への誘致

日本に対する正しい情報の提供

理事長 青井 倫一
1969年東京大学工学部卒業、1972年
東京大学大学院経済学研究科修士課
程、1975年同博士課程修了、1976年
慶應義塾大学ビジネス・スクール助手、
1980年同大学院経営管理研究科助教
授、1990年同研究科教授となる。
2001年～2005年9月同研究科委員長
兼ビジネス・スクール校長を務める。こ
の間、1976年～79年ハーバード大ビジ
ネス・スクール博士課程に留学。同大
学より博士の称号を受ける

今般発生した東北関東大震災の状況を “被災した地域”“被災とは無関係のエリア”の情報を

正確にお伝えする。日中の放射線専門家による学術講演会も予定。今後数年にわたって
日本を再生発展させるロードマップの提示や進捗状況も継続的に提供する。

震災の影響で激減しているが外国人観光客に対して、日本の正確な情報を提供することに
より、観光客の誘致を図る。被災地においては、復興後の誘致を念頭に情報を提供し、
将来的な誘致につなげる。

食に対する影響を正確に提供することにより、食の安全性を訴求。日本各地の多彩な食文化
をご紹介することで、和食文化の啓蒙を図る。
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日本企業の海外進出を支援

世界的に高い評価をされている日本の食品・観光産業。当展示会を通じて海外市場で展開す
るための、ビジネスパートナーとのマッチングを図ります。
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ご挨拶

専務理事 青木 弓夫

胡勝才在札幌中華人民共和国総領事 略歴

１９５８年１２月 天津市生まれ、大学卒業、
１９８２－１９８４ 中華人民共和国天津市外事弁公室職員
１９８４－１９８６ 日本群馬大学、高崎大学
１９８６－１９８９ 天津市対外経済貿易委員会、

天津市外事弁公室職員
１９８９－１９９４ 天津市外事弁公室副処長、処長
１９９４－２００５ 天津市外事弁公室副主z任
２００５－２００６ 外交部高級外交官研修クラス研修
２００６－２００７ 在日本中華人民共和国大使館参事官
２００７－ 在札幌中華人民共和国総領事

青木専務理事（左）と胡勝才在札幌中華人民共和国総領事（右）

中華人民共和国在札幌総領事館
所在地:〒064‐0913北海道札幌市中央区南13条西23丁目5‐1
E-MAIL：chn-consulate-sap@chn-consulate-sapporo.or.jp TEL:011-563-5563 FAX:011-563-1818 http://sapporo.china-consulate.org/jpn/

ＮＰＯ法人和食文化とおもてなし促進機構は、鉄板焼きスタイルを
考案し米国で大成功をおさめた紅花の創設者、故ロッキー青木氏
の意向をうけ、２００９年に設立されました。和食文化をとおもてなし
の心を世界に普及することを目的としておりますが、なかんずく、地
方の観光地の活性化を活動の対象として、地方に海外の観光客を
誘致し、地方の良質で健康的な食材・食品を海外に輸出することに
従事しております。

本年３月１１日に東日本地域に大きな被害をもたらした震災は、まさ
に当ＮＰＯ法人が対象としている分野にもっとも大きな悪影響をあ
たえ、海外からの観光客は大幅に減少し、海外市場では日本の食
品に対し強い拒否反応が蔓延しております。

このような状況のもとで、まさに、私どもの存在意義が問われており、
本年９月の展示会、講演，公演、繁華街における屋台村等場を有
効に利用していただき、中国天津・北京地域のマスコミ関係者、関
連業者そして一般人民に対し、日本の現況を正しく認識していただ
き風評の悪影響を最小限にとどめるよう、同時に被災地域において
も安心と安全のまちづくりに取り組んでいることを、あまねく広報で
きれば幸甚に存じます。

このたびの天津での展示会に関しましては、胡勝才中華人民共和
国札幌総領事の多大なご支援のもとに開催が可能となったこと、深
く感謝いたします。

1963年 国際基督教大学（ＩＣＵ）を卒業、
1963年-64年 米国アイオワ州グリネル大学に留学。

帰国後、株式会社竹中工務店に入社。
1967-68年 タイ国立銀行建設のため、バンコックに駐在。
1968年6月 竹中工務店退社
1968年9月 デンマーク王立芸術大学修士課程に入学。
1970年 東海大学ヨーロッパ学術センター「所長は現東海

大学総長松前達郎」の創設に参加、所長代理を
へて退職、

1992年 紅花と小野グループの合弁会社
Benihana-Ono Restaurant Holding B.V 
〔本部オランダ〕の役員に就任 紅花レストラン
世界チェーンのヨーロッパでの展開を担当。

1996年 エリザベス女王の夫君、フィリップ殿下（エディン
バラ公）が創設されたエディンバラ基金会長顧問
に就任。２００４年にもエドワード殿下御来日の際、
広報活動を担当。

1999年 有限会社ユーラシア通商を設立
1999年 ウクライナ政府観光通商センター理事長に就任

ウクライナ観光省との協定締結。
2000年 グルジア政府文化通商センター理事長に就任

前大統領シュワナーゼ大統領に面談
グルジア文化省との協定締結。

2005年 キルギス観光通商センター理事長に就任
2007年10月 キルギスー日本交流協会設立。事務局長に就任
2007年11月 キルギス大統領を迎える。
2008年5月 ＮＰＯ 和食文化とおもてなし促進機構設立

専務理事に就任
2008年11月 「キルギス観光通商センター」を「中央アジア文化

観光通商センター」に変更、カザフスタン政府との
協力活動を開始

2009年9月 ニューヨーク市カーネギーホールにて「和食文化
とおもてなし促進機構とおもてなしＮＹフェア」開催



催事：和食文化とおもてなしフェアin天津2011

開催地：天津市

天津市梅江国際展覧会場

中国観光産業
フェスティバル

天津市（てんしんし、中国語:天
津市、英語:Tianjin）は、中華人

民共和国に位置する直轄市。
4大国家中心都市（北京市、天津

市、上海市、重慶市）のひとつ。
略称は津。

環渤海湾地域の経済的中心地
であり、中国北方最大の対外開
放港である。首都北京市とは高
速道路、高速直通列車、北京・
天津高速鉄道によって2 - 0.5時
間以内で結ばれている。

もとは海河の河港であったが、河
口の塘沽に大規模な港湾やコン
テナターミナル、工業地帯が形
成されている。

＜開催概要＞

2010年度前年度比17.4％、中国域内成長率No.1都市

中国政府主催の中国最大の観光産業フェスティバルと共催

政府所在地 ：和平区
設立 ：1404年
市区人口：506万人
都市圏人口：720万人
総面積 ：11,760 km²

中華人民共和国に位置する
直轄市で5大国家中心都市

成長を続ける、中国域内
成長率No.1都市

天津港は、北部で初の
貨物取扱量4億トンを達成

同港は2001年に貨物取扱量が
1億トンを突破してから、わずか

9年で4億トンへの急激な飛

躍を遂げた。
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天津市の経済成長は中国域内
でも有数で、2008年度は前年
度比で16.5%（域内平均9.6％）
成長率は域内No.3であったが、
2009年には、前年度比16.5％
（域内平均9.1％）成長率は域

内No.2、2010年には前年度
比17.4％（域内平均10.3％）
成長率は域内No.1に達した。

その要因は、天津浜海新区の
成長率が26％に達したこと、固

定資産投資、港湾対外貿易と
消費の快速な伸びが高い成長
に繋がった。
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出展

和食文化と
おもてなし
フェア

国際的な
文化・産業

交流

共催による安定的な集客力と
相互の産業交流を促進

日本の現状、観光誘致とともに
食文化を啓蒙

中国政府・天津市主催の中国最大の観
光産業展との共催。当NPOが中国観光
産業フェスティバルの会場の一部（3000
㎡）を独占。共催側との産業交流を促進。
集客は共催の主催者側が全面的に支援。

関東東北地域を襲った震災の正確な情報
を、専門家・有識者が提供することにより、
減少している日本への観光誘致と、食の安
全性と文化を啓蒙。

協力： 航空会社
旅行代理店

和食文化とおもてなしフェア

16.5%

9.6% 9.1% 10.3%

16.5%
17.4%

後援： 日本政府関係省庁
地方自治体
農林水産産業団体
食品関連団体・観光関連団体

会期：2011年9月2日～4日
会場：天津梅江国際展示会場
主催：中華人民共和国観光局

天津市人民政府

＜情 報＞

＜展 示＞

専門家・有識者による
日本の現状

講演会

観光産業 食品産業

宿泊施設
ﾚｼﾞｬｰ施設
関連業種

外食
メーカー・小売

関連業種

来場者に訴求



共催催事：中国観光産業フェスティバル

開催場所：天津梅江国際展示会場

拡大を続ける中国観光需要に応える『2011中国観光産業フェスティバル』

共催の中国観光産業フェスティバルは、旧来から開催されていた「国内旅行博」と「海外旅行博」が合併され、中
華人民共和国観光局と天津市人民政府の主催により、「中国観光産業フェスティバル」として2009年9月20日か
ら22日まで開催されました。初年度は、62カ国、26地域から合計1331ブース、333の観光関連産業の展示が行
われ活況のうちに閉幕しました。昨年度は、20万人を動員。業務相談は2万人、交易金額は23.2億元に達し中国
最大の観光産業展としての地位を確立しました。「和食文化とおもてなしフェアin天津」は、中華人民共和国観光
局と天津市人民政府からの協力要請を受け、同展示会との共催で実施されることになります。

中国政府、天津市主催の中国最大の観光産業展

ダボス会議も開催される中国最大級の国際展示会場

国際的な経済フォーラム「ダボス会議」に合わせて
竣工した国際展示会場

3号館（3000㎡）の独占権を取得

今後も継続的に独占権を取得することで、再生発展
させるロードマップを策定

経済分野において、世界と肩をならべつつある中国
を象徴するダボス会議の中国開催。
この会議に合わせて2010年5月に竣工した梅江
国際展示場（９万㎡）にて規模を拡大して「2011中国

観光産業フェスティバル」は開催されます。

当NPOは、天津梅江国際展示会場のセンターに位
置する、3号館（3000㎡）全エリアの独占権を取得し

ております。今般発生した東日本大震災は巨大地
震、津波、原子力発電所の損傷と被災地域に甚大
な被害をもたらしました。当フェアでは、現在独占権
を持っている3号館を使用し継続的に、日本の現状

を正確にお伝えし、観光地への誘致と、日本の食に
対する啓蒙を図ってまいります。

会期：2011年9月2日～4日
会場：天津梅江国際展示会場

中国観光産業
フェスティバル

＜開催概要＞
主催：中華人民共和国観光局

天津市人民政府



再生ニッポン

概 要 影 響

日本の現実：東日本大震災

日本の真実：和食・観光産業の魅力と安全性

被害概要
(2011.4.7)

経 済 損 失 予 測

放射能漏れによる環境被害

風評拡大によるイメージの低下

被害総額予測：1220億～2350億ドル（約9兆9000億～19兆円）
再建期間：5年を要する可能性がある

実質国内総生産（GDP）は2011年半ばまではマイナス成長で、

その後の数四半期は復興努力が加速することで成長が上向くと予想

東北・北関東地域が被災

放射能の拡散も限定的

多くのエリアは
魅力あふれる世界屈指の

“洗練された食や、
おもてなし精神の観光地”
として現在も変わらず存在

大半のエリアは
被災しておらず

ジャパン
クオリティーを維持

1.大震災
マグニチュード9.0と観測史上4番

2.巨大津波
最大40mを記録

3.放射能汚染
原子力発電所崩壊で放射能拡散

死者

12,596人
行方不明者

14,747人
避難所

2,353箇所
避難数

157,895人
全壊家屋

46,017戸

被害地域

日本東北・関東北部
三陸海岸沿岸

を中心とした地域

東日本大震災の影響で東京電力福島原
子力発電所の設備が損傷。放射能が漏
れによる大気中へ拡散

海外メディアの過剰な報道によりインターネットを
中心に情報が誇張間違った情報が広がることによ
り日本のイメージダウンを招いている

震災詳細

日本の東北及び北関東地域が震災により影響を
受けている。この地域以外のエリアは影響を受け
ていない。被災を受けた地域でも、沿岸部以外の
地域、中でも温泉、スキー場などのﾘｿﾞｰﾄ地は震
災前と同じｻｰﾋﾞｽを提供している。被災地域も着
実にインフラの整備から、事業再開に歩んでいる。

震災の影響で東京電力福島原子力発電所損傷
により放射能が拡散されているが、一部地域に限
定され、数値的には人体に悪影響を及ぼすレベ
ルではない。

2011年3月11日に東日本大震災は、東北・北関東に甚大な被害をもたらし、日本の経済活動に大きな影響を与えています。近年成
長が著しい、観光産業・食品関係産業は、日本の正しい情報が伝わらず、風評被害の影響もあり大きなダメージを受けています。

そのため当NPOの運営する展示会では、日本の正確な情報を発信することにより、被災地への支援とともに、日本の魅力を訴求し観
光・食品産業の復興を目指します。今日本の産業は危機的状況にあります。しかし注目されている今だからこそ、アピールの絶好の
機会ととらえ、早いタイミングでアクションを起こす必要があります。このままでは世界的な評価と成長が期待されている、観光・食品
産業の火が消えてしまいます。当ＮＰＯのフェアを有効に活用いただき、復興の足がかりにしていただければと思います。

明日の日本は今が重要

観光・食品産業の火を消さないために

日本の
安全性をアピール

日本の
魅力をアピール



サポートプログラム

展示会出展時のサポート

渡航・輸送のサポート

出展後のアフターケア

設営・撤去／トランスレーション
PR媒体制作／プレゼンテーション

渡航時のツアー ／輸出入業務

中国版Web制作／関係者向け
会話講座／商談成立後のサポート

展 示 内 容

出展・支援頂ける
企業・団体を広く募集しています

観光産業

行政・振興団体・企業により
地域の魅力を総合的に訴求

日本の現状

震災の正確な情報を
専門家・有識者が

提供
食品産業

食品関連産業

民間団体・企業などにより個々の魅力を訴求

地域活性化
産業

有償サポートプログラム

ビジネスマッチング

動 員 支 援

中国政府、天津市政府が
展示会の参加者を動員いたします

展示される産業の関係者とのマッチングを
いたします

＜併設催事＞

日本フェスティバル（屋台村）

期間：2011年9月6日～12日
会場：天津市（天津市の中心地メインストリート）
主催：中華人民共和国観光局 天津市人民政府

天津市中心地の屋外特設会場で展示販売会を開催

中国観光産業フェスティバルとの共催後に、政府主
催で天津市のメインストリートに特設会場を設け、期

間限定で展示販売会を計画しています。

展 示 ス ペ ー ス：屋台村 天津市中心地



展 示 ス ペ ー ス：屋内催事 梅江国際展示場代3号館

東北支援
メインスポンサーエリア

20コマ

メインスポンサーと東日本
大震災の被災地域である東
北地域の展示用のエリア

サブスポンサーエリア：12コマ

サブスポンサー向けのエリア

北海道エリア：56コマ

北海道地区専用エリア

フリーエリア：56コマ

北海道以外の地域エリア

NPOエリア：12コマ

当NPO会員企業向けのエリア

展示ブース面積：6×6＝36平米(3m×3mを4コマ）

＜内装内容＞
全体の骨格部分
主要背景壁面と入り口に絵を描きます
展示スペース内に専用絨毯を敷きます
商談ディスク一式、接客カウンター一つ
追記：展示会期間内の電気代、照明施設、花などは含みません

展示ブース面積：6×6＝36平米(3m×3mを4コマ）

＜内装内容＞
・全体の骨格部分、材質は鋼及び木材
・主背景の壁面にと参展企業の看板に絵を描かせます
・展示スペース内に専用絨毯を敷きます
・商談ディスク二式、 接客カウンター一つ
追記：展示会期間内の電気代、照明施設、花などは含みません

展示ブースA 展示ブースB



組織概要

組織名称
特定非営利活動法人 和食文化とおもてなし促進機構

理事長
青井 倫一

専務理事
青木 弓夫

所在地
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-10-281 第2東商2号館8F

TEL 
03-3863-1299 

FAX
03-3863-1364

E-mail  
info@washokubunka.com

Web Site
http://www.washokubunka.com

沿革
2009年1月14日

内閣府より特定非営利法人として認可
2009年9月26日～27日

第1回フェア開催（ニューヨーク・カーネギーホール）
2011年9月2日～4日（予定）

第2回フェア開催予定（中国天津市梅江国際展示会場）
2012年（予定）

第3回フェア開催予定（中国天津市梅江国際展示会場）
第4回フェア開催予定（英国ロンドン）

2013年（予定）
第5回フェア開催予定（中国天津市梅江国際展示会場）
第6回フェア開催予定（米国N.Y.）

2014年（予定）
第7回フェア開催予定（中国天津市梅江国際展示会場）
第8回フェア開催予定（ロシア共和国モスクワ）

＜目的＞
この法人は、訪日観光客に対する日本全国の地方観光地への誘致を“おもてなし”事業、さらに地方のホテルや旅館などにおいて、地方の特
色を活かした様々な食文化やその食材を海外へ紹介する事業を“和食文化の推進”と位置づけ、『和食文化と“おもてなし”フェア』と称する海
外展示会事業の運営を通じて、地方への観光誘致と地方の和食文化を積極的に結び付けて発信することにより、日本全国の地方観光地の
活性化及び和食文化の海外普及を目的とするものである。
上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

・ まちづくりの推進を図る活動
・ 経済活動の活性化を図る活動
・ 国際協力の活動
・ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
・海外に向けた、日本全国の地方観光都市と和食文化の普及、紹介、および外国人観光客の誘致に関する事業
・ 前号に掲げる活動を、海外に現地窓口を置いて効果的・継続的にフォローアップする事業
・その他の目的を達成するために必要な事業



NPOの協力要請

NPOの運営展示会への出展

当NPOが運営する展示会へのブース（3m×3m）出展をお願いいたします。
展示会において、自社のブースを活用した、独自のPRを行っていただけます。

1ブース：13万円（イス2脚、テーブル1脚、スポットライト2、220ボルト電源差込口1個）

NPOの運営展示会のスポンサー

当NPOが運営する展示会において、ナショナルスポンサーとしての催事全体の支援をお願い
いたします。ナショナルスポンサーになられた企業には、当NPOが独自で設けたスペースを
活用することで自社のPRに加え、主催者側の広報資料などを使ったPRも可能となります。
＊詳しくは別途ご相談ください。

1クライアント：50万円～300万円

当NPO会員企業として登録し、継続的に実施される催事に対しての支援をお願いいたします。
会員になることで、当NPOが運営する催事での出展も優先的な条件で行えます。

1口：10万円/年

NPOの会員登録
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