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Branding
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◎会議出席者－会場傍聴者との

出席者・プレゼンテーションの内容

世界の緑茶市場拡大への戦略
Branding・Education

 
日時：平成

会場：グランシップ（静岡市）

   

各地から一流の

緑茶市場拡大への戦略」

モーションやツーリズム

 

Peter F.Goggi 氏 

10 月 28 日
プレゼンテーション

Louise Roberge

Kaison Chang

劉 仲華 氏 （

会議出席者－会場傍聴者との

パネルディスカッション

10 月27 日
プレゼンテーション

Peter F.Goggi

松本靖治 氏 

会議出席者－会場傍聴者との

・プレゼンテーションの内容

Louise

世界の緑茶市場拡大への戦略
Education

世界緑茶会議

日時：平成２８

会場：グランシップ（静岡市）

   入場無料

各地から一流の茶専門家

戦略」をメイン

やツーリズムなどについて幅広く

  

日（金）10:00
プレゼンテーション 「各国のお茶事情について」

Louise Roberge 氏 （カナダ茶協会

Kaison Chang 氏 （FAO-IGG on Tea

（中国茶業商学院

会議出席者－会場傍聴者との

パネルディスカッション 「世界の緑茶市場拡大への戦略

日（木）13:00
プレゼンテーション 「各国のお茶事情について」

Peter F.Goggi 氏 （全米茶

 （京都おぶぶ茶苑

会議出席者－会場傍聴者との

・プレゼンテーションの内容は予告なく変更になる場合があることを

Louise Roberge

世界の緑茶市場拡大への戦略
Education・Marketing

世界緑茶会議

２８年１０

会場：グランシップ（静岡市）

入場無料 定員

専門家を招き、「

をメインテーマにブランディング

について幅広く

Kaison

10:00～15:00
「各国のお茶事情について」

カナダ茶協会会長

IGG on Tea、国連機関

中国茶業商学院 院長、湖南農業大学

会議出席者－会場傍聴者との Q&A 

世界の緑茶市場拡大への戦略

:00～15:15
「各国のお茶事情について」

米茶協会会長 元リプトン・ティー・テイスター）

京都おぶぶ茶苑 副代表

会議出席者－会場傍聴者との Q&A 

予告なく変更になる場合があることを

Roberge 氏 

世界の緑茶市場拡大への戦略
Marketing

 

世界緑茶会議

１０月２７日（木）・

会場：グランシップ（静岡市）

定員 200 名 

を招き、「世界の茶事情について

テーマにブランディング

について幅広く討論

Kaison Chang

:00（開場・受付
「各国のお茶事情について」

会長） 

、国連機関 元事務局長

湖南農業大学

 

世界の緑茶市場拡大への戦略

15（開場・受付
「各国のお茶事情について」

元リプトン・ティー・テイスター）

副代表） 

 

予告なく変更になる場合があることを

世界の緑茶市場拡大への戦略
Marketing・Promotion

平成 28 年度

世界緑茶会議 2016

日（木）・

会場：グランシップ（静岡市）11 階ホール風

 同時通訳あり

の茶事情について

テーマにブランディング、教育、マーケティング、

討論し、更なる

Chang 氏 劉

（開場・受付 9:00～）
「各国のお茶事情について」 

元事務局長） 

湖南農業大学 教授） 

世界の緑茶市場拡大への戦略」

（開場・受付12:00～）
「各国のお茶事情について」 

元リプトン・ティー・テイスター）

御了承ください。

世界の緑茶市場拡大への戦略
Promotion

年度 日本茶輸出促進協議会

2016 

日（木）・２８日（金）

階ホール風 

同時通訳あり 

の茶事情について」の報告

、教育、マーケティング、

更なる緑茶市場

劉 仲華 氏 

～） 

 

 

～） 

元リプトン・ティー・テイスター） 

御了承ください。 

世界の緑茶市場拡大への戦略
Promotion・Tourism

日本茶輸出促進協議会

日（金） 

報告に加え、

、教育、マーケティング、

緑茶市場拡大の方法を

松本靖治

議長 堀川知廣

静岡産業大学情報学部長

 

世界の緑茶市場拡大への戦略―
Tourism

日本茶輸出促進協議会 主催事業

に加え、「世界の

、教育、マーケティング、プロ

の方法を探りま

松本靖治 氏 

 

堀川知廣 氏 

静岡産業大学情報学部長 

― 
 Tourism

主催事業 

世界の

プロ

探りま

 

 

 



会議出席者・プレゼンテーション内容 （予定） 
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＊出席者、内容は予告なく変更になる場合があることを御了承ください。 

 

「世界緑茶会議２０１6」傍聴ご希望の方へ 
 

 

 

 

 

 
 

★申込み〆切 １０月２０日（木）必着   ◎下記申込書にご記入の上、FAX または E メールにてお申し込みください。 

参 加 申 込 書 
◆共通事項           *申込書を受け取った時点で申込み完了とさせていただきます。 

参加希望日（該当する□に✓してください。） 

□ 両日とも 

□ １日のみ （□ 10 月 27 日（木）、□ 10 月 28 日（金））←参加希望日に✓してください。 

TEL                  FAX                  E メール 

◆個人として参加の方              

住所 〒 

 

お名前（ふりがな） 

勤務先 

◆法人(会社･団体)として参加の方 

団体名・会社名 

 参 

加 

者 

氏 

名 

 

 

住所 〒 

  

Peter F. Goggi 氏 

（全米茶協会会長） 
元リプトンのテイスター、ブレンダーとして

品質管理に従事、米国茶業界のリーダー 

劉 仲華 氏 

（中国茶業商学院院長、 

湖南農業大学 教授） 
中国茶葉学会副理事長等の役割を務める 

Louise Roberge 氏 

（カナダ茶協会会長） 
カナダ茶協会の代表として 15 年以上業界

を牽引、茶の国際会議でも多方面で活躍 

松本靖治 氏 

(京都おぶぶ茶苑 副代表) 
京都おぶぶ茶苑の設立に携わり、外国人

研修生の受入れ事業や欧州 PR で評価 

Kaison Chang 氏 

（FAO-IGG on Tea、国連機関 元事務局長） 
茶に関する国連政府間会議の事務局長

を長くつとめ、世界の茶事情に精通 

総合討論議長 堀川知廣 氏 

（静岡産業大学情報学部長） 
静岡県農業水産部農業振興室長、産業

部農林業局長、経済産業部部長等を歴任 

 

・日本緑茶・他国産緑茶の消費動向 

・アメリカにおける消費場面 

・アメリカ市場での日本緑茶の優位性 

・日本緑茶の PR 方法 

・「食品安全強化法(FSMA)」について 

・カナダにおける茶の流通、消費事情 

・茶の教育事業であるティーソムリエ

コースの概要と今後の方向 

・カナダの日本緑茶のプロモーション

に対する意見、アイディア 

・世界の茶の需要予測をはじめとした

今後の世界の茶マーケットの見通し 

・世界の茶業界が抱える課題 

・茶生産国別の販売戦略 

（ブランドイメージ、セールス戦略） 

・中国での緑茶の消費動向 

・中国茶業商学院設立の背景とその

戦略 

・中国茶の国内外におけるセールス・

プロモーション戦略 

・外国人研修生の受入れ事業と欧州

ＰＲ事業の事例紹介 

・日本緑茶商品を海外の茶教育団体

と連携してＰＲする戦略 

会議の最後を飾る討論会にて、議

長を務める。聴講者目線での進行

役は常に評価が高い。 

【申込み先】FAX：054-202-1460 / E メール：info@o-cha.net 
 

【問合せ先】日本茶輸出促進協議会 輸出環境対策部会 

      （公益財団法人世界緑茶協会：〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 14-１水の森ビル 3F） 

TEL：054-654-3700 

＊ご記入いただいた情報は適切に管理し、本会議の準備・運営の目的に限り使用させていただきます。 


