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日本産米の輸出実行プランとは
日本産米輸出への取組における大きな段階としては、基礎的な情報を収集して相手先を想
定・決定したり、輸出における物流・流通経路や広報戦略などを考え、事業収益性を具体
的に検討したりする「準備段階」、展示会などに対応してスポット的に輸出を行い、手応え
を確認する「試験段階」、継続的に安定的な輸出を行っていく「継続段階」の 3 段階にわ
けられます。
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準備段階は輸出を行う上で大変重要なステップです。できる限り多くの情報を収集し、輸
出先国・地域（以下、単に「輸出先国」とします。）の市場動向やその国の輸入規制など
をよく理解するようにしましょう。
また、販売目標を立てて、それにふさわしいパートナーを探すことが輸出事業の成功の鍵
となります。

（1）輸出相手先についての基礎情報を収集
①輸入規制内容の把握

輸出先国によって、関税率、検疫措置、商品表示制度などが異なります。
また、同じ輸出先国であっても関税割当制度などで、輸入業者により関税率が異な
る場合があります。

②輸出先国の概要把握
輸出先国における、米市場の規模、販売経路、小売店・飲食店での日本産米の取扱
実績や今後の見通しなどを把握します。

③消費動向の把握
輸出先国における食習慣、嗜好性、生活習慣や特に需要が見込まれる贈答シーズン
などを把握します。
また、一般的な商品パッケージや内容量などを把握します。

④競合商品の想定
現地産米や他国からの輸入米などの安価な米との競合や同じ日本産米の産地間でも
競合があり得ることから、現地における米の販売状況を把握します。

Ⅰ 準備段階

知的財産の保護

輸出する商品の名称等が輸出先国において、商標・意匠等の出願・登録がなされて
いないか確認する必要があります。現地では、すでに第三者により品種名が商標登
録されていることで、品種名の表示ができない場合もあります。

　海外現地調査、知的財産侵害への相談窓口が開設されています。
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（2）パートナーの検討
はじめて輸出にトライする場合は、産地から小売店・飲食店までフルサポートして
くれる商社をパートナーとする方法もあります。
また、自分でパートナーを選ぶ場合は、下図のとおり、物の流れとパートナーとな
りうる先を理解した上で、パートナーを選択することが必要です。

運送業者

輸送業者

輸出業者または輸送業者

輸出業者または輸送業者

輸出業者または輸送業者

輸入業者または卸売業者

※この物の流れは一例です。

産地

物の流れ 手続きの内容 パートナーとなりうる先

港倉庫

検疫

通関

輸出港（日本）

輸入港（現地）

検疫

通関

倉庫

小売店・飲食店

国内の運搬
表示ラベル・申請

国内の検疫・通関の申請

海外輸送

輸出先国の検疫・通関の申請

輸出先国内の運搬

商社

米は主に船で輸送をします。

関税法などの規定に従って関税を納付し、
証明書類のチェックや、残留農薬などの
検査が行われます。

必要に応じて、植物検疫証明証を添付
するなどの手続きを済ませ、輸出の申告
を行います。

輸出先国の規定に従って、
表示ラベルの制作や各種申請を行います。

食糧法に基づく輸出数量の届出が必要

販売を目的としたお米の輸出を行う場合は、事前にお近くの地方農政局などへ輸出
数量の届出を行うことが義務づけられています。
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①パートナーの主な役割
●運送業者（国内）

産地から港指定地までの国内輸送です。少量の場合、近場であれば社用車、遠距
離の場合は宅配便などを利用する場合もあります。

●輸出業者（国内）
通常、輸出業者は、表示ラベルの制作、船便手配などの輸出手続全般から輸出先
国での検疫・通関の申請などの輸入手続全般、輸入業者への引き渡しまで代行し
ます。

●輸送業者（国内）
輸出業者のほか輸送業者も現地港に着荷するまで、手続きを代行します。
現地輸入業者、小売店などと密接に情報を交換し、指定された日時に確実に輸送
できるよう依頼しましょう。

●輸入業者（海外）
商社機能をもつ輸入業者は、小売店・飲食店に販売しており、日本で取引のある
輸出業者が決まっています。
小売店の棚管理から店頭プロモーションの販売員、商品紹介、試食器材の手配や
装飾まで代行したり、小売店・飲食店での年間販売計画なども、一緒に交渉した
りします。

●卸売業者（海外）
ほとんどの業者が、輸入業者と卸売業者を兼ねています。
また、外食産業へ強いコネクションを持つ現地卸売業者を通さないと商流の確立
ができないケースがあります。

●小売店・飲食店（海外）
通常、小売店・飲食店は、買取をしますが、輸入業者・卸売業者が委託販売するケー
スもあります。継続販売の段階になればパートナーとしての役割ですが、準備段
階では、お客様として接しなければなりません。
しかしながら、どの業者と契約すれば良いかなど、アドバイスや紹介をしてくれ
る親切な小売店・飲食店のバイヤーもいますので、積極的に意見交換をすること
が必要です。
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輸出業者A
（輸送する港：東京港・福岡港） 現地輸入業者E

現地輸入業者G

現地輸入業者H

量販店M

ホテルN

高級日本料理店O

日本レストランP

百貨店I

百貨店J

スーパーK

スーパーL
輸出業者B

（輸送する港：横浜港・名古屋港）

輸出業者C
（輸送する港：大阪港・新潟港）

輸出業者D
（輸送する港：仙台港・東京港）

現地輸入業者F

　②パートナーの選定について
小売店・飲食店と取引が成約できなければ商流は確立できませんが、たいていの輸
出入業者は既に販売先を確保しています。販売候補とする小売店・飲食店への営業
に目が行きがちですが、まず、輸出入業者から情報を入手することも大切です。

パートナーを選定するに当たり、入手した情報を整理し、代金決済条件、国内輸送
先までの輸送コスト、輸出入手続きの代行可否、輸入業者の取引先数、日本産米の
年間取扱量などを考慮し、慎重に決めることが、販売コストの低減に繋がり、継続
販売の可能性が高くなります。

失敗しないパートナー選び（失敗事例）

●  ホテル N に営業をかけようとしたが、パートナーの輸出業者 A がホテル N との
取引がなかったため、急遽輸出業者を変えなければならなくなった。

●  輸出業者 C に商談を持ちかけていたが、輸出業者 C の輸入元である現地輸入業者
G は、今年の関税枠の輸入量を使い切っていたため、別途 40％の関税を課せら
れた。

●  スーパー L との取引が決まり、輸出入業者とも契約が成立したが、現地輸入業者
F が他の百貨店 I や量販店 M との取引がなく、販売の拡大ができなかった。
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　③パートナー選定のサポート
1 農林水産省の輸出促進対策でパートナーの選定や PR 機会をつくるこ

とができます。

　平成 22 年度　農林水産物・食品の輸出促進対策の概要

◦ 国内における、展示・商談会、海外マーケットセミナーに参加できます。
◦ 海外における、食品見本市などに設置されるジャパンパビリオンへの出展に応

募できます。
◦ 海外の高級百貨店などにおいて設置される、日本産品の販売拠点への出展募集

に応募し、テストマーケティングを行うことができます。
◦ 海外の日本大使館などの場を活用して、自慢の農林水産物・食品を紹介できます。
◦ これらの事業を実施する団体や委託先の情報が得られます。
◦ パートナー、特に小売店・飲食店、輸入業者は現地における最新事情を把握し

ています。商談会などに参加し、積極的に情報交換をしましょう。

2 農林水産物・食品の輸出の問い合わせ先を知ることができます。

　輸出担当窓口一覧　※ 42 ページ参照

◦ 地方農政局、各都道府県が開催する、輸出促進事業などの情報が入手できます。
◦ 日本産米の輸出に関するアドバイスやパートナーの情報について相談できます。

3 ジェトロ（日本貿易振興機構）では、輸出に向けた支援を受けること
ができます。
　ジェトロ活用の手引き（海外販路を開拓したい）

　J-messe（見本市・展示会データベース）

「海外に自社製品を売り込みたい」、「自社サービスを海外に展開したい」といった
個別ニーズと取引段階にあわせて、事前調査、取引先探し、現地調査などを支援
しています。また、世界の展示・商談会などの情報を把握することができます。

4 その他　関連施策・団体などのリンク
　輸出に関する施策や輸出関連団体、地方農政局の情報
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（3）販売戦略の立案
パートナーが決定すれば、消費者のニーズや小売店・飲食店などの意向を踏まえて､
商品の具体的な販売戦略を立てます｡

①商品特性の把握
競合商品と比較して、自分たちの商品の「最も売り出したい特徴」を打ち出すこと
が必要です。

②販売経路の検討
パートナーの販売先実績や今後販売しようとするターゲットなどをヒアリングし、
取扱見込み量や、販売候補先が合致しているかなどを把握します。

③販売先の検討
販売候補先の日本産米の販売状況をヒアリングし、産地選択の基準、年間の取扱量
や販売先独自のフェア開催などの年間計画を把握します。

④販売促進 ･広報の検討
ターゲットに訴えたい商品の魅力を
明確にします。
日本産米全般に通じる魅力として「お
いしさ」「安全・安心」「日本産」な
どがあります。
例えば、その特徴が一目で分かるよう
な商品名、パッケージを用意し、積極
的にアピールすることが効果的です。

⑤事業採算性・損益分岐点の確認
候補となるパートナーに、想定している国内渡しの日本円価格の見積もりを提示し、
輸出先国での想定販売価格を算出してもらいます。
競合する他のお米との価格比較や輸出にかかる費用の項目なども考慮します。

採算の取れる想定価格が、算出された輸出先国での想定価格を下回っているか、競
合商品の販売価格帯に収まっているか確認します。

日本産米の輸出実行プランの流れ2
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準備段階での検討、決定内容をふまえ、試験的な輸出を通し､ 商品をアピールすると同時
に様々な課題や問題点を把握します｡
継続的な輸出を行う前のテストマーケティング的な位置づけとなります。
他の品目との組み合わせによる効果の有無などさまざまなアイデアを試験してみること
で、より効果的な販売戦略を検討しましょう。
テスト販売の結果をふまえ、芳しくなかった場合には準備段階に立ち戻って、戦略やパー
トナーなどを見直すことも重要です。

（1）契約の締結
◦ 国内輸出業者、輸入業者、展示会主催者など輸出に関係する各者と契約を交わし

ます。契約前には、関係事業者に関する信用調査を実施しておくことが必要です。
◦ 商品の数量、価格は基本として、品質、商品受渡方法（貿易手続きにかかるコスト負

担を含みます）、売れ残り商品や輸送時の欠損にかかるリスク負担などを明記します。
◦ 展示会での試験販売などで、統一的な契約内容が提示された場合も、その内容に

ついては納得がいくまで確認します。

（2）販売促進・広報の実施
◦ 試験段階における販売促進・広報は、実際の販売場所における販売促進活動が中

心となります。展示会主催者などと連携した販売促進活動を行います。
◦ 主たる活動は販売現場での試食であり、商品をアピールできるような販売促進用

の資材を提供することも必要です。

（3）テスト販売
◦ テスト販売は、自ら輸出先国に出向き、販売促進活動をしたり、消費者やバイヤー

からの意見を集約したり、他の米や日本産品の販売状況を把握したりするなどの
貴重な機会です。

◦ 実際に商品を輸出することで、貿易手続きや輸出先国の物流事情、輸送上の問題、
発注システム、商品パッケージの耐久度などに関するチェックを行うことができ
ます。

◦ アンケートを実施して、商品に対する意見を把握することは、今後の方針の検討
に有効です。

Ⅱ 試験段階
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継続的に商品を輸出していく段階です。この段階では、既にパートナーともある程度安定
した関係が構築できていると思われます。
そういった中でも、現状に甘んじることなく、不断の努力で改善を図ることが重要です。

（1）契約の締結
商品の販売戦略が確定したら､ 国内輸出業者､ 相手側輸入業者と 3 者間で契約を交
わします｡ また催事、フェア開催など、小売店・飲食店との契約が必要な場合もあ
ります。
契約に係る留意事項は以下のとおりです。

◦ 国内輸出業者、輸入業者、展示会主催者など輸出に関係する各者と契約前には、
関係事業者に関する信用調査を実施しておくことが必要です。

　また、大手小売店などから情報を入手する方法もあります。
◦ 品質、商品受渡方法（貿易手続きにかかるコスト負担を含みます）、売れ残り商品

や輸送時の欠損にかかるリスク負担なども明記します。
◦ 現場でのクレーム対応などは、1 次的に小売店が行い、輸出業者を通じて解決を

図るなど具体的に役割を決めて、迅速に対応し、良好なコミュニケーションを構
築することが重要です。

　全ての課題について、生産者が対応したり、リスクを負うものではありません。

（2）販売促進・広報の実施
 継続的に輸出を行っている段階でも、試食会の開催や販売促進用の資材の配付などの
販売場所における販売促進活動は有効です。パートナーと連携して販売促進活動を行
います。
 農林水産省でも、輸出促進ロゴマーク（おいしいマーク）や日本食材の広報パンフレッ
トなどを用意していますので、活用ください。

Ⅲ 継続段階

日本産米の輸出実行プランの流れ2

輸出促進ロゴマーク
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販売促進・広報

◦日本産品と連動させた販売促進活動
　 米だけの販売促進活動に特化せずに、海苔、味噌、

茶、寿司などの他の日本産品との販売促進活動や
料理デモンストレーションを開催することで相乗
効果が見込めます。

◦ 現地言語の販売促進用の資材は不可欠
　 販売促進活動を行うにあたっては、現地言語を使用するなど、現地の人とってわ

かりやすいものとする必要があります。
　 翻訳、印刷などは現地販売店から業者を紹介してもらえます。チラシ、店舗 DM

を制作するに際して、生産地、生産者、商品パッケージなどの写真や日本語によ
る商品の特徴の説明が必要となります。

　なお、その場合は商標を登録するなどの対応をしておく必要があります。

◦積極的な取り組みが成約に繋がる
　 競合商品より多少高い販売価格でも、現地に出向き、おいしさや高品質であるこ

とを直接消費者に広報するなどの、販売促進活動を実施することにより、小売店
から優先して契約してもらえるケースも数多くあります。

日本産米レシピ集

海外向けパンフレット「The Food of Japan」
海外向け広報映像

「Delicious NIPPON」（英語）

日本食材の広報パンフレット・映像
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販売促進資材の紹介

海外での販売促進用の資材の事例です。輸出先国の特性をふまえて効果的なツール
を制作しましょう。

POP は店頭で使用します。商品
写真はできるだけ高画質のもの
を使用し、食べ頃や食べ方、調
理法などできるだけ簡潔にわか
りやすく表現しましょう。

POP
店頭用商品広告

チラシ

DM

商品写真はできるだけ高画質の
ものを使用し、おいしさを表現
できるようにしましょう。また、
料理の作り方を紹介するなどの
工夫をしましょう。

DM は、お客様の手元に届き、じっくりと
見ていただける可能性が高いので商品の
PR をしっかりとするようにしましょう。
また、スペースに余裕がある場合は、食べ
方や調理方法を紹介するのもひとつです。

バナーはフェアなどを行う場合、売り
場を知らせるアイキャッチとなりま
す。目にとまるデザインとし、設置す
る場所にも留意しましょう。

バナーダイレクトメール
広告用の旗・たれ幕
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輸出取組での事例

予期せぬコストを負担した事例
●  船便輸送するにあたり手続きをすすめていたが、急に発注量が減ってしまい、航空便の方が結果的に安

くなった。当初より他の荷物との混載可能な船便利用を想定して、輸出業者に委託していればよかった。

●  有機栽培米の評判がよく、来年の販売計画に組み込んでいたが、輸出先国が突然「有機栽培米」の
表記ができなくなってしまったため、袋を作りなおすことになった。

積極的な取り組みが認められた事例
●  現地小売店の店頭で自ら販売促進を行った結果、通常の売上より成果が得られたため、定期的な販

売促進活動を継続することができた。

●  販売促進の結果、売上が向上したため、百貨店のバイヤーに 1 年先の販売提案をしたところ、その
百貨店で計画されている催事フェアや日本フェアへの出展要請があり、継続して販売できるきっか
けとなった。

（3）継続的販売
パートナーと定期的に連絡を取り､ 現地での課題や問題点を把握し､ それらについ
て対応を検討し､ 改善を図ります。

◦  特に米を主食としている国・地域の場合、品切れが起きてしまうと、他の米に切
り替えられる可能性が高く、気温の高い国・地域では品質の劣化が早いことから、
運送手段や保管方法などについても配慮し、安定的な供給を確保することが販売
の生命線です。

◦  売上は順調か、品切れや粗悪品の発生など問題が起きていないかなどを把握する
ことが必要です。

◦  パートナーから提言を受けた課題・問題点については、対応を検討し、改善を図っ
ていく必要があります。

◦  適宜、消費者アンケートなどを実施して購入者の満足度を把握し、分析すること
で改善のサイクルを構築していきましょう。

FOB（Free On Board）
FOB による契約では、売主（輸出者）は、貨物を積み地の輸出港で本船に積み込むまでの費用及び
リスクを負担し、それ以降の費用（運賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料など）及びリスクは買
主（輸入者）が負担することになります。

CIF（Cost, Insurance and Freight）
CIF による契約では、売主（輸出者）は、貨物を荷揚げ地の相手国の輸入港で荷揚げするまでの費用（運
賃、海上保険料など）を負担し、荷揚げ以降の費用（輸入関税、通関手数料を含む）は買主（輸入者）
の負担となります。

C&F（Cost and Freight）
C&F による契約では、CIF 契約から海上保険料を除いた契約となります。

「FOB C&F CIF」という略字は、取引条件がどうなのかを表す国際ルールです。
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