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■ 事業概要

平成22年度 事業報告書 アメリカ合衆国（インディアナポリス）

■ 実施国概況

首都 ： ワシントンD.C.

時差 ： -14時間

面積 ： 371.8万平方マイル（962.8万平方キロメートル、50州・日本の約25倍）

人口 ： 約3億914万人（2010年4月 米国国勢局推定）

言語 ： 主として英語

宗教 ： 主にキリスト教 （信教の自由を憲法で保障）

一人当たりGDP ： 46,200ドル（名目 2009年）

気候 ： 広大な国土のため熱帯から亜寒帯まで様々。西部の海岸地帯は海洋性気候で冬と夏の温度差が少

なく、特にカリフォルニア州の太平洋に近いエリアは温暖な気候。

内陸部では大陸性気候となり寒暖の差が激しい。また、大西洋から五大湖周辺に広がる地域の

冬は一般的に厳しい。

食文化 ： 小麦、大豆、とうもろこしの生産が世界一で、これらが家畜用の飼料となって牛や豚の大規模生産が

行われていることを背景に、牛肉やとうもろこし、豆、果物、乳製品などの豊富な食材を使ったダイナ

ミックな料理が多い。移民が多く、多民族国家であるため、都市部では世界各国の料理やそれらをア

レンジした様々な料理が楽しめる。また、ハンバーガーやホットドッグを中心とするファーストフードが

発展したが、近年は健康への影響を考え、ベジタリアンやオーガニック（有機食品）への関心が高まっ

ており、それに伴い、健康的イメージの強い日本食の人気も高まっている。

実施国（都市） ： アメリカ合衆国（インディアナポリス）

日時 ： 平成22年8月8日（日）～9日（月）
行事名 ： インディアナ・ステートフェア関連事業（The Delectable Bridges to Japan）
会場 ： インディアナ州インディアナポリス／インディアナ・ステートフェア・日本パビリオン内

主催 ： 農林水産省、在シカゴ日本国総領事館、ジェトロ・シカゴ、インディアナ日米協会

出席者 ： 約３００名（現地米系レストランの経営者、シェフ、料理学校の講師、州政府関係者等の招待客、

その他一般参加者など）

実施概要 ： 開催地となったインディアナポリスは、地域の拠点都市であるだけでなく日系企業のプレゼンス

が大きく、日本食・食材への潜在的な需要は高い一方で、その普及度はシカゴと比較しても一定

程度に留まっている。今般、同地域における極めて集客効果の高いイベントであるインディアナ

・ステートフェアにおいて初の取組として日本パビリオンが設置された機会をとらえ、他の日本

関連イベントと併せて日本産食材・商品を露出させ、効果的な普及を図ることを目的として実施

した。内容としては、フェアの規制等により会場での調理・冷蔵が困難となったため、現場での

対応を軽減しつつ視覚的にも訴求しやすい飲料、お菓子類を中心とした。具体的には、特定重

点品目、重点個別品目である緑茶、米菓、清涼飲料、蒲鉾に当地業者から有望との声のある

和菓子類、ゆずを組み合わせた以下の取組を実施した。特に、日本での手配が困難な食材・

商品について、現地の日系卸業者各社が取り扱っている食材・商品を現地で入手可能なものと

して紹介することで、イベント後の取引拡大につながるよう工夫した。

（１） 8月8日（日）： 緑茶、みかんジュース、ラムネ、和菓子（桜餅、みたらしだんご、草餅）、
米菓（せんべい、おかき、揚げおかき）の解説、試飲・試食を実施

（２） 8月9日（月）： 当館公邸料理人である伊東誠氏より、抹茶を用いたどら焼き、みかんジュースを
用いた寒天のデザート、ゆずを用いたソースを合わせた蒲鉾の調理を実演し、抹茶、寒天、ゆずなど

の特徴、小豆餡の作成過程を紹介するデモンストレーションを実施



■ 商品POP

■ 提供メニュー

沖縄県沖縄海塩研究所海塩
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和歌山県

静岡県

三重県

愛知県

生産地

井村屋製菓ゆであずき

西本貿易ゆず調味料

YAMASHO, INC.みたらし団子

YAMASHO, INC.さくら餅

メニュー 品目 食材提供者

抹茶どら焼き
抹茶 AIYA America, Inc.

水出し緑茶 緑茶 本目浅吉商店

ジュース
100%Pureみかんジュース 伊藤農園

ラムネ 西本貿易

かまぼこ YAMASHO, INC.

寒天デザート 寒天 YAMASHO, INC.

和菓子

笹団子 YAMASHO, INC.

米菓

二度揚げ餅 Daiei Trading-Chicago-Co., Inc.

うまい煎餅 Daiei Trading-Chicago-Co., Inc.

豆一番 Daiei Trading-Chicago-Co., Inc.
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■ 商品POP
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■ 開催の様子

試食・アンケートの様子 （8月8日）

会場の様子 （8月8・9日）
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料理デモンストレーションの様子 （8月9日）
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■ 招待者の反応・評価

一部に苦すぎるとの評価もあったが、総じて好評で

あり、紅茶と比較しても香り、味が強くおいしいとの

評価が多く聞かれた。以下は聞かれた意見。

・これまでに試したことがあるリプトン社等のグリーン

ティーとは全く異なり、香り、味が強くすばらしい

・通常の甘い紅茶よりおいしい

・非常においしい。是非購入したい

・米国で普通に飲まれている紅茶よりおいしい。

伝統的な味

・少しコーヒーを思わせる

・熱いお茶の方が好み

・少し苦すぎるので、甘い方がよい

・苦すぎて好きになれない

総合評価

アンケート結果より

Q. 各食材がアメリカで受入れられると思うか

（１） レストラン関係者などの招待客を優先的に入場させ、重点的に解説・意見聴取を行った。他方、日本パビリオンの集客力

を活かし、１人当たり試飲・試食の量を抑えることで多数の一般来場者にも効果的にPR、意見聴取を行った。両日とも、会
場のキャパシティを超える参加希望者があり、説明・意見聴取の時間を確保するため何度も入場制限を行う必要があった

ほど盛況であった。

（２） 参加者からは、普段接することの少ない日本産食材・商品に触れる貴重な機会となり非常に有意義だった等の好意的な

意見がほとんどであった。特に、アンケートの実施・回収方法を工夫したことで２６３の結果を得ており、そのうちイベント全

体の評価については、Very Informative（大変有益）とInformative（有益）を合計した割合が約９５％と高い評価を得た。
また、アンケートとは別に各食材・商品と米国製品との比較など定性的な意見を多数聴取した。

在シカゴ日本国総領事館 主催レセプション

緑　茶

大変受入れられる

18%

受入れられる

17%

普通

27%

あまり受入れられない

18%

受入れられない

20%

大変受入れられる

受入れられる

普通

あまり受入れられない

受入れられない

みかんジュース

大変受入れられる

29%

受入れられる

18%普通

11%

あまり受入れられない

17%

受入れられない

25%

大変受入れられる

受入れられる

普通

あまり受入れられない

受入れられない

米国のオレンジジュースと比較して甘すぎず、口当

たりがなめらかでよいとの声が多く、総じて好評で

あった。以下は聞かれた意見。

・米国のオレンジジュースと比較し甘すぎないのが

非常によい

・パルプ感が少なくなめらかで非常によい

・米国のオレンジジュースと比較し、自然で絞りたて

という感覚がある

・非常においしい。マンダリン・オレンジジュースに

似ている

・軽くてデリケートな味で大変おいしい

・米国のオレンジジュースと比較し、よい意味で薄く

マイルドで酸味が強すぎないのがよい

・米国のオレンジジュースより味がよく、後味もよい

・悪くないが、自分はオレンジジュースの方が好み
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アンケート結果より

Q. 各食材がアメリカで受入れられると思うか

和菓子

大変受入れられる

18%

受入れられる

21%

普通

19%

あまり受入れられない

21%

受入れられない

21%

大変受入れられる

受入れられる

普通

あまり受入れられない

受入れられない

米　菓

大変受入れられる

22%

受入れられる

22%

普通

18%

あまり受入れられない

22%

受入れられない

16%

大変受入れられる

受入れられる

普通

あまり受入れられない

受入れられない

小豆餡への抵抗は事前に予想されたより少なく、こ

れまで餅を食べたことがある人には高い評価を得た

が、初めて食べる人は噛めない、ベタつくなど食感へ

の抵抗感を示す声が多く聞かれた。

以下は聞かれた意見。

・（桜餅）香りがよくとてもおいしい ・（笹団子）香りがお茶のようでもあり、非常によい

・（桜餅）餡もなめらかでred beanからでできているとは思えない ・（笹団子）自然な味が評価できる

・（桜餅）餅よりべた付かずよい ・（笹団子）甘すぎず香りもよい

・（桜餅）これまで体験したことのないフレーバーで非常によい ・（笹団子）香りはよいが、味があまり感じられない

・（桜餅）桜の葉が食べられることが驚き ・（笹団子）食感がゴムのようだ

・（桜餅）初めて食べる食感。不思議な感じがして抵抗感がある ・（笹団子）味はよいが食感が嫌い。自分には向いていない

・（桜餅）食感がネチャネチャして好きになれない ・（みたらし団子）しょうゆの味が感じられず、味がない

・（桜餅）餡が甘すぎる ・（みたらし団子）しょうゆが甘いのは変な感じがする

・（みたらし団子）味は好きだが、噛みにくく食感が好きになれない

米国のスナック類と比較して、食感やより自然な味を

評価する声が多く、概ね好意的に受け入れられた。

以下は聞かれた意見。

・（豆煎餅）さくさくした食感と、豆をローストした香ばし

い味が好ましい。豆が入っているという特徴も面白い

・（豆煎餅）豆自体が好きなので、組み合わせがよい

・（揚げ餅）甘めの味付けが好ましい

・（揚げ餅）他の煎餅より柔らかく食べやすい

・（揚げ餅）揚げてあるのでヘルシーな感じがしない

・（堅焼き煎餅）食感がよい。味つけもシンプルでよい

・（堅焼き煎餅）米国のスナック類と比較して自然な感じ

がしてよい

・（堅焼き煎餅）歯ごたえがありすぎる
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アンケート回収枚数 263枚

【レストラン】

サクラ、ミカド、カブト、フジヤマ、サッポロ、ワサビ等

【スーパーマーケット】

サクラマート、アジアンマーケット等

Q. 日本食材・日本食を購入または食する場所

寿司、刺身、天ぷら、おにぎり、お好み焼き、うなぎ、
うどん、たこ、いか

Q. 試食した食材以外で食べてみたい日本食品

男性 101名
女性 144名
無記入 18名

政府及び関係機関関係者 18名
食品関係業者 22名
メディア関係者 6名
その他 119名
無記入 98名

20歳未満 42名
20～29歳 48名
30～39歳 46名
40～49歳 62名
50～59歳 39名
60～69歳 18名
70歳以上 2名
無記入 6名
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■ 実施結果

（１） 伊東公邸料理人によるデモンストレーションについて、フェア会場にもかかわらず熱心にメモを取る姿が多く

見られ、食材の特性などの質問が相次ぐなど参加者の関心の高さが伺われた。また、複数の現地の食関連雑

誌からの要望によりデモンストレーション後に同氏へのインタビューも行われた。

（２） 本事業の実施に当たっては、ジェトロ・シカゴとの共催により資材作成等を効率的に分担した他、インディア

ナ・レストラン協会と連携し、同協会の会員レストランに案内を発出するなど日米双方の機関との連携により実

施した。また、会場となった日本パビリオンでは、日本庭園や和室が再現されており、日本の伝統文化（お茶会、

飴細工、伝統工芸等）、先端技術（各種ロボットのデモ、高速鉄道の展示等）等が行われ、これらと一体的に情

報発信したことで、日本食イベントのみでは訴求できない来場者にも効果的に露出させることができ、高い相

乗効果が得られた。

価格を重視するという意見が最も多く、次いで品質、

賞味期限、安全性と続き、パッケージやブランドには

あまりこだわっていないことがわかる。

見た目よりも質を重視する傾向が顕著ではあるが、

価格が一番の要素であることから、高品質でありつつ

リーズナブルな価格で提供できるかが大きな鍵となる

であろう。

Q．食材を購入する際に重視する順位

食材購入時に重視すること

0 50 100 150 200 250

価格

パッケージ

生産国

ブランド

賞味期限

容量

品質

安全性
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■ 総領事館所感

（１）事業の達成度

ア 開催地となったインディアナ州は、トヨタ、ホンダ、スバルをはじめとする日系企業が多数集積する重要州であ

る。本事業は、同州最大のイベントであるインディアナ・ステートフェアにおいて、本年より一つの国をテーマに展

示が行われることになり、ミッチ・ダニエルズ州知事により日本が最初の国に選ばれ、同知事から当館に協力依

頼があったことに端を発している。本事業は、当館の取組の中でも主要な役割を担っており、同知事をはじめ州

政府、日米協会等から協力に感謝する声が寄せられるなど日本産食品・食材の輸出促進のみならず、日本とイ

ンディアナ州の関係強化にも資するところが大きかった。

イ 日本産食材・商品の輸出促進の観点からは、インディアナ・レストラン協会等を通じ、これまで接点のなかった

現地レストラン関係者等へのアウトリーチを広げることができた。

また、フェアの集客力を活かし会場のキャパシティを超える多数の来場者に対して効果的にPRしただけでなく、

そのほとんどから個別の感想・評価を得ることができ、その結果、高い評価を得ることができたことは意義深い。

さらに、現地日系卸業者各社が取り扱う食材・商品と連絡先を紹介し反響を得たことで、これらの事業者の取

組支援につながったものと思料する。

（２）気づきの点

ア 当日は、一般来場者のみならずレストラン関係者でも初めて体験する味・食感との声も多く、まだまだスシ以

外の日本食・食材についての認知度を上げる必要性を再認識した。

他方で、来場者の反応はよく、品目を選び、現地需者との取引関係が構築できれば、認知度が低いだけに今

後の拡大余地も大きいと感じた。

緑茶だけでなく、みかんジュースも現地高級スーパーでのオレンジジュース価格を考慮すれば競合できる余地

はあり、ラムネも既にシカゴで一部の米系スーパー等でも流通していることからも拡大の余地は十分にある。

また、寒天も健康志向の強い米国に訴求できる可能性がある。

イ このようなことからも、今後、日本産食品・食材の輸出を更に拡大していくためには、ニューヨーク、ロサンゼル

スといった既に日本食が一定程度浸透している先進地域において一層の普及を図ることも重要であるが、今回

のインディアナポリスのように先進地域には及ばないが、地域の拠点都市で高級スーパーなど一定のインフラ

を備え、かつ日本のプレゼンスが高く日本産食材の供給が可能な地域において、先進地域をキャッチアップする

取組を行うことも開拓の余地が大きいという点で有効ではないかと考える。

ウ また、普及対象とする食材・商品については、現地で入手できない特別なものを日本から取り寄せ紹介するこ

とも高級食材の需要開拓に有効と考えるが、通常、米系の業者が中小企業の多い日本の食品製造業者に直接

コンタクトし、継続的な取引関係を維持するのは商習慣上も難しい部分がある。

このため、まずは現地の日系卸売業者等が取り扱っている現地で入手可能な日本産食材・商品を紹介するこ

とで、事業者の取組を支援するだけでなく、地の実需者から見ても取引が容易になりイベント後の需要拡大・継

続的な取引の構築につながりやすく、さらには輸送費が削減できるため事業コスト圧縮の観点からも有効では

ないかと感じた。

エ いずれにしても、日本食・食材普及の取組は継続的に実施していくことが肝要であることから、当館としても

フォローに努める所存である。
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