
在バンクーバー日本国総領事館 主催レセプション

■ 事業概要

平成22年度 事業報告書 カナダ（バンクーバー）

■ 実施国概況

実施国（都市） ： カナダ（バンクーバー）

日時 ： 平成22年9月13日（月） PM14:00～17:00
行事名 ： ガーデンレセプション

会場 ： 総領事公邸

主催 ： 農林水産省、在バンクーバー日本国総領事館、JETROバンクーバー事務所
出席者 ： 78名（スティーブ・トムソンBC（ブリティッシュ・コロンビア)州農業大臣、ドン・ファスト、BC州

経済開発副大臣、加連邦政府及びBC州政府関係者、卸・小売業者、食品輸入業者、
レストラン関係者、ホテル関係者、メディア、日本食・日本酒のオピニオンリーダーなど）

実施概要 ： （１） 当館公邸料理人と当地高級日本食料理店「Tojo‘s Restaurant」の料理人による「ぶりの
解体ショー」、「握り寿司・刺身」、「鮭のちゃんちゃん焼」、「ぶりの炙り焼」の調理デモンスト

レーションを実施し、伝統的な日本食を視覚的にＰＲするとともに、出来たての料理を提供す

ることで、一層の関心を惹くよう配慮した。

（２） 本事業では、伝統的な日本食である「握り寿司」、「刺身」、「あら汁」等だけでなく、「海鮮

グラタン（味噌ソース）」、「ぶりのカルパッチョ」、「抹茶ブリュレ」といった西海岸料理レストラ

ンが取り入れやすいメニューを提供した。いずれも好評で、リピーターが出る程の人気であった。

なお、これら公邸料理人による料理のレシピ（写真付）を配布することで、日本食の普及・促

進を狙った。

（３） 日本食がより手軽に身近なものとして認識されるよう、「紅鮭のちゃんちゃん焼」は、当地

産の紅鮭及び野菜等に、福岡県から提供された「合わせ味噌」、「ゆず味噌」、「ごま味噌」の

３種類の味噌を合わせた「味噌ソース」で味付けを施し提供した。

また、「ぶりの握り寿司」だけでなく、「（当地産の）紅鮭の握り寿司」も提供し、純日本産の料

理だけでなく、日・加産品をコラボした料理を提供した。

首都 ： オタワ

時差 ： -14時間
面積 ： 約997.1万平方キロメートル（世界第2位、日本の約27倍）
人口 ： 約3、161万人（2006年国勢調査）
言語 ： 英語、フランス語が公用語

宗教 ： ローマン・カトリック教（国民の約半分近く）

一人当りGDP ： 45、278加ドル（2009年）
気候 ： 広大な国土のため、気候地域はいくつかに分けることができる。太平洋沿岸は降水量が多く、

豊かな雨林が広がっている。また、カナディアン・ロッキーは寒さが厳しく、夏でも天気が崩れれば

上着は欠かせない。中部の平原地帯では寒暖の差が激しい。五大湖一帯は四季がはっきりと

分かれており、それより東では夏は涼しく、冬は比較的温暖。北極圏の極北地方は1年中寒さが
厳しい。

食文化 ： カナダ全土で多くの移民が生活している多民族国家のため食文化も多様で、季節ごと、地域ごとに

特産品がある。オンタリオ州のアイスワイン、ケベック州のメイプルシロップ等はよく知られている。

また、フランスの文化が根強い東部では、フレンチカナディアンと呼ばれる郷土料理がある。
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平成22年度 事業報告書 カナダ（バンクーバー）

実施概要 ： （４） 料理を提供するブース、各食材のＰＲブースには当館員・ローカルスタッフを配置し、商品

の説明をするとともに、参加者からの質問に対応した。なお、「ぶり」、「米」については、右を

本邦より実際に輸入している輸入業者によるＰＲを実施し、関心を持った参加者に対し、価格

等の取引条件について詳細な説明を行えた。また、「味噌」、「こんにゃく麺」、「ユズスコ」等に

ついては、福岡県の農産物輸出促進担当者及び福岡県産品輸出促進協議会の輸出プロ

モーターによるＰＲを実施した。

（５） 上記の食材の他に、「世界が認める輸出有望加工食品４０選」（平成21年度農林水産省
「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業における国内事業）に選定された「瓶ラムネ」、
「もちもちロール」のほか、「ペットボトル入り緑茶」、「だし醤油」、「ぽん酢」等を当地へ輸入し

ている日系業者のブースを設置し、試飲、試食を行った。

（６） 参加者は、提供された料理を「だし醤油」や「ぽん酢」、「ユズスコ」等のＰＲブースにて、

各自で好きな味付けを楽しんでいた。

（７） 会場内には、当地日本酒輸入業者による日本酒テイスティングを実施した。日本酒と料理

のマッチングを楽しむ客も多く、日本酒の提供は日本食の効果的なＰＲに有益であった。

（８） 農林水産省から提供を受けた「Enjoy! Japanese Food」、「JAPANESE SEAFOOD
EXPORTS」、「Delicious Nippon」の他、日本酒輸入業者から提供を受けた日本酒の造り方
等のＤＶＤを会場内で放映したところ、当地レストランのシェフらが熱心に見入っていた。

（９） 会場内に当地裏千家による茶席を設け、参加者に呈茶を楽しんでもらい、また、琴演奏家

による琴演奏により、会場内に落ち着いた「和」の雰囲気を作った。なお、呈茶には福岡県か

ら提供された八女茶の抹茶を使用した。これら日本の伝統文化紹介と併せて本事業を実施

することにより、相乗効果を狙った。

■ 提供メニュー
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スティーブ・トムソンＢＣ州農業大臣 Tojo’s Restaurantのシェフによる「紅鮭のちゃんちゃん焼」

公邸料理人による「ぶりの解体ショー」 山形県産品と同県産「つや姫」のおにぎり

裏千家による呈茶 メロン（静岡県産）、温州ミカン（和歌山県産）、梨（広島県産）の試食

会場全景（手前は福岡県産品ＰＲコーナー）

日本酒テイスティング・コーナー

■ 開催の様子
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■ 招待者の反応・評価

総合評価

（１） 「メロン」、「梨」、「温州みかん」のいずれも当地で流通している品種に比べ、はるかに甘く、果肉の食感、外観等、いずれ

も好評であった。「非常に美味しいので取り扱いたいが、どこで買えるのか」といった問い合わせが多くあり、各果物の生産

者のコンタクト先を記したビジネスカードを配布するとともに、併せて当館の連絡先を伝え、今後当地における普及・促進に

繋がるよう配慮した。

また、招待客のうち、主に「温州みかん」を扱う大手流通業者は、日本産の質の高さはよく認識しているものの、価格が合

わないので他国産を販売している。また、できればハウス栽培ものではなく露地栽培のものを扱いたいとの意見もあった。

（２） 「米」については、「こんなに美味しいお米は食べたことがない」、「日本産米を使った寿司がこれほど美味いとは知らな

かった」と好評であった。高級スーパーマーケットからサンプル依頼もあり、日本産米に対する関心の高さが伺えたが、価

格が第一ハードルになる可能性が高い。

（３） 「ぶり」は「何種類も美味しい食べ方があることに驚いた」、「ぶりは臭いものと思っていたが、これは臭みがなく美味しい」

と感心していた。

（４） 「ユズスコ」、「ゆず味噌」といった「ゆず」を使用した商品は人気があり、熱心に説明を聞き、試食をする参加者が多く、関

心の高さが伺えた。アンケートの結果においても、これらの人気は高かった。

（５） 小麦を使用しない麺類である「米粉麺」、「こんにゃく麺」を会場内で調理し、出来立てのものを提供した。当地の人々は

健康志向が高いため、味も良く、ヘルシーな点は良いと評価されたが、一方で、これら新しい麺製品の試食に抵抗を示す

参加者もおり、当地の市場開拓には、提供の仕方を工夫する等の課題が残った。
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協力企業（ブース設置）の反応

（１） 開催当日及び開催後にサンプル提供依頼等、引き合いもあり有意義だった。

（２） これまで取引のなかった異業種の関係者と面識ができ、新たな取引に結びつく可能性が見えた。継続的にこのような取

組をお願いしたい。

（３） 一般の展示会よりもターゲットが絞られており、高額な出展費用もないので効果的なＰＲができた。

（４） レストラン関係者、流通関係者以外の方から商品に対する率直かつ多様なコメントを得ることができ、今後の輸出戦略

の参考となった。

（５） このような機会だけでなく、輸出意欲のある生産者、出荷業者の情報を総領事館からも提供していただきたい。

今後の輸出拡大の見通しについて

（１） 高級スーパーマーケットの担当者等の参加があったこと、また、品目へ対する評価が軒並み高かったことは評価に値す

る。本事業が単なる日本食・日本食材の紹介で終わらないよう当館では引き続き輸出促進に向けたフォローアップをしてい

く所存であり、サンプル・資料等の提供依頼があれば対応できるよう情報発信して参りたい。

（２） 当地では消費者のオーガニック食品に対する関心が高いことから、オーガニック食品の輸出促進への取り組みと同時に、

加における日本産農水産物・食品のオーガニック基準の認証取得への取組が重要である。

（３） 今回の品目のうち、「梨」の輸入は、カナダ食品検査庁（ＣＦＩＡ）からの輸入許可書の事前取得が義務づけられている。手

続きは煩雑ではないものの、経費と時間がかかるため、輸出促進に繋げるためにも、日加政府間の検疫当局の調整が必

要である。

（４） 2011年１月、羽田空港とバンクーバー国際空港を結ぶエア・カナダ便が就航する。羽田は多くの地方空港からの定期便
があることから、これまで地理的に輸出が困難であった地方の農林水産物にとって、北米地域への輸出が容易になるもの

と推察される。
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アンケート結果より

Q. 各食材に対する味の評価
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品質を重視するという意見が最も多く、次

いで価格、安全性、生産国と続き、ブランド

にはあまりこだわっていないことがわかる。

ブランドよりも品質を重視する傾向が顕

著であるが、価格も次の要素となっている

ので、高品質でも価格に納得できる商品が

求められているといえよう。

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
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※醤油以下は品目を選択しての回答のため、少数回答となっている。



アンケート回収枚数 56枚
松坂牛、神戸牛、和牛、いちご、味噌汁、ウィスキー、

豆腐、かまぼこ、さくらんぼ、焼酎、麺類、新鮮な野菜、

ラーメン、わかめ、しいたけ、ビール、和菓子、

梅・しそ製品、大根、大葉、みょうが、そば、桃、

ふりかけ、漬物、

Q. 試食した食材以外で食べてみたい日本食品

男性 32名
女性 19名
無記入 5名

政府及び関係機関関係者 7名
食品関係業者 23名
メディア関係者 5名
その他 13名
無記入 8名

20～29歳 7名
30～39歳 16名
40～49歳 9名
50～59歳 11名
60～69歳 7名
70歳以上 1名
無記入 5名
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■ 総領事館所感

（１） 本事業を通じ、我が国の農水産物が安心・安全・高品質であることをPRでき、我が国政府が農林水産物の輸出促進に取

り組んでいることへの理解を得られたと思われる。トムソン・BC州農業大臣を案内し、様々な日本食・日本食材の試食・試

飲をして頂いたところ、いずれも好感触であった。なお、開会式における同大臣よりのスピーチにおいて、日本政府同様に、

ＢＣ州政府も農産物の輸出促進に取り組んでいる。１０月には訪日してＢＣ州産の農産物を売り込むことにしている。今後も

日・ＢＣ州のパートナーシップを大事にしたい旨の発言があった。

（２） 送付された品目（商品）をよく理解している地方自治体関係者及びプロモーターの応援は大変心強く、今後も積極的に活

用すべきである。

（３） ホテル関係者、レストラン関係者、卸・小売業者等を幅広く招待したが、参加者がどの品目に高い関心を持っているのか

を見極めるのは招待客選定の段階では困難であり、ある程度の品目数の増加を提案したい。いくつかの品目のコラボレー

ションとして料理を提供することにより、決して総花的になることはないと思われる。

（４） 本事業において、日本食材の高品質な点をＰＲでき、大変有意義なイベントであった。今後も、日本産農水産物の輸出促

進だけでなく、当地日系企業支援の観点からも継続的に当館で本事業を開催して参りたい。

■ メディア反応

本事業の翌日、中国系インターネット新聞の２社が大きく取り上げており、当地の中国人コミュニティにおいて日本食・日本食

材に関心が高いことが伺えた。概要は以下のとおり。

（１）Min Pao紙

昨日、日本国総領事公邸でフードフェアが開催された。総領事は、バンクーバーには日本食レストランが数多くあり、日本産

のフルーツ、日本酒、香辛料、日本料理の食材を売り込める大きな成長市場であると述べた。

会場では、幸運を呼ぶと言われる「ぶり」の調理デモンストレーションがあり、料理人は、すべての部位を使う調理法で様々な

料理を提供した。また、トムソンＢＣ州農業大臣は、日本はＢＣ州産サーモンの主要な輸入国の一つであると述べ、アルバータ

州農業大臣とともに、日加間貿易の促進のために訪日すると述べた。

（２）World Journal紙

13日、日本国総領事公邸で開催された食文化フェスティバルで、招待客は、公邸料理人手作りの日本料理に舌鼓を打った。

紅鮭のちゃんちゃん焼、山形県産米のおにぎり、フレンチを取り入れたＢＣ州産のホタテ、エビを使った海鮮グラタン味噌ソース

は、特に招待者に人気であった。本イベントは、日本産の海産物、フルーツ、米、伝統的な調味料、飲料、電子レンジで調理で

きる食品等のＰＲが狙いであった。

伊藤総領事はこのイベントを通じ、当地の方々に日本食をもっとよく知ってもらいたいと述べた。なお、会場では、公邸料理人

の工藤氏による調理デモンストレーションがあり、同氏は３分で「ぶり」を解体した。その他、日本産の梨、温州ミカン、メロン、緑

茶、米、梅酒等が提供された。

山形県産米は高品質であるが、カリフォルニア米よりも価格が高い。この高級米の購入はレストランに限られるようだ。
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■ メディア反応

[新聞記事]

・9月23日（火）付け バンクーバー新報に掲載。

[ウェブニュース]

・10月4日（月）付け ウェブサイト「e-nilkka.ca」に掲載。


