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3 １．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

B  to  C 

日本産食品の輸出拡大 

B  to  B 

＜本事業の目的＞ 

「輸出に取り組む農林漁業者や食品事業者等が、今後輸出が期待される品目について明確
な目標を設定し、海外市場開拓調査や海外バイヤーの招聘等の活動を行ない、地域・地方
の産品の輸出拡大に向けた取組みを支援するとともに、品目別に国内の主な輸出産地、食
品事業者等を取りまとめる団体がジャパン・ブランドの確立のために行う取組み及び品目
別の通年又は長期安定供給体制の確立を支援」 

＜本事業の概要＞ 

海外の地域で、一般消費者に対して日本食及び加工食品が受け入れられているかを 

調査・分析し、ＰＲを行う。 

調査・分析で得られた知見を、国内の企業にフィードバックして、個々の商品を 

カスタマイズする。 

現地のバイヤーや日本料理店へのセミナーをすることによって、日本食及び 

加工食品の普及を行う。 

日本食及び日本食文化の啓蒙 

＋ 
■ 海外市場における 
  マーケティング活動 
 
■ ジャパン・ブランドPR 

■ ジャパン・ブランド調整   
  活動 
 
■ セミナー事業 

ジャパン・ブランドの確立 

（１）目的 
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イ.海外市場におけるマーケティング活動 

ア.ジャパン・ブランド調整活動 

本事業に基づく日本アクセスの活動計画と、実際の取り組みの模様を国内食品メーカー含め 
広く告知することを目的として開設。 

日本アクセスと取引のある食品メーカー各社に対し、「輸出に取り組む事業者向け対策事業」 
（以下「本事業」）の紹介、および本事業に基づく日本アクセスの活動計画についての説明を 
行い、参加を呼びかけた。 

実施日時：2014年2月6日 13：00～14：00 

会場：日本アクセス本社３階 プレゼンテーションルームF 
   （東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー） 

参加：本プロジェクトに参加する加工食品メーカー 10社中7社 

中国国内に75店舗のネットワークを持つ大型スーパーマーケットチェーンであるＭ社 
とリレーションを築き、バイヤーと一般消費者に対し、効果的に施策を推進した。 

ＵＲＬ：http://www.nippon-access.co.jp/japanbrand/index.html 

《事業説明会》 

《公式ＨＰ「日本の食を広げるプロジェクト」》 

日本アクセスの現地子会社である上海中金を通じ、Ｍ社のバイヤーに対し、中国食品市場に 
おける調味料・加工品の売れ筋や消費者動向/食トレンドなどをヒアリング。 

《流通業者ヒアリング》 

実施期間：2014年2月6日～13日 商談会にて随時ヒアリング 

対象者：現地バイヤー 

サンプル数：5名 

Ｍ社の店舗内の催事コーナーにて、デモンストレーター（マネキン）による日本食メニューの 
調理実演と試食を実施。「簡単に作れておいしい日本食料理」をその場で体感機会を提供。 
さらに、日本の調味料を使用した日本料理レシピブックの配布と、試食者を対象としたアンケート 
調査を実施。 

《デモンストレーターによる店頭試食イベント＆アンケート調査「日式料理節」》 

実施日時：2014年2月21日～23日 2月28日～3月2日 いずれも10：30～20：00 

会場：Ｍ社店舗内催事スペース 上海/重慶/成都（2/21～23） 北京/広州/武漢（2/28～3/2）  

アンケート取得サンプル数：360ss（各店舗60SS） 

１．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

＜施策の概要＞ 



エ.セミナー事業 

《日本食体験セミナー「「日式料理体验讲座」》 

本プロジェクトの対象となる（Ｍ社で売場に並ぶ）日本食品のPRおよび、日本食メニューの 
調理実演と試食を実施。調理の簡単さとおいしさを実感していただく。 
プレゼンテーションと調理は中国ABCクッキングスタジオの講師が担当。 

実施日時：2014年2月20日 14：45～16：45 

会場： Ｍ社（上海） テストキッチン 

参加：Ｍ社のバイヤー、メディアの記者 32名 
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ウ.ジャパン・ブランドＰＲ 

中国国内のＭ社各店舗にて、流通チラシとレシピブックを配布。チラシとレシピブックには 
「輸出促進ロゴマーク」を掲載。 

実施期間：2014年2月21日～3月2日  

会場：Ｍ社 中国国内72店舗 

チラシ配布数：150万部 レシピブック配布数：6万部（店頭試食イベントでの配布分を含む） 

１．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 



農林水産省 

食料産業局 輸出促進グループ 

Ｍ社間調整 

上海中鑫営銷有限公司 

産地間調整 
(加工食品メーカー間調整) 

株式会社日本アクセス 
 
事業統括部 
事業戦略推進課 

        
 

商品統括本部 
国際貿易部 

   

経理(会計担当) 

株式会社日本アクセス 
財務経理部  
 
 

Ｍ社 

Ｍ社 中国75店舗 
取引実績 約1万メーカー 
輸出実績    約200社 

国内加工食品メーカー 

商品統括本部 
 
国際貿易部 
 輸出入課 
  
事業統括部 
 事業戦略推進課 
  
 
  

事務局 

株式会社 日本アクセス 

現地プロモート（パンフ作成・マーケティング調査） 

電通テック北京広告有限公司 
 

株式会社電通 
 

第16営業局  
第3CRP局    

ソーシャル・ソリューション局 
             

デモンストレーション・PR業務/マーケティング調査・分析 

6 １．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

（２）運営体制 



7 １．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

（３）特定品目の選定及びその理由 

本年9月より、第1回目として下記の特定品目の輸出が開始されている。 
第2回目として、来年1月からの輸出を目指して下記の品目の輸出促進を行うとともに、 
下記以外の特定品目を輸出する予定。現在の品目には影響がないが、中国には自社ルート
でコールドチェーンを行なっており、今後多種多様な加工食品の輸出も可能。 
 
本年9月の1回目は、2790ケース約1000万円を輸出、2回目は1040ケース約800万円を中国へ
輸出した。 

胡麻 
製品 

乾麺 

ソース カレー スパイス 

スープ 味噌 マヨネーズ 

調味料類 

レトルト食品、植物性油脂、めん類、健康食品、牛乳・乳製品、アルコール飲料、 
その他 

胡麻油 

いりごま 



8 １．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

（４）対象国・地域 

対象国は中国全域。 
Ｍ社 中国64店舗で輸出を展開。 
言葉や生活習慣の違いを踏まえ、
重点マーケティング活動は地区別
に実施。 
沿岸部・内陸部の中心都市６都市
での展開を想定。 

沿岸部 内陸部 

北 北京 ハルピン 

南 上海・広州 重慶・成都 

・ 北京    No.35 Dayangfang Road, Chaoyang District 100023 Beijing 
・ 上海    1425, Zhenbei Road, Putuo District 116011 Shanghai 
・ 広州    No.351, Huangpo Dadao Zhong 510655 Guangzhou 
・ 成都    1 Quinjiang Zhong Road 610073  Chengdu 
・ ハルピン  1 Zhigong Street, Daoll District 150070 Harbin 
・ 重慶    101 Baihe Road 400060 Chongqin 

中国各地の味覚の違い 
 
東北エリア：粉食文化圏。味付けは濃く、煮込み料理などが多い。 
      日系スーパーマーケットの進出はまだ少ない状況。 
華北エリア：粉食文化圏。狗不理包子は有名。港町であるため海鮮料理も多い。 
      ここ数年の発展は目覚ましく、ファーストフード店などの進出が多い。 
西南エリア：唐辛子、山椒をベースとしたしびれる辛味の味付けが主流。 

   日系、外資、地元のスーパーマーケットまで流通が充実。 
      ファーストフード店も多く進出している。 
華東エリア：上海からも近い。米食文化圏。全体的にあっさりとした、 

   やや甘めの味付けが多い。日系、外資系のスーパーマーケット、 
      ファーストフード店などがかなり充実している。 
華中エリア：長江中流あたりに位置し、南北料理の味がそろう。 

   味付けは唐辛子で辛く味付けした料理が多い。 
      また、点心の種類が豊富。欧米外資系流通の出店が多い。 
西北エリア：陝西省の省都。粉食文化圏。味が多様で酸味、辛味、香りなどが突出した 
      料理が多い。また餃子も有名。イスラム的要素の料理も多い。 

   味付けは辛い。日系の流通が弱い地域である。 

＊農水省様資料 「平成24年度東アジア食品産業海外展開支援事業」調査報告書より 



9 １．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

（５）対象国・地域の選定理由 

①農林水産物の重要な輸出先である。 

③Ｍ社と取引の始まった日本アクセスのルートを使い、ジャパン・ブランドの 
  認知が図れる。 

②重要な輸出先であるにも関わらず、日本食材の品質イメージはあまり良くなく、 
 特に日本食を特徴付けるコンテンツである調味料について、認知と経験の差が大きい 
 ＝チャンスロスしている など、輸出促進に向けた対策が必要とされる国である。  

[2020年国別輸出額イメージ] [加工食品の国別輸出額の推移] 

＊農水省様資料 「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」より 

[日本食材イメージ] 

[日本食材「調味料」認知・経験] 

＊電通自主調査 2013.3実施／16か国17エリア／20～50代男女 計3686ss（各エリア200ss程度） 

（％
） 

《北京》 
（％） 

《上海》 

（％） 



10 １．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

（５）対象国・地域の選定理由 

④中国内陸部でも食の先進国化が進んでいる。 

内陸部には今後の有望都市が育ってきている 
  

   

 

ポスト三大都市の中でも常住人口1000万人を超える準一級都市の成都（西南）、蘇州 
（華東）、天津市（華北）。 
この３地域の味覚と食文化は異なるが、これは日系加工食品企業進出の阻害要因にはなら
ない。  
次のターゲットは、武漢、瀋陽といった2級レベルの都市。 

＊農水省様資料 「平成24年度東アジア食品産業海外展開支援事業」調査報告書より 

 
 
   
 
内陸都市の「食の先進国化」はまさに進行中である  
牽引要素は 
  （１）外食産業の内陸部での出店店舗数の増加と種類の増加 
  （２）ハイパー・大型スーパーの出店数の増加 

  （３）世帯所得の増加 
  （４）モータリゼーションの進化 
 
消費者側でこれを牽引する有望セグメントは、 
  （１）高所得者層（世帯月収10,000～15,000元以上） 
  （２）高所得者 世帯の子持ちの主婦 
  （３）若者層（25～34歳）。 

内陸部の食の先進国化の進行度と牽引要素 

＊農水省様資料 「平成24年度東アジア食品産業海外展開支援事業」調査報告書より 

内陸部の食の先進国化が進んでくると、中華料理だけではなく、 
いろいろな料理を食べたり作ったりするようになる。 

その動きになると、加工食品や複合調味料などが売れてくることから、 
中国の内陸部は今後の販売に希望が持てる。 



２．事業実施内容 



12 ２．事業実施内容 ア．ジャパン・ブランド調整活動 

（１）事業説明会 

企業名 所属 

食品 Ｉ社 東京中央支店 

食品 Ｋ社 東京支店 

食品 Ｋ社 国際事業本部輸出販売部 

食品 Ｔ社 販売部 東京営業所 

食品 Ｄ社 海外営業部 

食品 Ｈ社 
国際事業本部 
国際事業開発部 

食品 Ｈ社 
西日本営業部 大阪支店 
業務用販売第三グループ 

商品統括本部国際貿易部 輸出入課 

事業統括部 事業戦略推進課 

・日時：2014年2月6日（木）13：00～14：00 

・場所：日本アクセス本社３階 プレゼンテーションルームF 

   東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 

・資料：案内文書、運営マニュアル、チラシデータ、専用ホームページ案 

・内容： 

 ①日本アクセスよりプロジェクト協力の御礼と実施経緯の説明 

 ②取り組みの流れについての説明 

 ③プロジェクト概要の紹介 

  -公募実施の経緯 

  -交付決定までの流れの説明 

 ④取組内容についての説明 

  -運営マニュアルを用いて、セミナー、マネキンの実施内容の説明 

  -チラシデータの説明 

  -ホームページ案の説明 

 ⑤質疑応答 

・参加メンバー：日本アクセス 

【実施の模様】 

・参加企業 



13 ２．事業実施内容 ア．ジャパン・ブランド調整活動 

（２）公式ＨＰ「日本の食を広げるプロジェクト」 



14 ２．事業実施内容 ア．ジャパン・ブランド調整活動 

（２）公式ＨＰ「日本の食を広げるプロジェクト」 

【イベント報告ページ】 



15 ２．事業実施内容 イ．海外市場におけるマーケティング活動 

（１）流通業者ヒアリング 

実施期間：2014年2月6日～13日 商談会にて随時ヒアリング 

対象者：現地バイヤー 

サンプル数：5名 

《対象者Ａ》 
Q.最近の中国の消費傾向について 

「韓国料理が流行っている」 
「（最近の消費者は）家で食べることが多い」 
「日本のスナック菓子の売れ行きが良い」 
Q.中国消費者の「日本食」に対する意識・態度について 

「（日本料理や日本産の食材は）人気がある。扱いが簡単で、おいしいという印象」 
Q.日本産の食材、特に加工食品を購入する客層について 

「業者では日本料理店の人、一般では家庭の主婦がよく買いに来る。 
 日本料理店の人は焼き肉のたれ、主婦は刺身を買う」 
「韓国味噌が競合商品としてあるが、日本の味噌の方が良い」 
「日本産食材は安心・安全であることがいい」 
Q.日本食のPRやイベントにおけるポイントについて 

「品質保証期限（賞味期限）が重要。製造プロセスと原材料の紹介をした方が良い」 

Q.最近の中国の消費傾向について 

「最近流行っている食材はサーモン、マグロ、ホッキ貝」 
「家で食事をするシーンが増えている」 
「オーストラリアやニュージーランドの牛肉や羊肉が売れ行きが良い」 
「（商品の販売に季節性は）ある。アイスクリームなどの商品は夏の方がよく売れる」 
Q.中国消費者の「日本食」に対する意識・態度について 

「（日本料理や日本産の食材は）人気がある。新鮮でヘルシー」 
Q.日本産の食材、特に加工食品を購入する客層について 

「業者では日本料理店の人、一般ではハイエンド、ミドルエンドの客層。 
 日本料理店の人はうどん、ラーメン、一般客は刺身やてんぷら粉を買う」 
「日本産食材は丁寧につくられていると思う」 
Q.日本食のPRやイベントにおけるポイントについて 

「新鮮で、有効期限の比較的よい食材をセレクトすべきである」 
「加工および原材料の特別な点をアピールする。身体にどのようなメリットがあるか 
 というのがもっとも重要」 

《対象者B》 

Q.最近の中国の消費傾向について 

「最近流行っているのは韓国料理。キムチが人気」 
「家で食事をすることが増えている。あるいは、きちんとした料理店を選択している」 
「日本の調味料や、スナック菓子の売れ行きが良い」 
Q.中国消費者の「日本食」に対する意識・態度について 

「（日本料理や日本産の食材は）人気がある。一般家庭でも焼き魚などの日本料理を作る」 
「（日本料理や日本産の食材は）比較的ヘルシーで、扱いやすいのがいい」 
Q.日本産の食材、特に加工食品を購入する客層について 

「企業・事業体や外資会社の人が買いに来る。販売状況は良い方。焼き肉のたれ、洋菓子、 
 茶葉の売れ行きが比較的良い。一般では家庭の主婦や会社勤めのホワイトカラーが多い。 
 つけだれ類を買っていく」 
「（日本産は）食品が比較的安全で、技術がより成熟している」 
Q.日本食のPRやイベントにおけるポイントについて 

「調味料の使い方を紹介したVTR。お手軽料理の紹介（を行った方が良い）」 

《対象者C》 
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（１）流通業者ヒアリング 

対象者D 

Q.最近の中国の消費傾向について 

「和食、洋食、安心・安全な食材（が流行っている）」 
「家で食事をするシーンが増えている」 
「店で売れ行きがいいのは、オーストラリア産の牛肉」 
Q.中国消費者の「日本食」に対する意識・態度について 

「（日本料理や日本産の食材は）人気がある。おいしくて、作りやすい」 
Q.日本産の食材、特に加工食品を購入する客層について 

「業者では日本料理店の人、一般ではホワイトカラー。 
 日本料理店の人はうどんなどを、ホワイトカラーは刺身を買っていく」 
「日本産食材は衛生面で信頼できる。きちんと作られている」 
Q.日本食のPRやイベントにおけるポイントについて 

「生産有効期限が比較的良いもの。品質保証期限（賞味期限）が比較的長い（ものが良い）」 
「身体に対するメリットを紹介する」 

Q.最近の中国の消費傾向について 

「流行っていると感じるのは洋食」「ベルギーのチョコレートが売れている」 
「家で食事をすることが増えている」 
Q.中国消費者の「日本食」に対する意識・態度について 

「（日本料理や日本産の食材は）人気がある。一般家庭で日本料理も作る」 
「（日本料理や日本産の食材は）品質が安全、新鮮という印象がある」 
Q.日本産の食材、特に加工食品を購入する客層について 

「日本料理店がロット買いで甘い菓子やデザートを購入している。 
 一般ではホワイトカラーがソースを買っている」 
「日本産食材の良い点は安全というところ」 
Q.日本食のPRやイベントにおけるポイントについて 

「非放射線地域の生産物をおし広める。材料が天然のもので、汚染されていないことを示す」 
「料理教室を開き、どの材料を使ってどんな料理を作るかをみんなに教える」 

対象者E 

＜流通ヒアリング ポイントの整理＞ 

1）中国の食トレンド、日本食の評価について： 

●家で食べる、という食シーンが増えている 
●日本産食材は「安心・安全」で「ヘルシー」かつ「おいしい」という点が評価 
 されている。特に加工食品は「扱いが簡単」で「おいしい」という評判 
●消費者は品質保証期限（賞味期限）や身体にとって良いかどうかを気にする傾向 
⇒「家で良いものを食べたい」という中国の食トレンドに 
 「安心・安全、ヘルシー、簡単でおいしい」日本産食材、特に日本産の加工食品は 
 合っている。今の中国消費者の傾向は日本産加工食品にとっては大きなチャンス 

2）PR、イベントにおける留意点について： 

●品質保証期限（賞味期限）への配慮や身体にとって良いかどうかの情報の必要性 
●日本産の食材の使い方についての紹介を挙げるバイヤーも多かった 
⇒品質保証期限に配慮した商品の手配と、商品と併せて「ヘルシー」に関する情報や 
 料理の使い方（レシピ）に関する情報を発信することが必要 
※別途イベント実施のやりとりの中で、Ｍ社サイドより「反日感情が高まっている 
タイミングなので、イベントのタイトル等やり方は工夫しなければならない」という 
指摘もあり、反日感情が高まりやすいタイミングを外すことも重要になる 




