
ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 報告書

全国米関連食品輸出促進会

～共通意識の形成による おいしいＪ・パワープロジェクト2013～



2013 ＪＲＥ ジャパン・ブランドの確立に向けた取組の考え方

農水省取り組みでは、国内調整活動を基本に推進を明確にすることが必要。以下にあるように、ジャパン・ブランド
PR活動は国内での取り組みを、海外活動に波及させることを目指す。
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2013 ＪＲＥ ジャパン・ブランドの確立に向けた取組の考え方

2012年度までの海外拡販事業を、
さらに強化。ＪＲＥ会員全員で、「お
いしい」ジャパン・ブランド普及の取り
組みを行う。

ジャパンブランドPR活動
（Ｅ）を通じて、ＪＲＥのブランド土台作
りを推進。

具体的には、海外での試食・展示・
セミナー施策（B/C）を通じ、来訪者
へのアンケートなどによる市場調査（
D）を実施。「おいしい」ブランドの普
及とJREの目指す輸出拡大施策を推
進する。

これら取り組みについてJRE総会で
取り組みの戦略や次年度に向けて
の課題解決について討議し、共通ツ
ール化による取組みの効率化や一
貫した日本食海外拡販意識形成を
行う（A）。

この取り組みを、３つの「Ｊ」で象徴し
「Ｊ・パワー」プロジェクトと称し継続
的プログラムとして推進する。
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＜アメリカ 西海岸＞
昨年の課題を踏まえた
市場拡大と定着

＜香港＞
「こだわり層」を中心に香港全体への

波及効果から、将来は中国へ

＜ＥＵ＞
ドイツを軸にＥＵ全体への

拡がりを意識

2013 ＪＲＥ ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 エリア選定の背景と目的

選択した3エリアは、第一に国別・品目別輸出戦略案に沿って、全米輸が継続し強化することを視点に、以下の課題解決を念頭に選定
した。

香港 最重点地域
日本産米の輸出量も多く、日本産品への理解も高いため、効果的なPRが見込めるため。特に日本ファンが多い地域として期
待があり、「こだわり層」を中心に香港全体へアプローチしたい。

ＥＵ
（ドイツ）

重点エリア

EUの中でも経済大国であり、EU諸国への情報発信力も強い。日本食市場としては未開の地でもあり、年
明けには2年に1度の世界最大級、新しく注目されている食の見本市などが開催され、出展社・来場者の
多くがEU諸国全体から訪れることもあり、展示ブースでのセミナーや試食により、この地域全体への波及
効果も期待できると考える。

アメリカ
（西海岸）

JRE
継続強化
エリア

昨年は、世界的大企業の食堂シェフ（20名以上）イベントや現地スーパーマーケット試食展示を実施しお
米への理解は深まった。今年は「おいしいジャパン・ブランド」として米の加工食品や日本食全体をPRした
り、縁日のような庶民的文化も含め日本食ブランドをもう一歩踏み込んだ形でPRを実施。日本酒の進出
も著しい中、日本で醸造した本物の地酒も多くなっており、多様な米食品をPR。アメリカはインターネット
での情報拡散が早く、短期間で大きな成果が獲得できる点でも本年度はさらに深耕したい。
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2013 ジャパン・ブランドの確立に向けた取組に関する事業の考え方

ストラテジー：
「おいしい」×ＪＲＥ 香港・ＥＵを基本にアメリカ西海岸でのジャパンブランド事業の推進

トレードショーと流通イベントを軸に、「売り（販売・輸出拡大）」を基本に展開
＜実演・試食・セミナー＞⇒＜展示・ＰＲ＞

⇒<香港・ＥＵでのジャパンブランド強化＋北米継続的強化＞

＜エリアに対する施策案 概要＞
１：香港（PR活動）
・現地情報誌・ＪＲＥコラボレーション
・流通・飲食店における情報誌を活用したＰＲ及び日本食フェア施策

２：アメリカ西海岸（PR活動）
①現地生活者とのブランド接点強化 日系ミュージアム イベント実施
②地元流通での直販型イベント実施

３：ドイツ（セミナー事業）
・世界最大級食品見本市でのセミナー事業 食のプロ×試食・セミナー及び展示ブース施策

※昨年度実施の施策課題解決を基本に、新たな取り組みを実施

ミッション：「おいしい」ジャパンブランド普及と合わせ、日本産米の輸出／販売促進

＜エリア・ターゲット＞
１：香港（最重点地域）
２：ドイツ（重点エリアＥＵ）
３：アメリカ西海岸（全米輸 継続戦略エリア）
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2013年 2014年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国内
調整活動

重要
エリア

ドイツ

セミナー
事業

ベルリン

最重要
エリア

香港

PR活動
①

香港

継
続
強
化
エ
リ
ア

ア
メ
リ
カ
西
海
岸

PR活動
②-1

ＬＡ

PR活動
②-2

ＳＦ

ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 全体の日程

＜全米輸総会＞

・2013年度海外戦略
情報収集

ブランドづくり、及び
共通意識形成 合意

＜全米輸総会＞

ジャパン・ブランドPR
・共通ツール検討
・会員海外拠点調整
・PR活動具体化準備

・申請、ブース確保
・デザイン検討

・現地PR活動検討
・施策具体化検討

香港現地DC・SC協議
媒体取材準備

飲食店ﾒﾆｭｰ開発
展示内容検討

・ｼﾃｨｽｰﾊﾟｰ
・香港W 取材

・特集記事等誌面作成
・現地ｽﾀｯﾌ最終MTG

香港W 11月日本食特集告知号
12月日本食特集号＋１月告知

1月ｲﾍﾞﾝﾄ連動巻頭日本米特集号
ｼﾃｨｰｽｰﾊﾟｰPR 日本フェア 1/7～30 
おいしいジャパンライスイベント 1/17～20
会員向けDM・メディアリリース イベント招待

MITSUWAプログラム

実施日程検討
場所・内容検討（SF・LA）

MITSUWAプログラム

実施準備

MITSUWA
展示PR
実施

2/6～16

＜全米輸総会＞

○総会ごとに報告、及び共有と施策強化を議論

各参加会員社 準備・実施

ジャパン・
ブランド
ＰＲ活動

調査集計

報告書
作成

＜全米輸総会＞

実施内容整理
アンケート分析

ジャパンブランド
報告会

IGW Berlin
1/（13～）17～26
・セミナー・ブース設営
・セミナー＋展示

・アンケート調査実施

各会員企業 海外情報収集 「おいしい」共通ツール作成 海外向けWEB版＋共通ツールの活用

ＬＡイベント
現地状況調整

ＬＡイベント具体化
準備

JANM
イベントPR実施

1/6
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6■ドイツ セミナー事業 世界最大級の食メッセ IGW 総括

25年度の目標
24年度の大規模見本市フランスSIALでの展示とセミナーをセパレートにしたPR活動は、ブース展示を回遊する来場者がほとんどで
思うようなセミナー参加集客が出来なかった。この反省点をもとに、25年度は、同じEUの世界最大級の食の見本市ドイツIGWベルリ
ンで、展示とセミナーを一体化したセミナー事業を実施し、セミナー聴講者の集客と深くジャパン・ブランドの伝達を目標とした。

ブース
展開概要

セミナーブースには、セミナーの補完となる日本米の展示をセミナースペースに併設した。
広大なメッセスペースで他ブースに埋もれない魅力を付加した「おいしいロゴ＋JREロゴ×日本イメージ」によるデザインとおコメや資
料展示にも力を入れ、来訪するドイツ及び各国の人々に「おいしい！」ジャパン・ブランドの体験と展示による理解度の深いセミナー
事業ができた。初日には、林農水大臣も来訪され、PR事業の激励をしていただいた。

セミナー事業
実施概要

期間中（1/17～26）のうち土日 4日間 全15回 聴講者：約60名/回 のべ約900名 座席数：15席・立ち見約50名/各回

聴講者は、一般50%、現地料理家30%、ビジネス関係20%程度。日本の著名な料理家による、日本産のおコメを使い、現地の食材
も活用した調理実演とおコメ、及びユネスコ世界無形文化遺産「和食」の魅力を中心とした「おいしい！」ジャパン・ブランドセミナー
を実施。
調理実演は、手毬寿司と炊き込みご飯3種類で、美味しいおコメの炊き方から、日本人とおコメの文化、おコメの歴史と種類や他国
のコメとの違いを説明しながら進行。
調理実演した手毬寿司と炊き込みご飯の食材には、現地食材を利用し、日本のおコメがどんな食材にも相性がいいことを説明した。
セミナー聴講の特徴は、若年層とその家族など幅広い年代が参加したことである。おコメの炊き方や調理方法への質問が殺到し、
当初予定の20分の講演は約40分のプログラムに変更、現地料理家（和食経営の日本人含む）やバイヤーなども見られ、全員が熱
心に聴講するなど毎回盛況であった。

セミナースペー
スの活用

・ユネスコ世界無形文化遺産登録 和食イメージ展示
・セミナー実施時間外では、農水省の和食DVDを放映
・おコメ産地ＭＡＰと説明、おコメブランドの展示

アンケート調査

聴講後のアンケートも着座した9割の人たちから回収し、集計結果から日本食への関心が高いことが見られた。
・関心のある日本食：平均関心数4.75/15品目 寿司71%・おにぎり44%・ｶﾚｰ38%・日本茶37%・ラーメン33%
・興味を惹いたコーナー：セミナー68%・和食展示43%・全体42%
・セミナー満足度：とても満足・満足81%
・セミナー日本食理解度：十分深まった・深まった89%

総括

昨年度SIALの反省点を踏まえ、セミナーと展示を一体化させたセミナー事業は大きな効果があることと、デザインによる魅力発信に
加え、空き時間でのおにぎりなどの試食を実施するなど、日本米、日本食のおいしさを実感してもらい、会期中を通して多くの来訪
者に日本の「おいしい！ジャパン・ブランド」を伝えることができた。
しかし、全米輸では、ＥＵ圏での日本米普及はまだまだ進んでいないと考えており、今回のような「理解と体験」を通じたセミナー事
業の継続が必要と考えている。特に、今回若年層のファンが多く見られたことは将来に向けた日本食への期待が感じられたが、ＥＵ
圏では、本物の日本米や日本食の購入・飲食の場が少なく、さらに暮らしの中で食べてもらう意識向上のために、BｔｏCファンへの
「おいしい！ジャパン・ブランド」イメージ浸透を行い、BｔｏBを動かす力とする事が不可欠と考える。



7

ＰＲの目標
香港でのPR活動は、日本食品の安全性・正しさ（調理法・料理例等）を伝達することを主目的＝『おいしい！ジャパン・ブランドの伝
達』とし、現地での雑誌と流通とのタイアップを基本としたコラボレーション型のＰＲを展開。

実施概要

日本を香港に紹介する雑誌「香港Walker」と現地高級スーパー「シティスーパー」とのコラボレーションは、農水省のジャパンブランド
PR活動の趣旨に賛同を得て実施され、11月から1月までの3か月にわたる活動を行い、広く、深く香港の人々にPR。
全米輸として農水省「おいしいロゴ」の活用によるPRの活性化や、全米輸海外向けWEBサイトを利用したネットPR活動、各会員取引
先へのPR、試食、来場者へのチラシ・うちわ・ワリバシ・パンフレットなどの共通ツールの活用なども行った。
特に、シティスーパーの協力による「日本フェア」の同時開催や、同流通のＤＭの活用、メディア招聘によるデモＰＲなどにより、多くの
人に日本のコメ関連商品に理解を深める機会が得られた。
また、ジャパン・ブランドPRだけでなく「全米輸と流通との関係づくり」も視野にいれた取り組みで、その媒介として「香港Walker」ス
タッフも全米輸と連携しながら情報発信と店舗や売り場全体も巻き込んだ展開ができた。

アンケート調査

アンケートは、①全米輸のPR活動での実施 ②「香港Walker」読者での実施の２つの調査を実施した。
①からは、「和食」ユネスコ世界無形文化遺産登録の認知は低いが、認知することでより魅力を感じてくれること。②からは、多くの
人達が日本のおコメの美味しいさを理解していることがわかった。
①の調査概要
・日本食が好き：100% ・日本食の飲食頻度：週1回以上74％ ・自宅で作る：65.2％
・飲食経験TOP3：寿司（刺身）・ラーメン・味噌汁 ・飲食場所：高級レストラン78％ ・購入場所：スーパー83％
・今後知りたいこと：自宅で作る際のレシピ78％ 日本食を知り日本に行きたい61％
②の調査概要
・日本産米経験：3回以上71.2％ ・香港で日本産米を食べたい 92.5％

メディア等
ＰＲ効果

①香港Walker 発行部数：100,000部
・11/15発売号「日本米特集号告知」 ・12/17発売号「日本米特集号＋1月ｼﾃｨｽｰﾊﾟｰ日本ﾌｪｱﾀｲｱｯﾌﾟ告知」
・1/15発売号「ｼﾃｨｽｰﾊﾟｰ日本ﾌｪｱ ﾀｲｱｯﾌﾟ特集号」 ・1/15発売号特集合抜き刷り PRｲﾍﾞﾝﾄ配布 1,000部
・同誌fFacebookでのイベント実施内容の掲載による情報拡散
②シティースーパーからのメディア向けイベントリリースによる媒体掲載：10件

総括

「香港walker」という地元情報誌を活用した日本米のＰＲは、多くの香港人にＰＲするには有効であったと考える。メディア、インター
ネットやコンテンツを活用するのは、多くの人々が利用しており、不可欠であると考える。また、今回は現地スーパーの協力で料理教
室を開き、実際調理してもらい、調理したものを食べ、日本米のおいしさを実感してもらった。体験してもらうことは非常にＰＲ効果
が高く、香港について、引き続きジャパンブランドＰＲ取り組みの対象地域として考えていきたい。また、スーパーという小規模な環
境であったことを踏まえ、今後はより多くの方にＰＲする場所・方法を検討していきたい。

■香港 ジャパン・ブランドPR活動 総括
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ＰＲの目標と
実施概要

アメリカ西海岸は、24年度に引き続き、日本祭りイベント（日系ミュージアム日本祭り）に参加、来場者は約3500人、おにぎりコンテ
ストの参加者は約300人で、アメリカ国内で積極的に和食の素晴らしさを伝え続けているCommonGrainsのメンバーが本年も「おに
ぎりコンテスト」を実施し、昨年以上のＰＲ効果を目標とした。

実施概要

日系ミュージアム日本祭りイベントは、現地の子供とその家族が参加しており、暮らしの中で日本産のおコメを食べる習慣が根付く
ことを目指した草の根展開でもある。イベントの情報はCGのSNSサイトなどで紹介されソーシャルメディアによる情報拡散が大きいア
メリカでの高いＰＲ効果がみられた。

もう一つのＰＲ活動として、現地流通 ＭＩＴＳＵＷＡとのタイアップによるＰＲ活動 「日本米フェア」を実施した。
この活動も24年度から継続し、現地流通との関係強化から、日本産米の輸出量の拡大を狙ったジャパン・ブランドPR活動であり、
おいしいロゴによる共通ツールの活用をしながら、新潟県・岩手県産のお米を中心に関連商材約５０種類を１１日間にわたり、催事
イベントを実施した。

メディア掲載
ＰＲ効果

①日経ミュージアム日本祭り
・日系ミュージアム WEBサイト 事前告知・実施概要掲載
・CommonGrains Facebook掲載
②MITSUWAタイアップ
・チラシ掲載
・媒体記事化 19社

総括
今年度は、MITSUWAの協力のもと、地元メディアのイベント招聘を図ることで、記事化による情報拡散ができた。
香港同様、メディア招聘による記事化は、メディアの信頼を活用した効果的ＰＲであり、今後もこうした活動を実施していきたい。

■アメリカ西海岸 ジャパン・ブランドPR活動 総括



ドイツ ジャパン・ブランド セミナー事業

世界最大級食品見本市での
セミナー事業 食のプロ×試食・セミナー及び展示ブース施策

時期：2014年１月

8月 9月 10月 11月 12月 1月

国内調整活動

セミナー事業

IGWメッセベルリン
ブース申請・確定作業

セミナースペース
デザイン検討～決定

セミナー調理師交渉・確定

現地食材ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・通訳交渉～確定

セミナースペース
デザイン制作・調理機器調達

セミナー 調理メニュー検討～決定
展示物・搬送食材検討～決定

全資材確認・発送
実施担当者調整

IGWメッセベルリン
出展者チケット等調整

IGWメッセベルリン
ブース費用等詳細確認

IGWメッセベルリン
最終ブース案及びレンタル物等調整

IGWベルリン

1/13～16
設営

1/17
農水省ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

1/17～26
セミナー実施
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IGW Berlin International Green Week Berlin 2014-The World's biggest fair for food, agriculture and horiculture

｢ベルリン国際緑の週間｣は1926年に始まった世界的に知られる食品・農業・園芸の国際的見本市である。2014年には第79回目を迎える。
総展示面積は、115,000㎡。
「緑の週間」は、トレード・フォーラムであると同時に、テストマーケットであり、ブランド･イメージを確立し、新たにワールドワイドなコンタクトを開拓する場として出展
者から高い評価を得ている。世界中からベルリンに集まる出展者は、この見本市をエンドユーザーに自社とその製品を紹介するための他に類を見ない最高のス
テージと捉えている。また、企業出展と並んで国や州、協会などによる共同出展が多く見られるのもこの見本市の特徴。
世界各国の生鮮食品、水産物、肉類、乳製品の他、世界中のワイン、ビール、蒸留酒をはじめとする各種飲料が勢揃いし、嗜好の流行を先取りした一連の新商
品が紹介されるこの見本市は、一般来場者にとっても非常に魅力的なイベントであり、また、期間中、旬のテーマを取り上げてフォーラムが開催される。商業的な
展示とならんで、専門ビジターや一般ビジター向けに数多くの特別ショーも開催される。

http://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/IGWBerlin_38665

http://www.messe-berlin.jp/mihon/trade/igw.html

開催日程： 2014年1月17日（金）～26日（日）
設営：1月13日（月）～

会場： ドイツ連邦共和国 ベルリン国際見本市会場

展示ブースイメージ：

①展示ブースに併設したセミナースペースを作り、日本食の達人による試食・実演をしながら米などの
日本食についてセミナーを実施。（15～20分を数回＋JREによる実演）
②日本食の展示

昨年のフランスSIAL展示会ではアジアゾーンの中ですらブース装飾が見劣りしていたため、思いどおりの集
客に結びつかなかった。特にアジア圏では韓国・中国がブースに力をいれており、これに対抗し行きたくな
る装飾を目指す。

10■ドイツ セミナー事業 世界最大級の食メッセ IGW セミナー及び実演・試食による展示施策

＜IGWベルリン概要＞

【2014年 速報】
2014年１月17日（金）～1月26日（日）
来場者： 407,000人 うちビジネス関係者約10万人
出展者： 1,630 出展国：67カ国 総展示面積 115,000㎡



★海外トレードショーでブース展開に実績を持つ、現地スタッフを起用し、日本からの講演者や料理人を送り込み、世界の人々が魅力的
に見えるブース演出を推進。

＜プログラム＞
★国内の食のプロの調理人を招き、純粋日本を演出。
※ブース展示については国内総会で検討し、セミナーエリアと展示と相乗効果の高い展開
※セミナー講師、実演・試食及び日本食のプロ
・鳥取・皆生温泉 華水亭 料理長：今川照雄
・つる家 リーガロイヤルホテル店 料理長：桑原幸市
・調理アシスタント：笹たかし
・アシスタント及びセミナー実施・・・料理家：河野章子（調理サポート及び通訳・平日デモ兼任）
・司会進行及び通訳 エヴァ・ハイブ（オーストリア在住 京都に6年間在住・京大～京都新聞社）

★セミナー実施
1月18日（土）19日（日）25日（土）26日（日）
20～30分を1日5回（詳細別紙）

★簡易おにぎりデモ及びセミナー補完展示及びおいしい関連ツール配布
期間中：1月17日（金）～26日（日）
※JREの米、加工食品などJRE加盟社の商品の展示とPRツールの配布
※来場者アンケートの実施
※セミナー以外の平日では、JREスタッフによるおにぎり調理デモと試食ブースの実施

＜試食・セミナー プログラム＞

昨年フランスSIALでは、場外（入口近郊）の広めの会場で単独開催し、多くの集客を期待した。しかし、会場内に数多くのブースがあり、
来場者は目的を持ち会場を巡っている。この来場客を長時間滞在させることは困難であり、思うようなセミナー効果が得られなかった。
今回は、短時間のお米に関するセミナーを開催し、集客を目指す。更に、期間中特別な日を設け、現地に精通している人のセミナーも実
施する。

11■ドイツ セミナー事業 世界最大級の食メッセ IGW 11月～詳細スケジュール



Time 1/18 1/19 1/25 1/26

①10:30～
11:00
②12:30～
13:00
③14:30～
15:00
④16:30～
17:00
※1/26は3回

Perfomer 今川照雄・桑原幸市・笹たかし

Recipe 手毬寿司・炊き込みご飯3種 実演・試食
おコメの歴史・日本人とおコメについてのセミナー

①Cooking Show セミナー

②Demonstration おにぎりデモ

1/17
(金)

1/18
(土)

1/19
(日)

1/20
(月)

1/21
(火)

1/22
(水)

1/23
(木)

1/24
(金)

1/25
(土)

1/26
(日)

10:00～
16:00

※1/18・25
17:00～

19:00

Perfomer 河野章子＋全米輸

Recipe おにぎり デモ調理及び味噌汁試食・日本文化 6～8種

12■ドイツ セミナー事業 世界最大級の食メッセ IGW セミナープログラム



＜おにぎり実演 料理家＞

＜セミナー講師 料理家＞

13■ドイツ セミナー事業 世界最大級の食メッセ IGW ①Cooking Show ②Demonstration 料理家

つる家 リーガロイヤルホテル店 料理長 桑原幸市 鳥取・皆生温泉 華水亭 料理長 今川照雄

つる家 リーガロイヤルホテル店副料理長 笹たかし

・1967年 大阪今橋「つる家」本店に入社
・1973年 京都岡崎「つる家」に移り、その後京都グランドホテル

（現在のリーガロイヤルホテル京都）料理長に就任
・1984年 リーガロイヤルホテル店料理長に就任
・2012年 大阪「つる家」料理特別顧問に就任、現在に至る

・1971年 大阪今橋「つる家」本店に入社
リーガロイヤルホテル店、京都岡崎「つる家」、
岡山旅館倉敷を経て、

・1989年 鳥取 華水亭料理長に就任、現在に至る
・2014年 岡山 倉敷に「今川亭」出店

・1998年 リーガロイヤルホテル店に入社
・2013年 同店 副料理長に就任

京都府生まれ、大阪府岸和田市育ち
現在、ベルリン郊外のヒューノウという町に住む

中学生の頃から週一回料理教室に通い、高校を卒業
後、大阪中ノ島の「辻学園、日本調理師専門学校」に
通い、調理師と料理教師の勉強をする

1985年 渡独
2004年までドイツ国内数箇所の日本レストランで仕事
をした後、独立して自営業で調理担当、料理講習、調
理師育成、料理辞書のアジア部門やコラムの執筆など
をする

言葉は日本語、ドイツ語（ゲーテの小ディプロム取得）、
イタリア語
ホームページ www.japanische-kochkurse.de

料理家 河野章子

http://www.japanische-kochkurse.de/

