
平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち
ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援

事業実施報告書

平成27年3月31日

1

全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会



2

目 次

第１部 本事業の概要 P３

第２部 産地間等調整活動 P４

第3部 セミナー事業 ドイツ P５

第4部 セミナー事業 フランス P15

第5部 スペイン海外マーケティング調査 P42

第6部 総括 P44



3

第１部 本事業の概要

１．本事業の目的
当会及び当会会員企業が、これまで輸出に取り組んできたＥＵ諸国は、輸出促進を図るために重要と考え

ている。昨年に引き続き、本年度もドイツ及びフランスでのセミナー事業を実施することにより、おコメや日本
食についての理解及び風評被害払拭のための「ジャパン・ブランド」確立の取組を行った。また、スペインで
のコメ価格の構造調査を行い、今後の輸出における基礎資料を作成した。

２．特定品目、対象地域及びその選定理由
当会は、コメ及びコメ関連食品の輸出に関係する会員企業が集まった団体である。米の輸出拡大のため

に美味しさ、品質等について、更にＰＲしていく必要があり、コメ及びコメ関連食品を併せてPRし、相乗効果
で輸出拡大を目指す。昨年もセミナー事業を行ったEUにおいて、継続的にPRしていくことが、ジャパン・ブラ
ンドの確立のために重要であると考えている。
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第2部 産地間等調整活動

・実施の目的
ジャパン・ブランドの確立のため、産地と販売卸が共通の認識をもって、輸出拡大に取り組むことを目

的に、2回（平成27年2月・3月）の会議を実施した。

・実施内容
第1回産地間調整会議
開催日時：平成27年2月7日（土） 15時～15時40分
開催場所：秋田県大仙市 大曲プラザたつみ会議室

第2回産地間調整会議
開催日時：平成27年3月13日（金） 11時～11時30分
開催場所：東京都中央区日本橋 食糧会館会議室

・実施結果
2回の会議を開催し、販売卸が海外の状況を踏まえ、どのように販売しているかなど説明し、今後の

輸出拡大のために、産地と販売卸がどうしていくべきかなど、議論を行い、共通の認識をもった。



実施場所：ドイツ ベルリン市内 マルティムホテル
時期：2015年１月16日（金曜日）
時間：講演15時～ セミナー①17時15分～・②18時～

12月上旬 12月中旬 12月下旬 1月

国内調整

現地調整

セミナー事業

セミナー事業実施案
検討

セミナ会場設営
デザイン検討～決定

セミナー料理家交渉・確定

現地食材ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・通訳交渉～確定

セミナー会場交渉
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・現地食材購入手配
スタッフ・料理家 渡航・宿泊手配

セミナー準備
1/13～15
食材購入
仕込み

会場設営
通訳・料理家MTG

セミナー実施
1/16

実施後資材等撤去
返送手配

1/17～18
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実施案理事会承認

最終実施案検討

最終実施案理事会承認

実施における担当会員等選定

資材等の準備・会場・渡航・宿泊手配

招待客リスト化～案内状原稿～発送

招待客リスト確定

EU諸国で活躍する日欧の料理や文化に詳しい食のオピニオンリーダーによる「日本の文化とヨーロッパ文化の食の
共通点と違いについて」の講義と「コメを使った日本料理の実演と試食」を通じ、「コメを中心とする本物の日本料
理」に対する理解と浸透を図り、現地の日本食の根幹から改善するためのジャパン・ブランドセミナーを実施する。
なお、セミナー聴講者からの質疑応答に対応するため、日本から日本産のコメについて知見のある生産者や流通

業者も同席し、専門的な質問にも対応できる体制を組むことで「本物の日本食」の質の高い理解度を達成する。

★ 目的
ベルリン市内の日本料理店の多くはベトナム人やタイ人などが経営する店がほとんどであり、「コメを中心とする本

物の日本料理」が十分に浸透していない。そこで、現地の「本物の日本料理」を志向するホテルやレストランなどの
料理家や料理に携わる関係者及び日本食品を扱うバイヤーを対象として、日本料理の専門家による「コメを中心と
する本物の日本料理」のセミナーを実施した。

★ スケジュール等

第3部 セミナー事業 ドイツ



＜プログラム概要＞

①日本の食文化に関する講演（30分） 1５：00～

ＥＵ圏で活躍する日本食に造詣の深い日本料理専門家による講義
講演 テーマ「日本の米と美味しさの秘密」
講師：料理家 河野章子 ドイツ・ベルリン在住

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、ベルリンで活動中

②日本の調理家による本物の日本料理 実演・試食セミナー（40分×2回） 17：15～
日本産の米による日本料理と米について、実際の調理を見せながら紹介するセミナー
料理実演：料理家 倉敷 和のこころ今川

「米」実演・試食セミナー プログラム
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セミナー事業 ドイツ

13 14 15 16

火 土 日 月

会場確認

キッチン
確認

現地
スタッフ

との
打ち合わせ

料理内容調整

食材購入

セミナー実演
のための仕込み

実施
打ち合わせ

午前～
仕込み

講演
16：00～

30分

実演①
17：15～

40分

実演②
18：00～

40分

撤収

顧問：桑原幸市
（元つる家 リーガロイヤルホテル店料理長）

料理長：今川照雄
（元鳥取・皆生温泉 華水亭料理長）

エヴァ・ハイブ
オーストリア在住 ウィーン大卒業
京都に6年間在住 京大～京都新聞社

進行・同時通訳
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セミナー事業 ドイツ マルティムホテル 会場図

②セミナー実演会場

③
キ
ッ
チ
ン

キッチンからの動線

★

①セミナー講演会場：約200名を対象に、日本産米の良さについて講演した
②セミナー実演会場：50名を対象とした、日本産米を使った料理の実演と、米についてのセミナーを行った
③仕込用キッチン：IH調理器具等、調理道具一式を持ち込んで仕込を行った

①
セミナー
講演
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第一部：講演（30分） 16時～

セミナー講演

・講演者紹介 料理家 河野章子 ・講演 テーマ「日本の米と美味しさの秘密」

時間：15時～セミナー事業 ドイツ

会場：200名
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会議室に演台及びIH等調理器具を設置。二回実施をスムーズに進行するために、バックヤードを設置。
場内には50席を準備し、入口には稼働可能な配膳台やワゴンを設営した。

実演セミナー 会場レイアウト平成26年度 ＪＲＥ セミナー事業 ドイツ
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「米」と一目で分かるイメージボードに加え、輸出促進ロゴマークを配置。調理の手元を見せるために６０インチモニター
を配置し、和食の調理と盛り付けの美しさを来場者全員に理解していただけるよう工夫した。
来場者の方々から、イメージが分かりやすいという評価を現場でいただいた。
入り口に、メニューボードを設営した。

実演セミナー 会場レイアウト デザインセミナー事業 ドイツ

メニューボード
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調理セミナー 料理及び試食メニュー

①日本酒
食前酒として、米から生まれる日本のお酒をふ

るまい、簡単に日本文化も説明。

②炊き込みご飯（1種類）
日本米が主役となる日本料理である炊き込み

ご飯を紹介した。様々な具を混ぜた一膳の贅沢
な主食として継承される。現地食材による炊き込
みご飯を1種類紹介した。

③箱寿司
世界中で認知され、飲食経験の多い寿司だが、

海外で提供されている寿司の多くは現地提供者
によりアレンジされ、本来の日本米の艶や粘り、
食感とは違うものになっている。
セミナーでは、白米から寿司飯までの流れと、

現地の食材を使った寿司を実演、箱寿司をはじ
めとして、江戸前寿司（にぎり寿司）から棒寿司、
手毬寿司など、日本の寿司の多様さも紹介しな
がら、大勢を振る舞う料理として複数の寿司をも
紹介した。

④すまし汁
寿司など様々な日本食に合うすまし汁を提供
セミナーは①～④を試食。

実演セミナー

第二部：調理実演セミナー（40分×2回）17：15～・18：00～

時間：16時～17時15～セミナー事業 ドイツ

会場座席：50名 一回目 約60名 二回目 約80名の参加があった。終了後の質問を含め、実施は盛況であった。



☆das Reiskochen

＜Zutaten＞
１：750 g japanischer Reis

２：750 ml weiches Wasser

Reis waschen und Wasser mehrmals wechseln
Den gewaschenen Reis in ein Sieb nehmen.
In 750cc Wasser 30 Minuten einweichen.
In Reiskocher kochen.

Hako-Sushi (in Holzkasten gepresstes Sushi)

☆Sushi-Essig

Die Zutaten in einem Topf aufkochen und abkühlen＜Zutaten＞
１：90 ml Essig

２：80 g Zucker

３：25 g Salz

４：5 cm Kombu-Seetang

☆Rezept; Hako-Sushi

＜Zutaten＞
１：750g japanischer Reis

２：90 ml Sushi-Essig (siehe unten)

３：je 500 gRäucherlachs, Bacon, Schinken

４：Soboro-Eier (siehe unten)

５：Soboro-Garnelen (siehe unten)

Reiskochen (siehe unten) , in eine große  

Schale geben und Sushi-Essig untermischen.

Sushi-Reis in 2 Portionen teilen.

In Holzkasten Sushireis und andere Zutaten  

beschichten (siehe rechts).

Den Holzkasten mit einem Stein beschweren 

und über Nacht stehen lassen.

Sushi aus dem Holzkasten herausnehmen 

und in Portionen schneiden.

☆Soboro-Eier

Eigelb mit Zucker und Salz mischen.

Das Eigelb in einen Topf geben, unter Rühren  

gut erhitzen und durch Sieb passieren. 

＜Zutaten＞
１：25 Stück Eigelb

２: 25 g Zucker

３：etwas Salz

☆Soboro-Garnelen

Darm entfernen und in Salzwasser waschen.

Garnelen in Salzwasser garen.

In eine Küchenmaschiene zerkleinern, mit Zucker und Salz würzen

In einem Topf unter Rühen erhitzen, bis sie trocken ist. 

＜ Zutaten ＞
１：500g rohe Garnelen

２：25g Zucker 

３：etwas Salz

die 1. Sorte die 2.Sorte die 3 Sorte

Lachs Soboro-Eier Garnelen

Reis Reis Reis

Lachs Bacon Schinken

Reis Reis Reis

Das Beschichten von Reis und Zutaten

☆Vorbereitung (Lachs, Bacon, Schinken) Lachs ggf. In dünne Scheiben schneiden.

Bacon in 5 mm Würfel schneiden und braten.

Schinken ggf. In dünne Scheiben schneiden.

セミナー事業 ドイツ 実演セミナー レシピ①



☆Brühe für das Reiskochen

＜ Zutaten ＞
１：300 ml Dashi

２：2 EL Usukuchi Shoyu, helle Sojasoße

３：2 EL Mirin, süßer Reiswein

Die Zutaten einmal in einem Topf aufkochen

Takikomi Gohan (mit saisonalen Zutaten gekochter Reis) und Osumashi-Jiru (klare Suppe)

☆Dashi (japanischer Fond, Grundlage)

Kombu und Wasser in einem Topf aufkochen und 

vor dem Kochen den Kombu herausnehmen.

In das gekochte Wasser Katsuobushi geben und 

einmal aufkochen.

Durch sauberen Stoff die Dashi-Brühe passieren. 

＜Zutaten ＞
１：900 ml Wasser

２：15cm Kombu-Seetang

３：25 g Katsuobushi 

(Bonito-Flocken)

☆Rezept ; Takikomi Gohan
＜Zutaten ＞
１：300g japanischer Reis

２：360 ml Brühe für das Reiskochen (siehe rechts unten)

３：300g klein geschnittene Zutaten (siehe unten)

☆Saisonale Zutaten (z.B. Rettich, Möhre, Pilze, Bambus usw.)

Reis waschen, und Wasser mehrmals wechseln.
Den Reis in ein Sieb nehmen und gut abtropfen.
Den Reis mit der Brühe mischen, 30 Minuten einweichen.
Andere Zutaten in kleine Würfel schneiden.
Alle Zutaten in Reiskocher garen. 

☆klare Suppe

Dashi mit Usukuchi Shoyu, heller Sojasoße, und Salz würzen.

Die Zutaten in 1,5 cm x 1,5 cm x 0,2 mm Stücke schneiden. 

☆Sake

SHO－UNE(Junmai Daiginjo, Premium Sake)

Hersteller ; Hakutsuru-Shuzo

セミナー事業 ドイツ 実演セミナー レシピ②
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平成26年度 ＪＲＥ セミナー事業 ドイツ

仕込風景




