
■ 当日のプログラム
１８：３０ プログラム開始
１８：４５ 鈴木総領事ご挨拶
１９：００ 「御馳走」DVD上映（ご馳走部分）
１９：１０ デボラ・サミュエルズさん（ボストン・グローブ紙で料理及び観光コラムを持つ）によるトーク

「日本食材の魅力及び接し方」
１９：２５ 米紹介、和牛紹介、試食歓談
２０：３０ 「御馳走」DVD上映（和菓子部分）、お茶及び和菓子の紹介
２０：５０ アンケート実施
２１：００ シェフのご紹介（石田料理人、金子シェフ）、閉会

資料・お土産配布

■ 実施概要

実施国（都市）：アメリカ合衆国（ボストン）
主 催：農林水産省、在ボストン日本国総領事館
行事名：WASHOKU－Try Japan’s Good Food
会 場：在ボストン日本国総領事公邸
日 時：２００８年３月１１日（火） 18：30－21：30
招待者：現地最大手新聞ボストン・グローブ「フード」紙面関係者、レストラン・料理評論家、ハーバード

大学教授（文化人類学者であり最近寿司に関するTV番組60minutes出演のベスター教授
含む）、マサチューセッツ工科大学教授、ホテル経営者、スーパーマーケット経営者、ボスト
ン日本協会理事長等 約20名

提供品目：

メニュー 日本からの提供品 産地・製造者

・握り（味噌漬け、炙り）
・網焼き（七輪使用）

・ステーキ
・和牛混ぜご飯のおにぎり

ロース（サーロイン） 鹿児島

・握り
・炊きたてご飯

・おにぎり（和牛混ぜご飯、鮭炊き込みご飯）
ひとめぼれ 宮城

・野菜ディップ用
・マグロとネギの和えもの
・ステーキ用たれ

西京味噌 京都・御幸町関東屋

・野菜ディップ用
・モッツァレラチーズの味噌漬け

・握り（味噌漬け）
・揚げ鶏と胡瓜の胡麻味噌和え
・ステーキ用たれ（田楽味噌）

芳醇香（赤味噌） 福島・会津天宝醸造

・玉露茶 玉露 静岡・本目浅吉商店

・黒豆茶 黒豆茶 兵庫・黒豆の井上

・和菓子 和菓子 島根・NEW松江菓子実行委員会
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■実施結果

・本事業を単なる試食会というよりは当地の土地柄と気質を考え、日本食・日本食材をどのように
すれば米国で一層普及されることが出来るか、また対象とした食材の市場をどのように開拓すべき
かを参加者とじっくり考え議論することで、参考となる意見を引き出すことを狙い会食形式とし、内容
面でも各食材が我が国で如何に食されているか、文化的背景も含め説明することに力点をおきまし
た。そのため、本イベントではかかる知見を有すると同時に当地で広く日本食の普及のための発信
力のある構成・接待客としました。その結果、有意義なイベントとなり、参加者よりは美味なだけでは
なく教育的効果が大きかったと好評でした。

・高級レストランが大都市を中心に増え、新たな食材として日本の食材への関心が高まりを見せ
ているとはいえ、安価に大量に食することが未だ基本である米国において、日本食・日本食材のも
つ魅力をどのように伝え、日本食材の普及を図るかにつき協議すると狙いは一応実現できました。

・本イベントの構成案を練り、単に試食に留まらず、当地の代表的ホテル、レストラン、スーパー関
係者を招き、日本に詳しい当地有力大学関係者を交えて議論させたことは、当館のプレゼンテー
ションと相伴って、教育的効果があったとの反応を参加者から得、好評でした。

・参加したスーパー経営者から、今般紹介のあった食材の取り扱いを検討したく、米国内の取り扱
い業者、代理店とコンタクトを取りたいとの発言を含め、今回のイベントのフォローアップをどのよう
に行っていくかが今後の課題です。その中には今回出た論点を如何に具体的な対応策につなげて
いくかという点もあります。今回の企画で扱った日本食材或いはその調理法に関心をもったスー
パー、レストランコンサルタントといった関係者への継続的なアプローチをどのように進めるか、今回
招いた参加者が得た知識、前向きの評価をどのように発信していくかをモニターする点もその中に
含まれます。

・日本食材の輸出促進は、日本食の正しい理解と必ずしも合致するコンセプトではなく、今回のイ
ベントは「輸出促進」に軸足を置き、野菜の味噌ディップやモッツレラチーズの味噌漬け等、当地で
普段から食される物との融合を図りPRに努めましたが、今後も日本食材の普及には今回の参加者
の反応等を材料にしつつ、米国人に受け入れられる方法を模索する必要があると思料します。
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■ 制作物

①品目案内チラシ（配布用）
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②品目案内POP

和牛（サーロイン） 米（ひとめぼれ） 白味噌

赤味噌 玉露 黒豆茶

和菓子
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■ 品目の到着時の状況

和牛（サーロイン）①

和牛（サーロイン）②

和牛（サーロイン）③

米（ひとめぼれ）

赤味噌

白味噌

黒豆茶

玉露茶

和菓子
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■ 日本産食材の展示

エントランスの様子 展示の様子

赤味噌 和牛（サーロイン） 白味噌

玉露茶 米（ひとめぼれ） 黒豆茶
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■提供メニュー

アペタイザー
野菜ディップ（赤・白味噌）、モッツァレラチーズの赤味噌漬
け、和牛握り（赤味噌漬け）、マグロとネギの白味噌和え

炊きたてご飯（漬物添え）
黒豆茶

揚げ鶏と胡瓜の
胡麻味噌和え（赤味噌）

和牛の網焼き（七輪） 和牛ステーキ

ステーキ用ソース各種
田楽味噌、おろしポン酢、わさび醤

油、にんにくしょうが、塩

おにぎり
和牛混ぜ、鮭炊き込み

和牛握り（炙り）

和菓子 玉露茶
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シェフのご紹介 お土産の配布

■ 会場の様子

展示説明
会場の様子

山辺領事による司会進行

鈴木総領事によるご挨拶
御馳走DVDの上映

デボラ・サミュエルズ氏によるトーク

試食歓談 和菓子の紹介和牛網焼き（七輪使用）

和牛握り（炙り）のデモンストレーション
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■ アンケート調査結果 １

※USD1.00≒¥103 （2008年3月5日現在）

Ⅰ．本日提供された日本食・日本食材のお味はいかがですか？

Ⅱ．本日提供された日本食材は、どれぐらいの価格なら売れると思いますか？

～US5$

US5$～

US7$～

US10$～

～US10$

US10$～

US20$～

US30$～

U2$～

US4$～

US6$～

US2$～

US3$～

US4$～

US5$～
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■ アンケート調査結果 ２

Ⅲ.今後、本日の日本食材をボストンで購入することが出来たら、購入したいと思いますか？

★本日のイベントを通して、日本食のイメージは変わりましたか？

●はい（１２）
・とても。（２）
・更に印象が強くなりました。日本食は見た目も美しく、大変美味しいです。
・過去に食べたものよりずっとよかったです。
・評価が高くなりました。
・イメージが具体的になって、日本食の種類に関してよく知ることができました。
・思っていたよりずっと素晴らしい。とても素敵な食事でした。
・素晴らしい

●いいえ（４）
・私は日本食が大好きなので、変わりはありません。ありがとうございました。
・変わりありません、私はずっと日本食が大好きです。
・私は常に日本食が大好きです。今夜の食事は大変素晴らしかったです。
・特に変わらないが、非常に良いイメージ。

●どちらでもない（１）
・以前から、非常に質の高い日本の食材を経験しているが、今日のイベントは、
その印象を確信させるものだった。
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■ アンケート調査結果 ２

★「食」に関する情報はどのようにして入手しますか？

★食材をよく購入するお店はどこですか？

★今後どのような日本食材を購入したいと思いますか？

・和牛（１３）・・・（神戸牛（１））
・味噌（１３）・・・（白味噌（２）、味噌製品（１）、品質の良い味噌（１））
・日本茶（１０）・・・（緑茶（２）、粉末緑茶（１）、黒豆茶（２）、大豆のお茶（１））
・米（４）
・柚子（３）
・和菓子（２）
・新鮮なわさび（１）
・柚子豆腐（１）

・新聞（１０）・・・（ニューヨークタイムズ紙（水曜版）（２）、Boston Globe紙（１））
・雑誌（９）・・・（グルメ雑誌（３）、Bon apetite、Gourmet（１））
・インターネット（５）
・テレビ（５）・・・（クッキングチャンネル等（１））
・ショッピング（２） （農家のマーケット（１）、食料品店（１））
・食事（２） （いろいろな食事の体験を通じて）
・友人（２）
・仕事
・レストランレビュー
・妻
・農業のバックグラウンドなど
・生活

・Whole Foods Market (自然食品の店) （１０）
・SAVENOR’S （５）
・自然食品の店 （４）
・Shaw’s （２）
・地元のスーパーマーケット
・韓国の食品の店
・いろんな場所
・マサチューセッツ州ウェストポートにあるLeesというスーパーマーケット
・地元で作ったフルーツや野菜、肉、魚を置いている特別な店
・Dewar、Captain Marden, トレイダージョーズ、 Ruscoj
・農家のマーケット、夏場は自家農園、専門店
・寿屋（ことぶきや）
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■ アンケート調査結果 ３

★本日の感想などご自由に書いて下さい

・シンプルで清潔、見た目が美しく、大変おいしい。
・素晴らしい時間でした。商品のプロモーション手法としても大変よかったです。
・素晴らしいプレゼンでした。深刻な歴史や背景と、食の権威との偉大なる融合。
・素晴らしい食事をありがとうございました。
・今晩の催しは最高でした。もっと多く人を呼んでぜひ開催しましょう。
日本食に関するテレビ番組をスタートさせましょう！

・とても感動しました、ありがとう！
・緑黄色野菜はどうでしょうか？健康に必要だと思います。
・素晴らしい試食会でした。料理長にお礼を言いたいです。
・ボストンには素晴らしい日本食のレストランがもっとたくさん必要です。
そして、おそらくアメリカ人は、日本の食材をもっと育てることを学ぶ必要があります。
（おそらく、そのほうが少しは値段が安くなるでしょうから）

・素晴らしい時間でした。ありがとうございます。
・日本食と食材のPRは教育がカギとなるでしょう。使用方法についての教育も重要。
・今夜話し合ったように、消費者への啓蒙が必要である。売り上げを増加させるためには、
店舗での試食を行ったり、冊子を作成したり、その他の方法のマーケティングが必要。
アメリカの農家へのマーケティングも役に立つだろう。

・アメリカ人は日本の食材についてもっと知る必要がある。料理だけでなく、
食材についてもマーケティングを十分に行うべきだ。
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【輸送について】

・和牛については、全農ミートフーズの既存ルートを使用し、安全かつ確実に高品質な和牛の調達 を心がけ
た。

・その他の品目については、日持ちする物ばかりであった為、早めに輸送することにより、輸送上のトラブル
回避に努めた。

【展示・PRについて】

・受付の横に展示コーナーを設け、来場された方に食材の紹介を行ったところ、非常に興味を持って聞いてい
ただけた。展示物を実際に見ていただくだけでなく、手にとって匂いを嗅いでいただくなどして、食材への興味
を喚起した。

・各食材を使ったメニューを提供する前に、各々パワーポイントにて食材を紹介することにより、招待客の
方々にどの食材がどの料理に使用されているのか、またその食材がどのような特徴をもつものなのかを理解
していただくことができ、招待客の方々からは、非常に勉強になったとの評価を受けた。（パワーポイントは総
領事館作成）

・少人数での実施であった為、招待者間での意見交換が活発に行われ、今後のPRの参考となる意見も多数
聞くことができた。

【食材について】

・和牛について・・・招待客の中に和牛を販売している業者の方もいらした為、和牛を食する前に和牛の特長
（一見、脂肪が多く見えるが、不飽和脂肪酸が多い為、健康的である点等）をお話いただくなどして、招待客
の皆様に安心して食していただいた。招待客からの反応は、言うまでもなく高評価であった。今後の販売・PR
方法についても積極的な議論が交わされた。

・味噌について・・・招待客によって赤味噌・白味噌の好みが分かれた。いずれも、高評価であった。

・米について・・・価格差ほどの味の差は感じていただけなかったように思う。評価は二分された。

・緑茶（玉露）について・・・非常に美味しいとのコメントをいただく一方で、それほどでもないとの声も聞かれた。

・黒豆茶について・・・非常に香りが良いとの評価をいただいた。味についての評価は、美味しいとの声と、ま
あまあとの声が聞かれた。

・和菓子について・・・見た目の美しさに圧倒されていた。どこで買えるのかとの質問も多く寄せられた。甘いも
のが好きな方からは非常に美味しいとの評価をいただいた。柚子の香りのする和菓子を手にし、柚子も輸出
して欲しいとの声も聞かれた。

・公邸料理人の巧みなプレゼンテーションにより、食材の魅力を招待客に十二分に伝えることができた。特に
招待客の目の前で小型の七輪を用いて行った、和牛の調理実演は感銘を与えた。

【今後について】

・和牛は、現地産の物と比べて明確な差がある為、10倍以上の価格差があっても、販売可能と思われる。販
売手法については、展示するだけでなく、デモ販売や試食会を実施することにより、輸出拡大が見込まれる。

・日本産米は米国産日本米の３倍程度の価格にて販売されているが、味の差にそれだけの価値を見出すこ
とは難しいようだ。今後の輸出促進に際して、価格差を縮める、あるいは価格差に見合った差別化を打ち出
すことができなければ、厳しいと思われる。

以上

■ ジェイコム所感
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