
■ 実施概要

実施国（都市）：アメリカ合衆国（ロサンゼルス）
主 催：農林水産省、在ロサンゼルス日本国総領事館、JETROロサンゼルス
行事名：Japanese Food & Sake Festival
会 場：ハイアット・リージェンシー・オレンジ・カウンティ グランドボールルーム
日 時：２００８年３月１３日（木） 16：30－18：00
招待者：米系バイヤー、レストラン関係者、地元衛生局担当者、プレス関係者、

“Natural Products Expo West”へ参加するバイヤー等 約200名
提供品目：
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■ 当日のプログラム
１６：１５ 開場 （試食開始）

１６：３０ － １６：４５ 太鼓の演奏
在ロサンゼルス日本国総領事館 手塚総領事代理によるご挨拶
JETROロサンゼルス・センター 土屋所長によるご挨拶

１６：４５ － １７：３０ KATSUYAシェフによる マグロ解体ショー
１７：４５ － １８：００ アンケート実施・お土産配布・終了

メニュー 日本からの提供品 産地・製造者

・和牛のたたき
・和牛しゃぶしゃぶ

・和牛（サーロイン・ヒレ・リブアイ）のグリル
・和牛（サーロイン）の岩塩包み
・和牛ヒレと野菜の串焼き

和牛（サーロイン） 鹿児島

和牛（フィレ） 鹿児島

和牛（リブアイ） 鹿児島

・寿司 （シャリとして）
あきたこまち

（特別栽培米Earth-Komachi）
秋田・アースフライヤーズ

・しいたけのソテー
乾しいたけ

（どんこ大、花どんこ）
岩手

・長芋クレープ
・長芋ソテー

・長芋サラダ 黒ごまぽん酢ドレッシング
長芋 北海道・ホクレン農業協同組合連合会

・寿司 （薬味として） 生わさび 静岡

・緑茶 緑茶等 静岡・佐々木製茶

・長芋サラダ 黒ごまぽん酢ドレッシング 黒ごまポン酢ドレッシング 新潟・ホクショク

・和牛しゃぶしゃぶ （つけだれとして） 飛魚ぽん 島根・海士物産

・和牛の岩塩包み 粟国の塩 沖縄・沖縄海塩研究所

・枝豆 そのまま枝豆 (冷凍） 北海道・JA中札内村

・枝豆 そのまま黒枝豆 （冷凍） 北海道・JA中札内村

・お土産
抹茶

Chef's Choice Matcha
愛知・葵製茶

・お土産 仙台みそ ほうれん草 宮城・仙台味噌醤油
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■ 実施結果

3月13日、カリフォルニア州アナハイムにおいて、「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業及
び在外公館文化事業を活用し、”Japanese Food & Sake Festival” を開催しました。

本事業は、総領事館、JETROロサンゼルス、農林水産省の共催で行い、JNTO、南カリフォルニ
ア日米協会及びJapanese Food Culture Association の後援をいただき、実施したものです。

会場にはWASHOKU事業の幟や横断幕を数多く掲示し、イベントの盛り上げに役立てました。ま
た、大型スクリーンを設置し、御馳走DVDを放映しました。提供する各種食材をディスプレイする
コーナーを設けたほか、日本地図上に各食材の産地を記入したパネルを作成しました。

また、会場中央にクッキングデモ。ステージを設営し、現地の有名レストランである「勝や」の協力
を得て、上地勝也シェフによるマグロ解体ショーを実施しました。

本事業により持ち込んだお土産に加え、地元食品メーカーから無償提供された醤油・酢・味噌をお
土産として配布し、これと交換にアンケート用紙を回収することにより、アンケートの回収率を上げる
工夫をしました。

本イベント終了後にNPO法人主催により開催された日本食紹介イベントのパンフレットに、昨年度
の日本食海外普及功労者表彰を受けた共同貿易の金井紀年社長のインタビュー記事を掲載し、日
本食に関する正しい知識の普及に努めました。
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■会場レイアウト
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■ 制作物
①品目案内チラシ（配布用）

裏面表面

フリーペーパー
「JAPAN up!」
20,000部発行

②日本食海外普及功労者である金井社長へのインタビュー、及び紙面掲載（p.8-9）
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③品目案内POP

和牛（サーロイン） 和牛（ヒレ）和牛（リブアイ）

あきたこまち
特別栽培米 Earth-Komachi

乾しいたけ（どんこ） 長芋

わさび 粟国の塩 緑茶

ぽん酢黒枝豆枝豆
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■ 日本産食材の展示

展示・アンケート・お土産コーナー 展示コーナー

和牛

長芋 生わさび

塩 ぽん酢

枝豆 黒枝豆 日本茶
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■ 会場の様子

会場外観

受付

会場内の様子

日本茶試飲コーナー アンケート実施

在ロサンゼルス日本国総領事館
総領事代理によるご挨拶

JETRO所長によるご挨拶

太鼓の演奏 まぐろの解体ショー

メインステージ
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■ 会場の様子

和牛のたたき 和牛しゃぶしゃぶ

長芋クレープ 長芋サラダ
黒ごまぽん酢ドレッシング

枝豆 椎茸のソテー

和牛ヒレと野菜の串焼き

わさび 寿司コーナー
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■ アンケート調査結果 １

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？
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■ アンケート調査結果 ２

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？

※US$1≒¥103 （2008年3月5日現在）
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■ アンケート調査結果 ３

Ⅲ.今後、本日の日本食材をロサンゼルスで購入することが出来たら、購入したいと思いますか？
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■ アンケート調査結果 ４

★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 （６５）
・とても美味しいです。 （２）
・過去に食べたものより、格段に良かったです。
・新しい製品を知ることができました。
・全て美味しかったです。健康的でした。
・とてもよかった。 （５）
・もちろん、良いほうに変わりました。美味しい。
・魚以外の日本食を食べることができた。
・もちろん
・はい、これらぜんぶの食品を今までに食べたことはありませんでした。とても素晴らしい。
・素晴らしかったです。 （５）
・思っていた以上に良かったです。 （３）
・大変美しいプレゼンテーションでよく準備されていた。
・とても良くなった。 （３）
・強力なおもしろいイベント
・日本食は大好きだし、イベントは素晴らしかった。
・今までに見たことのない食品をたくさん見ることができた。
・ある意味では・・・。知らないものがたくさんあった（日本の食べ物や文化になじみがあるので）。
・思った以上に多彩で、おいしい食品がたくさんあった。
・健康的でおいしそう。
・日本食に抱いていたイメージよりも、もう少しバラエティに富んでいた。
・バラエティに富んだ日本の食品について学ぶことができた。
・非常に良くなったし、試食できて楽しかった。
・新しい商品（私にとって新しい商品）を知ることができた。
・私の持っていた日本食へのイメージが変わった。
・大変変わりました。 （２）
・豊富な種類の食品を見られて、非常にうれしいです。
・もっと米国でも手に入るようにしてほしい。
・日本食の多様性と創造性をより理解できたと思う。

●いいえ （３８）
・常に日本食は好きです （１０）
・前から良い印象でした。（素晴らしいイメージ） （４）
・とても素晴らしい （２）
・とても美味しかったです。
・8歳の頃から日本食は大好きです。とても美味しくて、食べていて嬉しくなります。
・以前から知識があった
・とても良かったです。
・特に変わらない。
・すでに馴染みがある。

● どちらでもない。 （１）
・イエス、ノー
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■ アンケート調査結果 ５

★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 （３８）・・・（リブ（１）、なんでも（１）、サーロイン（１）、肉（２）、神戸牛（２））
・緑茶 （２１）・・・（緑茶葉（１）、緑茶の新茶（１））
・わさび （８）
・枝豆 （６）
・日本酒 （２２）・・・（高級酒（１）、新酒（１）、珍しい酒（１））
・味噌 （６）・・・（プロバイオティックス味噌（１）、味噌汁（３））
・米 （１７）・・・（玄米（２）
・寿司 （１０）
・ぽん酢 （４）
・全て （９）・・・（イベントにあったほとんどの物（１）、今日ここに出ている食材の多く（１））
・天然海塩 （７）
・魚類 （７）・・・（質の良い魚（１）、魚の切り身（１）、
・もち （４）
・ビール （４）・・・（エチゴビール（１））
・ソース類 （４）
・海藻 （２）
・飲料 （２）
・たまり
・しょうが （２）・・・（がり（１））
・豆腐
・野菜 （４）
・たくさんのいろんな製品
・きのこ類 （２）
・刺身 （２）
・長芋 （２）
・乾燥食品
・大豆
・スパークリングス
・アイス （３）・・・（小豆アイス（１））
・麺類 （５）・・・（ラーメン（１）
・Soy Wrapper
・有機食材
・漬物
・菓子 （２）・・・（和菓子（１））
・発砲吟醸酒
・神戸ワイン（赤）製品
・焼酎
・まだ米国に入ってきていないもの
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■ アンケート調査結果 ６

★「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？

・インターネット （４４）
・新聞 （１５）・・・（業界誌（２）、LAタイムズ紙の「フード＆ワイン」欄（２））
・雑誌 （１２）・・・（フリー誌(１)、グルメ雑誌(４)、ニッカンサン(１)、Modern baking(１)）
・テレビ （１１）・・・（衛星放送の料理番組（１））
・店 （７）・・・（スーパー(１)、ミツワ(１)、99ランチマーケット(１)、Whole Foods(１)、U.S. Food Service(１)）
・トレードショー（見本市） （４）
・レストラン （６）・・・（アヴァンティ・カフェ（１））
・口コミ （６）
・本 （５）
・業者 （３）
・友人・知人・家族 （７）
・広告 （２）
・メール
・職場 （２）
・経験 （２
・会議
・フードネットワーク （３）
・フードテクノロジー
・旅行 （３）
・トレードプログラム

・食料品店・スーパー （３１）・・・（アジア・エスニック系(６)、日本(４)、韓国(２)、中国(１)、海外(１)）
・健康・自然食品店 （７）
・ホール・フーズ （１９）
・ミツワマーケットプレイス （１６）
・トレイダー・ジョーズ （１６）
・マルカイ （１４）
・ラルフズ （１０）
・コストコ （６）
・ボンズ（５）
・９９ランチマーケット （５）
・ヘンリーズ （３）
・レストランデポ （２）
・アルバートソン（２）
・ニジヤ （２）
・有機栽培農家のマーケット
・ユナイテッドナチュラルフーズ
・生協
・マザーズマーケット
・ウエアハウス
・ハイヴィー

・ホールサム・チョイス
・スタージョー
・maruchanマーケット
・Lueken’s フーズ
・ファーマーズマーケット
・リトルトーキョー
・エビス
・Starter bros
・ブリストルファームズ
・Buying Club
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■ アンケート調査結果 ７

★本日の感想などご自由に書いて下さい

・素晴らしいイベントでした。 （１４）
・ありがとうございます。 （８）
・是非また来たい！ （５）
・素晴らしい体験をしました。 （２）
・料理がとても美味しかった。
・楽しかった。 （３）
・お寿司が美味しかったです （２）
・想像以上でした。素晴らしい売り場担当に素敵な展示でした。次回はお持ち帰り袋がほしいです。
・大変なご尽力とコストがかかったとは思いますが、
イベントを開催してくれてありがとうございました。

・お酒が美味しかった。
・この集まりは本当に素晴らしく、美しかったです。まるで、雪化粧した富士山のようでした。
・素晴らしいお料理を食べて、大変幸せでした。
・とてもよく企画されていた。おいしい食べ物と飲み物でした。
・わさびもとても良かった。
・魚、寿司、が素晴らしい。お酒も素晴らしい。どうしたらもっと情報が得られるのかが知りたい。
・素晴らしいプレゼンテーション
・とてもフレンドリー。
・素晴らしい食事と商品をありがとうございました。知識がとても広がりました。
・アジアのマーケットに多くの人が来るようにしてほしいと思います。
・わくわくする見本市だった。出展者が非常に礼儀正しい。非常によく説明をしてくれた。
・展示も雰囲気も良かった。
・すばらしい展示で、情報がたくさん得られたイベントだった。
・伝統的な踊りや芸者の出るお祭りで、日本食を出すのは良い考えだと思う。
良い仕事を続けてください。

・日本の踊りも素晴らしかった。踊りも一緒に紹介してはどうか？
・飲物がおいしかった。
・今夜ご招待いただいて非常にうれしかったです！
伝統的な食品だけでなく、現代風に料理したものもあったのがよかった。
また、商品がバラエティに富んでいたのが素晴らしかったし、味も素晴らしかったです！

・多くの情報を得ることができました。
・もっとたくさんの食品を出してほしい（野菜、シーフードなど）。
・和牛は非常に上品だと思った。
・テーブル席について試食できるようにするべき。
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■ ジェイコム所感

【輸送について】

・ロサンゼルス向けには多数の日本企業が輸出を行っている為、各社の特性、得意分野に応じて、品目を振り分けて輸
送することにより、期日までに確実に現地に届けれるよう配慮した。また、品質保持期限の長いもの、短いものに分け、長
いものについては船便で輸送し、短いものについては空輸便にて輸送することにより、経費削減に努めた。また、FDA登
録や成分表の明示等、経験豊富な輸出入業者のアドバイスに基づいて行うことにより、輸送上のトラブル回避を心がけた。

・和牛、長芋については、既に確立している輸送ルートがある為、そのルートを活用することにより高品質で確実に輸送を
行った。

【展示・PRについて】

・巨大スクリーンに料理デモの実況中継を映しだすことにより、広い会場内のどこからも、メインステージの様子をご覧い
ただくことができ、効果的なPR手法となっていた。また、この巨大スクリーンに「御馳走DVD」を上映することにより、日本
料理の魅力をPRした。

・横断幕（大・小）を会場内各2か所に掲示し、のぼりを最大限まで伸ばして主要個所に設置することにより、広い会場内で
も目立つよう、農林水産省ブースの装飾として使用した。

・「展示PRコーナー」と「アンケート・お土産配布コーナー」を隣接させることにより、アンケートコーナーにお立ち寄りいただ
いた招待客の方々にもPRコーナーを鑑賞いただくことができた。

・招待客によっては、試食メニューとアンケート項目上の品目とが連動できていない方もいた。広い会場内では難しいが、
展示物とメニュー、アンケートの項目を連動させるための工夫が必要である。

・今回いくつかの食材については、実物の展示ができなかった。これは、今回のような大規模なレセプションにおいて、展
示用と調理用の食材を分けずに郵送してしまったことが原因であると考えられる。特に大規模なレセプションにおいては、
輸送時に展示用と調理用を明示しておくことが必要であると感じた。

・部位毎に展示用の和牛が確保できなかったこともあり、部位毎のPRが十分にできなかった。

・アンケートの実施を何度もアナウンスいただき、お土産と引き換えとすることで、大量に回収することができた。

・お土産袋には「The Delight of Japanese Food」パンフレット、「御馳走」DVDの他に、各品目毎の紹介チラシ、各社から無
償提供いただいたサンプル（味噌、抹茶、緑茶、醤油、酢等）を封入し、帰宅後も紹介した食材について理解を深めていた
だけるよう心がけた。

【食材について】

・和牛について・・・とても美味しいとの意見が大半を占める一方で、脂肪が多すぎるとの意見も聞かれた。健康志向の方
には、健康面での優位性をアピールすることが肝要である。

・緑茶について・・・佐々木製茶が3名の担当者を派遣して下さった為、お茶のサーブから展示まで一括してお願いすること
ができた。

【その他】

・今回のWASHOKU Try Japan’s Good Food 事業は、ロサンゼルスで主催されたJapanese Food ＆ Sakeイベントの1部を
構成するものであり、招待者200名は1部へご招待し、2部は一般開放された。ほとんどの招待客が2部も引き続き残ってイ
ベントを堪能されていた。

【今後について】

・アンケートと引き換えにお土産を配布することで、かなりの回収率が望める。今後もこの手法は有効であると思われる。

・NATURAL PRODUCTS EXPO WEST等大規模な見本市の開催前日に行う事で、数多くの来場者が見込める。今回のイ
ベントも大盛況であった。

以上
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