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【研修会】
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【研修会】 実施概要

┃概況データ
参　加　数

┃【研修会】 開催概要

事 業 名

主  　催

開催日時

共　  催

協　  力

会    場

内　 容

平成 23 年度 農林水産物 ・ 食品 輸出オリエンテーションの会 北海道地区研修会

農林水産省 （北海道農政事務所）

国土交通省 北海道開発局

北海道ブランド ・ 広域的連携による輸出促進支援事業実行委員会

財団法人貿易 ・ 産業協力振興財団、 食クラスター連携協議体

2012 年 1 月 26 日 （木）　13 ： 00 ～ 17 ： 00

北海道経済センタービル　8 階　Ａホール

〒 060-8610　北海道札幌市中央区北 1 西 2

TEL ： 011-231-1332 （札幌商工会議所　国際部　貿易課）

13 ： 00 ～ 13 ： 15 主催者挨拶	

挨拶者／北海道農政事務所　所長　西岡　篤彦 氏

13 ： 15 ～ 14 ： 00 輸出実践講座 １

テーマ：新段階を迎えた農水産物輸出のポイント

　 　　　講師／アジアネット　田中 豊 氏

14 ： 00 ～ 14 ： 45 輸出実践講座 ２

	テーマ：長いも魂～先進の想いが 40 年を経た今、開花

   　　  講師／帯広市川西農業協同組合（JA 帯広かわにし） 

 　　  　農産部部長役　広域流通統括　常田　馨 氏

15 ： 00 ～ 15 ： 45 輸出実践手続講座 ３

テーマ：各国規制・証明書・放射能検査関連情報

　 　　 講師／北海道農政事務所　農政推進部　経営・事業支援課　相澤　康志氏

テーマ：食品における放射能検査の実際

　 　　 講師／株式会社ユニチカ環境技術センター　東京営業所長　立脇　征弘 氏

15 ： 45 ～ 16 ： 45 質疑応答

参加者からの輸出に関する質問に講師が解答した

16 ： 45 ～ 17 ： 00 展示 ・ 商談会 詳細説明

後日開催される 【展示・商談会】 の概要について事務局より説明した

概況項目 参加企業 参加人数

研修会 86 120
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【研修会】 実施概要

┃募集方法

┃募集・告知チラシ

募集開始

仕     様

募集締切

印刷部数

配布先

募集方法

2011 年 11 月 15 日

2011 年 12 月 12 日

募集方法としてはチラシを２０００枚作成し、農林水産省北海道農政事務所より送付先
及び枚数指定の指示により郵送した。
その送付先より関係各所へ配布してもらった。
そのチラシにＷＥＢ受付用ＵＲＬとＦＡＸ申込用紙を掲載し二つの方法で申込受付がで
きるようにした。
１月１６日北海道農政事務所よりプレスリリース
１月１７日に「食クラスター連携協議体ニュース」内に開催案内等関係各所よりメール
マガジンで開催案内・参加募集を行った。

「輸出オリエンテーションの会　北海道地区研修会」について弊社ホームページで事業内
容を紹介し、ＷＥＢ受付ＵＲＬにリンクを貼って申込誘導した。

2,000 枚

Ａ４サイズ、 マットコート 90 ｋｇ、 両面 4 色

●札幌商工会議所  700枚  ●北海道開発局  300枚  ●北海道経済産業局  50枚
●北海道経済部経営支援局  100枚
●北海道農政事務所  850枚  

┃公式ホームページ
Ｕ　Ｒ　Ｌ

チラシの掲載内容は以下の通りである。

● ｢輸出オリエンテーションの会｣ とは　　　●開催日時、会場（地図含む）
●研修会スケジュール　　　　　　　　　　　●各講師プロフィール
●講義テーマ　　　　　　　　　　　　　　　●ＷＥＢ受付ＵＲＬ
●ＦＡＸ申込フォーム　　　　　　　　　　　●主催、共催、協力者名
●お問合せ先

2011 年 11 月 15 日（火）より「輸出オリエンテーションの会　北海道研修会」のホームページをオー

プンし、ＷＥＢ上にて直接参加登録申込を可能とした。（受付を開始）

募集期間に関しては開催前段階で定員に達していなかった為、ＷＥＢもオープンにしたまま当日受付

も可能とし、現場での参加申込も受け付けた。

北海道地区は他主催同種のセミナー等が１２月に開催されていた為に協賛者・協力者等関係各所より

日程変更の意見が出た。その意見により研修会は１月下旬の１月２６日開催となった。
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┃開催概況
内　 容 13 ： 00 ～ 13 ： 15 主催者挨拶	

北海道農政事務所より主催者挨拶をしていただいた。

北海道農政事務所　所長　西岡　篤彦 氏

日本全体の輸出取り扱いについて、震災前の状況と震災後の規制等の厳しい状況の説明。

13 ： 15 ～ 14 ： 00 輸出実践講座 １

海外での販売促進イベントなども行われている貿易コンサルタント的存在の田中豊氏に講

義をお願いした。

テーマ ：新段階を迎えた農水産物輸出のポイント

講師／九州での成功事例商品についての話を交えながら、海外販売施設での実際の現場写

真などの入った資料をパワーポイントで作成していただき、当日スクリーンに映しながら

説明していただいた。

現場での苦労話や、実際に国内で売れ残る商品や売り物にならない商品はパッケージを変更

して安く販売するなど、実物商品を掲げながらアイデアが必要不可欠という内容であった。

（資料は参加者に配布）

14 ： 00 ～ 14 ： 45 輸出実践講座 ２

国内での生産者側であり輸出まですすめてきたＪＡ帯広川西の常田馨氏に講義をお願いした。

テーマ ：長いも魂〜先進の想いが 40 年を経た今、開花

講師／帯広市川西農業共同組合　農産部部長役　広域流通統括　常田　馨 氏

一農産物を輸出までにもっていく過程での苦労話や実際に行き詰った問題点、問題を解決

していった内容をパワーポイントに図・写真を使って解り易く作成していただき、写しな

がら説明していただいた。発表内容をまとめた A4 サイズの配布資料を見ながらの講義で

あった。（資料は参加者に配布）

15 ： 00 ～ 15 ： 45 輸出実践手続講座 ３

テーマ：各国規制・証明書・放射能検査関連情報

講師／北海道農政事務所 農政推進部　経営・事業支援課 　相澤　康志 氏

実践の手続き講座として、北海道農政事務所担当者が規制・証明・検査等の現状の資料を

配布し参加者に見ていただきながら説明を行った。

具体的に読み上げながら、規制が緩和されつつある国やまだまだ厳しそうな国などの状況

を説明していただいた。（資料は参加者に配布）

15 ： 45 ～ 16 ： 45 質疑応答

参加者からの輸出に関する質問に講師が回答した

Ｑ：輸出をする際に必要な手続きはどこで聞けばよいのか？

Ａ：農林水産省のホームページに掲載されているのでご覧いただきたい

Ｑ：放射能検査などについてはどこに行けばいいのか？

Ａ：これも内容によって様々である

Ｑ：この研修会で説明できるように担当発表者は勉強すべきでは？

Ａ：回答が不十分だった、県の担当者より回答する

Ａ：県事務所で詳しい案内をし、生産地証明等についても説明をする

【研修会】 開催概況
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16 ： 45 ～ 17 ： 00 展示 ・ 商談会 詳細説明

後日開催される 【展示・商談会】 の概要について事務局より説明した。

●開催日時、会場

●参加受付方法

●内容（パネルディスカッション、バイヤー講座、試食会、商談会）について

上記の内容が掲載されたパンフレットの速報版を配布し説明と参加の案内誘導を行った。

【研修会】 開催概況
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┃開催概況

研修会は、北海道経済センタービル　8階　「Ａホール」を会場
として、定刻で開始した。

冒頭、主催者を代表して、農林水産省	北海道農政事務所	西岡　所長	が
挨拶を述べた後、4名の識者による講演をスタートした。

一人目の講師は、アジアネット　田中	豊	氏。田中氏には、『新段
階を迎えた農水産物輸出のポイント』というテーマでお話しいた
だいた。

続いて、二人目の講師、帯広市川西農業協同組合	（JA帯広かわ
にし）	農産部部長役　広域流通統括　常田　馨氏。常田氏には、
『長いも魂～先進の想いが 40 年を経た今、開花』というテーマ
でお話しいただいた。

この後15分間の休憩をはさみ、三人目の講師、農林水産省　北海道農政事務所　農政推進部　経営・事業支援課　
相澤	氏に、『各国規制・証明書・放射能検査関連情報』をテーマにお話しいただいた。

続けて、四人目の講師、株式会社ユニチカ環境技術センター　東京営業所長　立脇　征弘	氏に、『食品における放射
能検査の実際』をテーマにお話しいただいた。

続いて、「質疑応答」の時間を設け、ご来場いただいた皆様から、輸出に対する高い意欲を反映し、輸出実践につな
がる活発な質問と講師による的確な回答があった。

最後に、輸出オリエンテーションの会事務局より、翌2月に開催される『輸出促進セミナー＆展示・商談会』への参
加呼びかけとご説明をさせていただいた。

講演内容要約

会場の様子

【研修会】 開催概況

輸出実践講座①

＜現在の状況＞

　今年のお正月は、欧州経済危機の問題、円高の問
題、そして東日本大震災からの復旧・復興という状
況の中、必ずしも明るい気持ちでなかった。それに
加え最近ではイランのホルムズ海峡の話題で、長期
的に燃料代が上がる可能性、また日本が31年ぶり
に貿易赤字に変わったということで、これまでのメー
ド・イン・ジャパンを全世界に輸出して得た外貨で
世界中から餌の飼料や食料を輸入していたという構

新段階を迎えた農水産物輸出のポイント

造が変わるかもしれない。それに加えて六重苦とい
われる現下の日本の厳しい状況で私どもをスタート
した。
　去年震災、原発問題では、世界中に放射能につい
ての風評被害も含めていろいろと大変なことが報道
された。その一方、農林水産省をはじめ外務省など
いろいろな人たちが、日本を応援しようと動いた。
海外と日本の間の絆もあった。例えば台湾が200
億円の義援金を出したり、香港でもトップの行政長
官まで出てこられて日本の食材は安全だというア

アジアネット
代表

田中 豊 氏
アジアビジネスプロデューサー。1958年福岡市生まれ。
山口大学経済学部卒業、日本国際貿易促進協会勤務。1991年アジアネット設立、2002年より日本産農産
物の海外販路開拓をサポート。農水省野菜輸出促進検討委員会委員や「輸出についてのヒント集」策定委員会
委員などを歴任。
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【研修会】 開催概況

ピールをされている。そのような中、北海道や九州
の商品については一時の厳しい風評から少し復活の
兆しがある。
　原発を除いても、日本はここ数年、気候変動で農
作物、水産物等は大変な影響を受けている。そうい
う中、生産者や現場の方々は非常に頑張っている。
われわれは国内外の販売開拓をますます強化してい
かなくてはならないが、国内のマーケットは今、厳
しい状況に立たされている。しかし、こういう厳し
い状況の中、特に地方が元気になるために、地域の
持つ強みをもっと発掘し生かして、そしてつないで
いってほしい。ご当地北海道の強みは「食と農」で
ある。食と農の部分について、皆さま方のお力でさ
らにもっと素晴らしい商品を発掘し、磨き上げ、そ
して国内外にかかわらずつないでいき、自信を持っ
て展開していただきたい。
　この５年ぐらい、全国的に特に農林水産物の輸出
において、北海道から沖縄に至るまで多くの皆さん
方が行動を始めて、販路開拓に海外まで出ていって
いる。食では、物だけではなく食べ方などで、日本
から外食産業や中食産業の皆さん方が今どんどん海
外に進出している。東南アジアでは、丼やおすしな
どの日本食がピザやハンバーガーに代わる可能性が
非常に大きいと感じるが、その裏には北海道や九州
などの皆さま方の努力があるだろう。また、海外の
販路開拓では、海外に行かなくても観光客を戦略的
に引き込むことで海外の人たちがお客さまになって
いるのである。

＜戦略編　なぜ今貴社は海外販路開
拓に挑むのか＞

　戦略として、円高や不景気など逆風の中、なぜ海
外販路開拓に挑むのか、きちんとした展望、ビジョ
ンを持ち、各社各様それぞれの背景と動機をしっか
りと押さえないと長続きはしない。それには５年後、
10年後の市場、販路をどのように考えているかに
目を移すと、チャンスがあるのかもしれない。今か
らでも遅いということは決してない。また海外に
チャレンジすることで、国内の販売力や商品力が高
まってくる相乗効果をもたらせることもできる。
　戦略で１つ事例を紹介する。福岡にあまおうとい
うイチゴがある。この戦略イチゴは、まだ５～６年
前に出たばかりのイチゴだが、今香港や台湾で非常
に売れるようになり、新聞やテレビで海外で人気
になっているとよく報道されている。これは規格外
のグローブ型になってしまったイチゴを、パックの
下にウレタンを引き１段積みしたものである。今
100トンぐらいの輸出量になっているが、このく
らいのイチゴを輸出しても、福岡県の生産者の手取
りが上がるわけではない。しかしこのイチゴは、国
内で報道していただくことで、短期間であまおうと

いうイチゴのブランド宣伝力が上がり、東京の市場
でトップブランドと肩を並べるだけのブランドにな
り、首都圏の高級デパートでも売れるほど国内で高
く売れている。まさに量は多くなくても、海外での
ブランド化することで高級ブランドとなった事例で
ある。

＜戦術編　海外輸出に向けての心構
え、活動のヒント＞

　具体的にどのように展開していくか、簡単に紹介
する。
　まず大事なことは、海外では本気でやる、片手間
ではできないということである。継続は必須で、ま
ずは自社が主体で向こうのマーケットに合わせてや
りながら、修正していかなければならない。
　今日本では間接輸出が主流で、窓口の商社を通し
て決済して、リスクを減らしている。プロの方に決
済や物流をお願いするわけだが、販売の現場には作
り手も立つことが重要である。
　商談会・販促活動に臨むに当たっては、消費者や
現地のバイヤーと一緒になって販路は開拓するもの
で、海外に足を運び、ニーズを聞き、商品を絞り込
み、戦略、戦術を立ていく必要がある。商談会に立
ち会っても、試食・DVDを流すなどして名刺を集
めているだけでは駄目だ。これは国内も海外も一緒
である。やはりきちんと目的意識を持たなくてはな
らない。皆さま方は、情報収集、テストマーケティ
ング、そしていいパートナー、一緒になって販路開
拓ができる人を探しに行くので、そのためにはかな
りどん欲に、ほかの国からもいいところを学んでい
ただきたい。商談会では自社の商品を海外の人の心
に本当に触れるようなメッセージが端的に訴えられ
るかが非常に重要である。それで商談の成功の可能
性はかなり変わってくる。
　今は農産品も含め、輸出は厳しい状況である。海
外に行くと２～３倍の価格で売れるが、国内で出す
よりコストが掛かるため、生産者の手取りは増えな
い。また、日本の優位性も弱まり、国内流通の延
長線で売れる時代は終わった。今日の演題の「新段
階を迎えた輸出」とはそこである。消費の現場、海
外の現場のことを知らないと戦えなくなっているの
だ。
　それから売り込む方法は一つではなく、10社あ
れば 10通りあっていいと思うが、やってみなけ
れば分からないことが往々にしてあるし、誰がどの
ように売るのか、この部分についての視点が欠けて
いる方が多い。しかし一番大事なことは、やはり物
流と決済である。つまり商流と物流をしっかり組み
立てるところからスタートするわけである。物流の
プロをチームに引き込み見方にして、一緒になって
戦っていく必要がある。また、イチゴのあまおうの
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ように規格外のものを売り物にする、観光と物産を
一緒にする、食材を海外の食べ方で使うなどして売
り込む方法もある。
　食と農というのは、単なる物を並べただけでは、
あるいは日本産というだけでは売れない段階に入っ
た。そのためにも、北海道や日本でどのように食べ
ていると紹介されているか、現地でどのように食べ
ているかということも観察することが大事である。
やはり国によって感じ方は違うので、うまく観察し
てそれを応用すると新しい情報が入ってくるのであ
る。
　このような大変な逆風下で輸出を実現するため
に、私が10年ぐらいやってきて改めて思うことは、
やはり常にいろいろなことがある中で、ピンチを常
にチャンスに変えていくタフさが必須である。それ
から、ハードルが高ければ高いほどチャレンジする
というフロンティアスピリットで、海外を弾みにし

て国内のブランド力を上げていく。また、北海道で
はフード特区というメリットを使い、１社でやるの
ではなく、北海道、農水省、国交省、経済省、物流
などの皆さん方とチームを組んで皆さんのパワーで
やっていただきたい。
　新事業で再生を目指す皆さんへのメッセージとし
て、これからも地産地消、自給率を高めることがベー
スに、主戦場は国内であることを理解した上で、ロー
カルに行動し、アンテナは世界中に張り巡らせてほ
しい。それから海外のニーズに応えられる商品か売
り方を一生懸命研究して、海外にチャレンジされる
ことで、北海道の素晴らしさ、強さ、自信を改めて
再認識しながら、国内での六次産業化あるいは農商
工連携をぜひ突破していただきたい。
　日本を元気にしていく中心が北海道であり、その
次に九州が続きたいと思っている。
（終了）

【研修会】 開催概況



10平成 23 年度 農林水産省 輸出倍増リード事業　「輸出オリエンテーションの会」北海道地区　実施報告書

はうようにポールを立てる。また農薬を少なくする
ためと害虫のアブラムシが寄り付かないようにシル
バーテープを装着する。
　８月～９月になるとイモらしいイモになり、ここ
から一気に成長し肥大していく。８月後半には、ポー
ルの高さまで葉が茂る。地下も長いが、地上にも非
常に長い作物である。10月下旬につるを降ろし収
穫をするが、11 月・12 月に出荷される長芋は、
収穫を急ぐがあまりに未熟なイモになるため、する
と非常に黒くなりやすく、クレームが多いので、しっ
かり霜が降りて枯れてから収穫するというルールに
している。
　収穫は、現在は長いもが植わっている畝と畝の間
をバックホーで掘り、その真ん中に人が入って両脇
の長いもを傷つかないように手で丁寧に彫り上げて
いく。そしてコンテナに詰め、農協に出荷する。出
荷された長いもについては農協の仕事になる。生産
者はいいものを作り、私ども農協はそれにこたえて
販売をしていく、これが農協と生産者の役割分担で
ある。

＜洗浄選別出荷編＞

　長いもには旬がないので、通年出荷している。収
穫時期は一応 11月だが、11月に全体の 60％を
収穫して、残りの40％は畑にそのまま眠らせ越冬
させ、４月に掘る。越冬した長いもは、内部成分の
でんぷんが分解して糖になるため非常においしいと
いわれている。貯蔵すればするほど甘味が増してく
るのである。
　工場は今、１日 70 トン、10 キロ段ボールで
7,000～ 8,000ケースの選別をする、特許も取っ
た国内最大の工場である。水中でコンテナをひっく
り返し、水中から上がってきた長いもを洗浄機の中
に入れ、非接触洗浄している。輸出の際、洗い上が
りの白さが価格の評価にされるぐらい海外のお客さ
んの見方は厳しい。それから土が農産物に付いてい
ると検疫ですべて引っ掛かるため、洗浄は厳格にし

　私どもは長いも輸出を始めて13年目になる。14
年前、私どもの輸出の実績はゼロだった。現在は十
勝管内で８農協、約500ヘクタール、１年間の総
生産量２万トン、総販売額約50億円になる。その
うちの10％に当たる約５億円を輸出する実績まで
たどり着いた。輸出の成功の原因の一つには、この
広域事業があると思う。40フィートコンテナ（約
17トン）のオーダーは、小さいところは何日もか
かるが、私どもは２日で積める。
　長いもという作物は皆さん方もぴんとこないと思
うが、農産物では本当に目立たないマイナー作物で
ある。しかし目立たないが故に競合が少ないことが
キーとなり、輸出につながった。生産を始めて40
年の歴史の中で、先達が苦労して育てたものがやっ
と今開花したのである。
　長いもは台湾では山薬（サンヤオ）と呼ばれる漢
方薬であり、アジアの方々には滋養強壮効果がある
など、体に非常にいいとされていて、そのような背
景も輸出の追い風になった。

＜圃場生育編＞

　ノウハウについては、私どもが輸出している長い
もの生産現場を語ることが答えになると思い、本日
は生産現場の紹介を兼ねながら私どもの輸出事業に
ついてお話しする。
　畑での作業をご紹介する。長芋は青森が主産地で
あり、私どもは後発である。青森の種いもはムカゴ
を使い増殖させるが、私どもはイモ増殖でやってい
る。イモ増殖では１個の種いもから１本の長芋しか
できないため、長芋は高価になる。また、長芋を作
る畑の条件は、１メートル掘っても石が出ない畑、
また粘土質の畑は不可ということで、十勝は火山灰
土なので非常に適した土壌である。トレンチャーの
チェーンを回転させ、深さ１メートルをふかふかな
状態にして、そこに種いもを植える。５月中旬から
発芽し、畝に一つ一つ等間隔に植えていく。長芋は
茎葉が３メートルぐらい上に上がるため、その葉が

輸出実践講座②

『長いも魂～
先進の想いが 40 年を経た今、開花』

帯広市川西農業協同組合（JA 帯広かわにし）
農産部部長 広域流通統括

常田 馨 氏
昭和53年 4月 JA帯広かわにし入職。2008年 3月同 JAは国内の農産物の選果場で例のないHACCP認
証を取得し、チームリーダーとしてその任にあたる。現在は青果物全般の販売を統括し、特に長いもの海外輸
出を担当。各種講演でも講師を務めている。

【研修会】 開催概況
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なければならない。
　それから選別については、平成16年に機械メー
カーと共同開発をしてパテントを取り、無人で選別
をする機械を造った。しかし、機械が誤判定したも
のは最終的には箱詰め段階できちんと人の目で選別
している。
　今、台湾輸出はＰＢ（プライベートブランド）で
やっている。海外に輸出する際には、品質を劣化さ
せないため、いろいろな工夫をしている。例えばお
がくずの緩衝剤にプラスアルファで、２段目に入れ
る長いもの間に段ボールのシートを緩衝剤として入
れる。このことにより、長芋が傷んでいるというク
レームがぴたっと止まった。海外でクレームがあっ
たときには「すぐにやります。必ず解決します」と
すぐに返事をして、きちんと誠意を持って対応する
意思表示をはっきりすることが大事なことだと思
う。
　平成 18年には地域団体商標を取得した。これ
により高く売れることはないが、生産者の任意団体
でこのようなものを取ると、いいかげんなことはで
きないという生産者の意識の向上には非常に貢献で
きたと思っている。また、東日本大震災以降の放射
能の問題で輸出が滞った商品もあるが、長いもは全
く影響がなかった。台湾から産地証明をしてほしい
と言われたときに、地域団体商標が第三者認証、い
わゆる国が認証した産地証明につながり、功を奏し
た。現在でも台湾に輸出する長いもには商標登録を
コピーして、送り状に付けて輸出している。

＜海外輸出編＞

　台湾の長いもは１メートル50センチぐらい、１
本10キロ以上あり、見面が非常に悪く、味が全然
ないし、粘りも少ない。これと比較して日本の長い
もはおいしいと評価していただいた。台湾で一番欲
しがる規格は４Ｌで、１本1,400グラム以上であ
る。日本の規格は２Ｌで１本900グラムなので規
格外売ることで生産者のメリットにつながる。
　輸出については、海上コンテナを直接倉庫に付け
て海上コンテナに積んで、40フィートコンテナ（約
17トン）をそのまま輸出する。
　輸出を広げようということで、６～７年前にシン
ガポールでわれわれ職員が自ら出向いてマネキン販
売をやった。すり下ろして出しても駄目だったた
め、いろいろ試行錯誤した結果、長いもジュースと
いう売り方をしたところ非常に受けて、１週間いる
予定が３日間で完売したほどだった。やはりその国
に合った食べ方を教えるということはとても大事で
ある。そうしないと商品は売れないということを痛

感した。

＜販売戦略編＞

　長芋の効能、機能性について科学的に分析したと
ころ、生で食べるとコレステロール値が下がる、大
腸ポリープの抑制効果がある、それからインフルエ
ンザに有効などというデータも出ている。また、規
格外品を使った発泡酒、酢、冷凍トロロの商品もで
きた。

＜ＨＡＣＣＰの導入＞

　私どもの工場はＨＡＣＣＰの認証工場になってい
る。多分農産物の選果場としては国内で例がないと
思う。ＣＣＰは異物混入の廃絶と残留農薬の徹底排
除の２点である。そして、工場の中には金属探知器
を３台入れている。おがくずの中に金属が入ってい
る可能性があるので、流通過程の中で、例えばスー
パーのバックヤードで長いもを取り出す作業のとき
にパートさんが金属に触れてけがをしないように、
おがくずに金属が入っていたら、すべて詰め替えを
するという製造工程になっている。
　それからトレーサビリティを導入し、商品一つ一
つにバーコードを張り付け、その商品の生産者ある
いは生産履歴がきちんとリンクされているので、ト
ラブルがあったときには検索することができる。ま
た重労働は機械化により合理化して、とにかくコス
トを安くしようという取り組みをしている。
　問題なのは、今ポジティブリスト制度という法律
があり、残留農薬で基準を超えたものが検出された
ら、出荷者は回収の義務を法律上負っている。それ
をクリアしないと、ＨＡＣＣＰ認証にはならない。
　ＨＡＣＣＰ認証には費用が掛かるので、費用対効
果のある作物でないとできないと思う。私どもも輸
出に取り組んでいなければここまで踏み込むことは
多分なかったし、特にアメリカからは、農作物でも
ＨＡＣＣＰ認証の製造工程を問われる時期がいずれ
来ると思っているので、一つの先行投資としてやっ
ている。そういうことも生産者にきちんと理解をし
ていただいた上で、費用負担も了解を得ながらや
る。これは農協の仕組みなので、そういったコミュ
ニケーションをきちんとやらないといけない。
　輸出の上での非常に重要なポイントは物流と代金
決裁であり、きちんとしたパートナーとやらないと、
やっていることがすべて無駄になってしまう。
　やはり輸出は何でもできるということではなく、
絶対的に競合相手が少ないことは成功する一つの要
因であり、私どもは今後ユリ根も輸出をしていこう
と考えている。

【研修会】 開催概況
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【研修会】 アンケート集計

┃『輸出オリエンテーションの会』北海道地区
　研修会アンケート集計結果 開催日　2012 年 1 月 26 日

今回の 『輸出オリエンテーションの会』 研修会で最も役に立ったと思われるのは

 どのプログラムですか？
⇨

【コメント例】⇨

　○　輸出に関係する課題や問題点を知ることができた

　○　輸出をするという事がどういうことか良くわかった、チャレンジしてみたいと思った

　○　輸出の重要な・実践的な戦略面のポイントを聞けて参考になった　　

　○　発想（考え方）のヒントがもらえて良かった

　○　新しい視点・発想と行動により可能性を実現するための意義を理解できた、

      私も実践参加者の一人となりたいと思った
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【輸出促進セミナー＆展示・商談会】
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┃開催概要

事 業 名

主  　催

共　  催

協　  力

開催日時

会    場

内　 容

平成 23 年度 農林水産省 輸出倍増リード事業 輸出オリエンテーションの会

輸出促進セミナー＆展示 ・ 商談会 （北海道地区）

農林水産省 （北海道農政事務所）

国土交通省 北海道開発局

北海道ブランド ・ 広域的連携による輸出促進支援事業実行委員会

財団法人貿易 ・ 産業協力振興財団、 食クラスター連携協議体

輸出促進セミナー　　2012 年　　2 月 15 日 （水）　　14 ： 00 ～ 17 ： 15

展示 ・ 商談会    2 月 16 日 （木）　　10 ： 00 ～ 17 ： 00

ホテルグランドパレス　　　　　輸出促進セミナー　　 　　 3F ロイトンホールＤ

    　　展示 ・ 商談会　　　　　　　3F ロイトンホールＤ 

〒 060-0001　北海道札幌市中央区北 1 条西 11-1　TEL ： 011-271-2711 （代）

■輸出促進セミナー　2 月 15 日 （水）

14 ： 00 ～ 14 ： 10 主催者挨拶

挨拶者／北海道農政事務所　所長 西岡　篤彦氏

  国土交通省　北海道開発局　次長　永杉　伸彦 氏

14 ： 10 ～ 15 ： 00 パネルディスカッション

テーマ ： いま海外市場開拓に求められるもの

 コーディネーター アジアネット    田中 豊 氏

 パネラー  クラウン貿易株式会社 　千原 伸泰 氏

    ジャイアントユニオン 　Ｊｏｈｎ Ｋｕｏ 氏

    ダイショータイランド　 幅野 修平 氏

    株式会社 ユニットコム　前谷 正弘 氏 

15 ： 00 ～ 15 ： 50 バイヤー講座

テーマ ： 現地での成功事例 選定するポイント

     講師／ジャイアントユニオン　　John Kuo 氏

15 ： 50 ～ 16 ： 00 質疑応答

参加者からの輸出に関する質問に講師が解答した

16 ： 00 ～ 17 ： 15 イントロダクションタイム

参加者に当日参加のバイヤーを紹介し、名刺交換や情報交換の時間を設けた

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 実施概要
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┃開催概要

┃概況データ

内　　容

参　加　数

商　談　数

■展示 ・ 商談会　2 月 16 日 （木）

10 ： 00 ～ 11 ： 00 試食会

11 ： 00 ～ 16 ： 00 マッチング商談会

16 ： 00 ～ 17 ： 00 リクエスト商談会

全体 平均 全体 平均

180 9 175 6

成立商談件数

継続 （可能性有） 商談件数

商談回数

4

85

概況項目
概況数

バイヤー 出展者

概況項目 参加企業 参加人数

輸出促進セミナー （※研修会に参加した企業は21社） 46 69

展示・商談会   （※輸出促進セミナーに参加した企業は22社） 29 57

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 実施概要

┃開催概要
募集開始

募集締切

募集方法

2011 年 12 月 16 日 （金）

2012 年　 2 月 16 日 （木）

募集方法としてはパンフレットを 2000 部作成し、農林水産省北海道農政事務所より送付
先及び枚数指定の指示により郵送した。
その送付先より関係各所へ配布してもらった。
そのチラシにＷＥＢ受付用ＵＲＬとＦＡＸ申込用紙を掲載し二つの方法で申込受付がで
きるようにした。
北海道農政事務所より関係各所へ依頼し、各会員へのメールマガジンで募集・案内を行った。

「輸出オリエンテーションの会　北海道地区　輸出促進セミナー＆展示・商談会」につい
て弊社ホームページで事業内容を紹介し、ＷＥＢ受付ＵＲＬにリンクを貼って申込誘導
した。
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┃募集・告知チラシ

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 募集手段

仕     様

印刷部数

配布先

2,000 部

Ａ３サイズ、 マットコート 90 ｋｇ、 両面 4 色

●札幌商工会議所  700 部  ●北海道開発局  300 部  ●北海道経済産業局  50 部
●北海道経済部経営支援局  100 部
●北海道農政事務所  850 部

┃公式ホームページ

Ｕ　Ｒ　Ｌ

チラシの掲載内容は以下の通りである。

●開催日時、会場（地図含む）　　　　　　　　
●輸出促進セミナー＆展示商談会スケジュール及び内容　　　　　　　　　　
●輸出専門家からのアドバイス
●参加予定バイヤー　　　　　　　　●ＷＥＢ受付ＵＲＬ
●ＦＡＸ申込フォーム　　　　　　　 ●主催、共催、協力者名
●お問合せ先

2011 年 12 月 16 日（金）より「輸出オリエンテーションの会　北海道地区　輸出促進セミナー＆展示・

商談会」のホームページをオープンしＷＥＢ上にて直接参加登録申込を可能とした。

（受付を開始）

募集期間に関しては開催前段階で定員に達していなかった為、セミナーについてはＷＥＢもオープン

にしたまま当日受付も可能とし、現場での参加申込も受け付けた。
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

14 ： 00 ～ 14 ： 10 主催者挨拶

北海道農政事務所より主催者挨拶をしていただいた。

セミナー参加並びに翌日の展示・商談会参加への謝辞。北海道ブランドに強みも無いわけ

ではない。輸出に関しての数字も述べながら積み重ねていく事の大切さも含め国の協力体

制についても説明した。

北海道農政事務所　所長　　西岡　篤彦氏

共催者側から国土交通省より挨拶をしていただいた。

一丸となって協力する必要性がある事をアピール。

国土交通省　北海道開発局　次長　永杉　信彦氏

14 ： 10 ～ 15 ： 00 パネルディスカッション （詳細は P28 ・ 29 ・ 30 を参照）

テーマ ：いま海外市場開拓に求められるもの

コーディネーター  アジアネット  　　　 田中 豊 氏

パネラー   クラウン貿易　 　　　 千原　伸泰 氏

  　　　 ジャイアントユニオン　 Ｊｏｈｎ　Ｋｕｏ 氏

  　　　 ダイショータイランド　 幅野 修平 氏

  　　　 株式会社 ユニットコム 前谷　正弘 氏 

国内、海外バイヤーに集まっていただき、事前にテーマを伝えた上で各バイヤーの意見を

発表していただいた。

コーディネーターは貿易アドバイザー的に活動されている田中氏に依頼。時間制限がある

事も含め事前に内容や進行の打合せをしていた事もあり、大幅な時間のズレは無くスムー

ズに進行した。

各国の状況等を含めた発表であったので興味の持てる内容となった。

時間的には少し足りなかったが内容の濃いものとなった。

15 ： 00 ～ 15 ： 50 バイヤー講座 （詳細は P31 ・ 32 を参照）

テーマ ：現地での成功事例 選定するポイント

講師／ジャイアントユニオン　　Ｊｏｈｎ　Ｋｕｏ 氏

日本にも精通されているＫｕｏ氏にお願いした。

アメリカでの日本食ブーム、日本ブランドの状況説明に加え、農産物だけではなくメイド

インジャパン商品の位置的を任天堂やアニメに関する話でわかりやすく説明。

後半にそのような状況の中でいかに選ばれるかを考えさせられる講義。

風評被害やイメージなどマイナス部分にも触れ本当の意味での現地の現状が把握できる内

容だった。

パワーポイントを使って現場の写真などを入れ込んだものを作成していただき、スクリー

ンに映しながら講義していただいた。（資料の配布は無）

15 ： 50 ～ 16 ： 00 質疑応答

参加者からの輸出に関する質問に講師が回答した。（要約に含む）

┃【輸出促進セミナー＆展示・商談会】 開催概要

内　 容

開 催 日 2012 年 2 月　15 日 （水）
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

会場レイアウト

16 ： 00 ～ 17 ： 15 イントロダクションタイム

セミナーから参加のバイヤーと、途中から参加のバイヤーに会場前方に出てもらい（実際には人数が

多かった為下手側）会社名・国名・地域名などの自己紹介をしていただいた。

『イントロダクションタイム』は翌日の展示商談会に役立てるため、名刺交換の時間を設けた。今回

の展示商談会に参加できない又は参加されない生産者・企業にも、来年に繋がる機会となった。

ロイトン札幌　3F　ロイトンホール D
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┃【輸出促進セミナー】 開催概況

輸出促進セミナーは、ロイトン札幌	3階	「ロイトンホールＤ」を会場として、定刻で開始した。

冒頭、主催者を代表して、農林水産省　北海道農政事務所　西岡	所長が挨拶を述べ、続いて、国土交通省　北海道開発局
永杉次長	が挨拶を述べた後、5名の識者による講演をスタートした。

まず始めに行われたのはパネルディスカッション。パネラーに、クラウン貿易株式会社　千原	伸泰	氏、ジャイアントユ
ニオン　Ｊｏｈｎ	Ｋｕｏ	氏、ダイショータイランド　幅野	修平	氏、株式会社ユニットコム　前谷	正弘	氏の 4人と、コー
ディネーターにはアジアネット	田中	豊	氏を迎え、『いま海外市場に求められるもの』というテーマでお話しいただいた。

続いて、バイヤー講座として、パネルディスカッションのパネラーとしてもご登壇いただいた、ジャイアントユニオ
ン　Ｊｏｈｎ	Ｋｕｏ	氏に、『現地での成功事例 選定するポイント』をテーマにお話しいただいた。

この後、「質疑応答」の時間を設け、ご来場いただいた皆様から、輸出に対する高い意欲を反映し、輸出実践につな
がる活発な質問と講師による的確な回答があった。

最後に、「イントロダクションタイム」として、当日来場しているバイヤーを来場者に紹介し、名刺交換、情報交換
の時間を設け、来場者の皆さんにはたくさんの情報収集をしていただいた。

講演内容要約

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

パネルディスカッション

田中：今日は世界から４名の流通、貿易、販売の専
門家の皆さまにお越しいただいた。円高、放射能、
欧州危機という大変な大逆風の中で、一体どうすれ
ば販路開拓が実現できるのか、継続的になるのか。
今日のテーマ「いま海外市場に求められもの」、ある
いは「海外市場で受け入れられるために、いま北海
道の皆さま方がどのような強みを発揮してやるべき
か」について、皆さま方からヒントを伺いたいと思う。
千原：弊社はことし創業50年になる日本食品の輸
出専門商社である。
　輸出の正否については、自社製品が海外の市場で
消費されることがイメージできるかどうかにかかっ
ている。イメージするためには自社製品をどこの国・
地域のどんな人種の方に買っていただくのか、業態
はホールセールかリテールか、輸出形態は自らが輸
出主体者か、輸出専門商社を介すのかなどの方法で
ターゲットを絞ることが大切である。また情報収集
も重要で、例えばアメリカだったら日系のスーパー
のウェブサイトを見て、自社製品の類似製品、値段
について調査することをお勧めする。先発が多数あ

「いま海外市場に求められるもの」
コーディネーター : アジアネット	田中	豊	　
パネリスト：日本	クラウン貿易株式会社	千原泰／	アメリカ	Giant	Union	Co.,	Inc.	John	Kuo ／	
　　　　　　タイ	Daisho（Thailand）Co.,Ltd.		幅野	修平／日本	ユニットコム株式会社	前谷正弘

る場合はおのずと競争になり、そこに参入するには
よほどのメリットがないと難しく、そのために商品
力（価格、品質、おいしさ、パッケージのよさ）を
精査するべきである。このあたりについては、輸出
専門業者が協力できるところはお手伝いさせていた
だきたい。もし自社製品が海外市場にない場合、類
似製品がない場合は先発の利はある。しかし、全く
知らないものだから、もちろんおいしさも必要だが、
例えば原材料、食べ方、効果などを上手に説明しな
ければならない。従って、整理して自社の製品がど
のカテゴリーに入っているのか認識することが大事
である。日本食はすしで非常に人気になったので、
すし関連のしょうゆ、わさび、お酢、のり、米、お
茶などの商品は説明する必要はない。ほかに説明が
少なくて済む商品は、日本のお菓子、飲料、酒である。
　それから、各国・地域により輸入規制がある。今
回の原発問題でもかなりの地域、国で輸入規制が引
かれているが、それ以外でも、もともと畜肉、水産、
卵、乳製品の原材料の製品カテゴリー、甘味料、着
色料では割と規制を設けている国が多い。このあた
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

りの情報は、農水省さん、JETROさんが作られた
本に規制関連の問題や輸出に際しての実際の成功事
例が豊富に載っているので、参考になる。
　最近、日本食で評判のいいものは、洋菓子も含め
た日本のお菓子、日本のカレー、ラーメン、讃岐う
どん、少し前になるが枝豆、またユズを使った料理
のソースがある。またラムネ（ビー玉の入っている
飲み物）の人気が非常に出ている。
　それから北海道物産展は非常に人気がある。北海
道には畜肉、乳製品など規制に関連したものもある
が豊富な食材がある。次の日本食ブームの起爆剤を、
開拓者精神の豊富な北海道の方にぜひ提案していた
だきたいと思っている。
John	Kuo：アメリカから見た日本もしくは北海道
について少しお話しする。
　アメリカ人は日本人に対して尊敬の目で見てい
る。なぜかというと、３月11日の震災後、日本は
緊急事態で大変なことになっていた。アメリカや他
国で同じことが起きれば暴動になっているが、日本
でようやく開けられたコンビニでは、お客さまが落
ちている商品を拾い棚に戻し、自分の買う分はお金
をきちんと払って店を出ていたからである。これは
非常にプラスである。
　また海外から見た北海道は、やはり海鮮物が有名
なところで、非常においしいミルクやコーンなどの
農産物も作られているという印象がある。従って企
業さん、メーカーさんが一社一社プロモートするの
ではなく、北海道を一つの自治体として地域のブラ
ンドを強化していき、それに皆さんが携わることが
将来的に非常にプラスになっていくのではないかと
思う。
幅野：弊社は設立12年の新興商社兼問屋である。
８年前ぐらいから年間２回ほど北海道物産展を百貨
店にてさせていただいているが、今はインターネッ
トなどで情報が発達しているので日本で売れている
商品が分かるため、そのニーズをすぐに反映してい
かないと物産展でも販売していけないというのが現
状である。昨年は東日本大震災やタイの大洪水で弊
社もかなり深刻な影響を受けた。ただ、そのような
マイナス要因の中でも、タイの日本食市場は全く縮
まずに、日本からの輸入は右肩上がりに伸びている。
他国と比べても風評被害などもかなり限定的だった
と感じる。ことしに入っても、日本食のサプライに
ついては順調に推移している。
　タイで商品が受け入れられるためにどのようなこ
とをしたらいいか。１番目は、商品を売り込むとき
にまず対象国の市場分析、自社製品のプレゼン方法
を検討する。まず現地での他社製品の価格調査、使
い方、競合などの情報をきちんと精査して、自社の
ものにすること。２番目は、自社商品の位置付け、
ポジショニングをきちんと確立すること。３番目は、

テスト販売やアンケート調査で顧客の嗜好を知るこ
と。４番目は、以上のことを踏まえ、商品の提案を
考えてリーフレットやメニューを作っていくこと。
５番目は、パッケージデザインなどの使い方、食べ
方、商品のイメージを商品に反映させて、コンパク
トにまとめた形で商品化を図ること。６番目は、ロー
カルの人間の意見を取り入れて、最大限商品に反映
させることである。地道だが、こういったことを一
個ずつつぶして対応していかないと、長期的に見て
商品を軌道に乗せて販売できるモデルにはなかなか
つながらない。
　タイでは、日本からの輸入品、現地日系、ローカ
ルの三つどもえの競争になる。その中に新たに商品
を持っていくに当たっては、どのように差別化して
いくのかよく考えないと、その商品を拡販していく
ことにはなかなかつながらない。また、固定観念に
とらわれない発想も必要で、先入観にとらわれない
現地のニーズや趣向を取り入れて、いいものだけが
売れるという発想よりも、いかに柔軟性を持ち、使
われる頻度を上げていくことを最優先に考えていか
なければいけなと思う。
前谷：私どもはパソコン販売という全く違う分野か
らこの分野に参入してきてまだ１年目の後発組なの
で、これから参入される方の参考になればと思って
いる。
　まず海外輸出をするときには、コールドチェーン
ロジスティックス、海外に輸送する仕組みをしっか
りと考えて輸出に取り組み、物の流れを絶対的に押
さえないといけない。日本の商品は品質がよく、日
本を出るまでの管理は徹底的にされているが、海外
の物流に渡ると品質管理ができていないという壁
にぶち当たる。直接されない場合は、専門家のディ
ストリビューターさんにお任せする。しかし、これ
からはコールドチェーンを政府、民間も含めて共配
ができる仕組みをオールジャパンで考えていかない
と、日本の商品を海外に輸出することはなかなか難
しいと思う。
　それから、輸送手続きでインボイス、パッキング
リスト、衛生証明書、原産地証明書を作るノウハウ
を勉強しなければならないが、もう少しＩＴ技術を
進化させて、ウェブのアプリケーションから入力す
ることで書類も含めてフォワーダーさんとも連携で
きるような仕組みを作り、オールジャパンとしてこ
の業界に投入すれば、非常に短期間で輸出でき、そ
れだけ鮮度が保持できると考えている。
　また香港市場での販売では、後発組は全然違う
マーケットのお客さまを取りに行かなければなかな
か勝てない。日本の品質のよさ、レシピも含めた提
案力、販促活動、小売店での売り方を含めてお客さ
まに提案できれば、その商品は日本人以外のお客さ
まにも受け入れていただけると思う。
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　ネット通販で販売する場合は、お客さまが全く知
らない商品は全然売れない。リアルな店舗があり、
それと同時に通販で同じような形で販売して、違う
層のお客さまに販路を広げていくという仕組みを取
らないと、輸出額、輸出枠はなかなか広がらないと
思う。

田中：今はマーケティングをする時代、つまり海外
のマーケットに合わせた商品づくり、販売方法の確
立を考える段階にあるようだ。少しでも質のよい情
報収集と商品を伝える情報発信、情報が大事である。
新しい段階の販路開拓が実現していくことを願って
いる。

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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ん増えていて、近年では日本食品、オタフクソース
のソース屋さんが動きだしている。最終的にはお客
さまの一番近いところで製造して、フレッシュ・ロー
テーションを図っていくことが大切である。

＜米国の人口とフードサービス市場
の規模＞

　米国の人口は３億1,000万人、そのうちカリフォ
ルニアは3,300万人で、米国の10分の１を占め
ている。日本食レストランは全米１万5,000軒の
うち、カリフォルニアに4,000軒がある。
　３億 1,000 万人のうちアジア系はイミグレー
ションにデータを残された方々で、日系人は80万
人でアジア系の４％、韓国系はここ30年で日本人
の約３倍に膨らんだ。中華系は750万人だが、違
法で住んでいる方を加えると1,200万人をいわれ
ている。中国人はどんどん増えている。そしてタイ、
ベトナム、ラオス、フィリピンの方を一緒くたにす
ると700万人になる。アジア系の消費者の方々の
日本食のイメージはヘルシー、ハイクオリティー、
デリシャス、セーフティー、クール（格好いい）で
ある。何が格好いいのかというと、トヨタ、ホンダ、
ソニー、任天堂など日本メーカーの活躍から来てい
る。
　それからアニメが今アメリカでは一般的になって
いて、ティーンエイジャーや小学生ぐらいの子ども
たちはアニメで日本の文化を見ながら育っていく。
そうすると彼らが大人になったころには、普通に日
本食を食べたり、普通に日本の文化と接することが
期待できる。従って、日本食ブームはまだ終わって
ない、まだまだ伸びる可能性は十分ある。
　それから、日本の会社だから日本人を狙うという
ことではなく、自分たちの商品を使ってくれる自分
たちに一番近いアジア系の方に紹介して、アジア系
から伝わっていくと考えてほしい。白人の方に日
本の商品を食べてもらいたいと言われるが、１万
5,000軒の日本食レストランのお客さんの92％は
白人の方である。最終的には白人の方が日本食を食
べている。

＜日本食のアメリカにおけるトレンド＞

　ここ40～ 50年ぐらいの間に日本食はブームに
なった。今日では、すし・てんぷら・照り焼き・す

＜ Giant Union について＞

　Giant	Union はアメリカのロサンゼルスにある基
本は中華系の大卸店のアジア系の食材卸である。私
どもの主なお客さまは、アジア系（中華系、韓国系、
ベトナム系、日系）のホールセラー、キャッシュア
ンドキャリー、ディストリビューター（Cisco、US	
FOODS）、アジア系のスーパーマーケット（マルカ
イ、99	Ranch）、それからカナダ、メキシコ、中
南米のドミニカン	リ	パブリック、ペルー、チリ、
ブラジルへの輸出も行っている。
　４年ほど前から「MARU-KYO」というブランド
で日本食事業を立ち上げた。われわれのコンセプト
は、「本物の日本食、おいしい日本食、ハイクオリ
ティーの日本食を届けよう」ということである。私
どもは特に中華系オーナーの日本食レストランを中
心に展開しているが、中華系のレストランでは、日
本食は知らないがもうかるから経営しているところ
も多いので、このようなコンセプトになっている。
　MARU-KYOを立ち上げてから、Giant	Union の
売り上げは社内全体で40％上がった。日本食につ
いては倍々ゲームで過去４年間で８倍に膨らんでい
る。これはターゲット、お客さんが違うから伸びて
いるのである。
　ロサンゼルスの七味会（日本食メーカーの集まり）
55社のうち35社と直取引を行い、日本からの輸
入品には、農林水産省の「おいしいマーク」を付け
て日本で認定された商品であることをお伝えしてい
る。またＰＢ化もしており、てんぷら粉、パン粉、
照り焼きソース、ラムネ、のり、讃岐うどん、カリフォ
ルニア米などがあり、このほかにもどんどん増えて
いる。ＰＢは現地生産がコストパフォーマンスが一
番いいので理想的であるが、日本のＰＢでわれわれ
のマーケットにマッチする商品があれば、前向きに
考えていきたい。

＜アメリカ市場の可能性＞

　アメリカでは 1970年代から日本食ブームが起
こり、日本食レストランの出展数はどんどん増加し、
今では１万5,000軒を超えている。日本食のイメー
ジは健康食、高品質、安全性で、日本文化の影響を
非常に受けている。また香港に次ぐ日本食輸入大国
でもある。そして味の素、キッコーマン、ヤマサ醤油、
ミツカンなど日本食メーカーの現地生産化もどんど

バイヤー講座

「成功事例や選定のポイント」
ジャイアントユニオン　Ｊｏｈｎ Ｋｕｏ 氏

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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き焼き・うどんといったメニューはもちろんのこと、
特に最近は意外かもしれないがラーメンがブームに
なっている。
　日本食レストラン１万5,000軒の内訳は、日系
オーナー約 2,500 軒、韓国系オーナー約 6,000
軒、中華系オーナー5,000軒、そのほかにアジア
フュージョンがある。フュージョンとは、例えばタ
イのレストランや高級中華レストランで日本食を取
り入れて、刺し身やすしを出すことで、これが一般
的になっている。こういった市場の中で自分たちの
商品がどこかにはまるかもしれないと思われれば、
ぜひ挑戦するべきである。

＜アメリカ大陸での日本食市場の広
がり＞

　ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨー
クを中心としたトライステート（ニューヨーク州・
ニュージャージー州・	コネティカット州）が日本
食が一番盛んな都市である。そしてカナダではバン
クーバー、トロントの２大都市が相当増やしている。
　しかし中小都市でアジア系人口が増加している地
域では、日本食レストランもかなり増えていて、成
長の可能性がある。大都市は露出のあるところだか
らもちろん入れるべきであるが、そこに自分たちの
商品を持っていくには、それなりの努力、つまりプ
ロモーション、マーケティングをする必要がある。
従って中小都市に入っていくチャンスを見いだして
いくことも大切である。中小都市の中華スーパー、
アジア系のスーパーには日本食のセクションはある
が、日本のスーパーと比べると非常に小さく、棚
はまだまだ余っていると考えていい。テキサス州
ヒューストン、ジョージア州、フロリダ州が今、相
当伸びている。

＜原発の影響＞

　震災後、原発による影響は非常に大きく、輸入者
は相当苦労した。アメリカ政府は新たに原産県証明
書を求めて、相当厳しいチェックが入り、今まで普
通に輸入された商品ですらすべて止められて、一品
一品証明書をチェックされた。最悪のパターンはコ
ンテナに２カ月も放置されてしまい、日本の商品は
賞味期限が短いため、賞味期限が切れてしまって、
最終的には廃棄も出ている。原発ではないが、今の
円高の影響はコストアップに反映し、輸入者側、バ
イヤー側の購買力が非常に低下している状況であ
る。
　また、アメリカ人の日本食に対するイメージもダ
ウンした。それは日本の国土がどうなっているかと
いう知識がないため、福島からどれぐらい離れてい
るか分からず、メード・イン・ジャパンはすべて危

険だと思われてしまったからである。そのためレス
トランでは日本産の商品は扱われなくなり、その結
果、全米のアジア系の問屋に販売するわが社Giant	
Union は 2011年度、日本からの輸入品は前年比
70％だった。しかし、日本食はこれからもまだま
だ伸びるという感覚を私は持っているので、安全性
の改善をしていくことが非常に大事である。今後ア
メリカ人にどうやって日本食、日本のイメージを訴
えていくのか、そして北海道という土地を訴えてい
くのか考えてほしい。

＜アメリカ向け輸出のポイント＞

　安全性のイメージの改善を急速に図り、日本の品
質は本物で、おいしいということを訴え続けるべき
である。そしてアジア産の商品と差別化をしていく
ことが必要である。また、今アメリカではアニメが
相当はやっているので、お菓子などにアニメのキャ
ラクターが入れられるか。輸入規制に関しては肉製
品、卵製品、乳製品など北海道と絡んでくる。かな
り難しいが、しっかりと勉強してほしい。それから
アメリカ人でも分かるように、商品の名前や使用法
を英文で入れることも必要である。あと、米国で
販売するために必要な情報（Nutrition	Facts や
Ingredient	List）の記載も大事である。それから
短い賞味期限でフレッシュ・ローテーションを図っ
ている努力は分かるが、輸出の際には最低10カ月、
できれば１年ぐらいの賞味期限を付けてほしい。あ
とは円高の中での競争は大変だが、東南アジアと戦
えるような競争力のある価格帯を考えてほしい。実
際にアメリカで商品がどのように売られているか、
どのように並べられ、どのようなお客さまが買って
食べられているのか見ていくと、もっと新しいこと
が見えてくると思う。

＜マーケティング・プロモーション＞

　まずはターゲット市場を決めていく。そして物産
展などでは食べておいしいと思えば必ず買うので、
食べさせなければいけない。商品を買っていただく
ときには必ず支援に行き、自分たちの商品がどのよ
うな反応を受けるのか、自分の目で確かめることが
大事である。それから、アジア系スーパーで試食な
どをやるといい。末端消費者に一番近いスーパーで
の試食試飲販売は効果的である。また、今まで日本
食を売ってきたことのないセールスマンに、実際に
日本食の作り方を非常に簡単なプレゼンテーション
で教えて、実際に食べさせるなど、アメリカ人に日
本食を知ってもらう活動をするべきである。

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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アンケート集計

┃【輸出オリエンテーションの会】北海道地区
  『輸出促進セミナー』アンケート

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

開催日　2012 年 2 月 15 日

今回の 【輸出オリエンテーションの会】 『輸出促進セミナー』 で

最も役に立ったと思われるのはどのプログラムですか？
⇨

【コメント例】

　○　アメリカの話は珍しく参考になった、貴重な機会となった

　○　具体例が参考になった

　○　タイでの市場展開に関する話が具体的かつ現状を良くイメージすることができ参考になった

　○　パネルディスカッションで輸出するために必要な観点を把握することができ、

      同時に個別商談ができる場もあるので有効であると思う

　○　今後の販売に於いてマーケティングが重要であることを知り勉強になった

⇨



24 25平成 23年度 農林水産省 輸出倍増リード事業　「輸出オリエンテーションの会」北海道地区　実施報告書

┃【展示・商談会】 開催概況

内　　容 10 ： 00 ～ 11 ： 00 試食会

参加企業 29 社は 8 時より出展準備を行い、各社様々な商品を持ち込みディスプレイに工

夫をした。

開催直前に参加表明をしてきた出展者もおられたが、主催・共催側は少しでも多くの出

展者に参加していただきたいという目的があったので対応した。

その為、当日調整のマッチングが何件か発生したが、トラブルも無く進行した。

10 時に国内外バイヤーが会場に入り、試食開始のアナウンスにより試食会を始めた。

各バイヤーが取り扱っていない物もあるので、まず自由に廻ってもらう形式を取り出展

者からも積極的に誘導を行った。

11 ： 00 ～ 16 ： 00 マッチング商談会

出展者から事前に輸出したい相手国名と商談したいバイヤー名をヒアリングしていたの

で、その情報に基づきマッチング表を作成し、スケジュールに従って商談を行った。

各社は自社商品を商談テーブルに持ち込み、商談を進めた。

商談の制限時間を２５分とし、できる限り多くの商談回数となるよう組み合わせた。

また、バイヤーが現状取り扱っていない物であっても、出展者よりリクエストがあった

場合は組合せ、参考となるような意見が聞けるようにした。

16 ： 00 ～ 17 ： 00 リクエスト商談会

バイヤーが試食会の際興味を持った出展者には、昼休みにリクエストを受け付け「リク

エスト商談会」の調整を行った。（再度商談希望がある場合も調整）

会場レイアウト

	
	

	
	

	

開催概況【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

ロイトン札幌　3F　ロイトンホール D
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┃【展示・商談会】 参加出展者一覧

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 参加出展者一覧
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┃【展示・商談会】 参加バイヤー一覧

参加バイヤー一覧【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

海外バイヤー

国内バイヤー
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 アンケート集計

┃【輸出オリエンテーションの会】北海道地区
  『展示商談会』アンケート

Ｑ１ ： バイヤーから指摘された問題点 ・ 改善点がありましたらご記入ください

開催日　2012 年 2 月 16 日

Ｑ２ ： 今後、 輸出への取り組みを行いますか？

⇨

⇨

Ｑ３ ： 今後、 この展示 ・ 商談会に参加したいと思いますか？⇨
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アンケート集計【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

┃平成 23 年度　農林水産物等輸出促進緊急対策事業　
   展示・商談会　アンケート　《バイヤー用》

■ 商談結果

●成立した産品名

●成立する可能性が高い産品名 （順不同）

回　収　数 25 件

・幸せカタラーナ    ・珍味の小袋商品（ステビア抜き）     ・ししゃも     ・水産品

・チーズケーキ      ・モンブラン                        ・とろろ昆布   ・いくら

・コロッケ         ・道産っ子        ・シャケ        ・ピュアホワイト        ・とうもろこし

・カタラーナ       ・まぜご飯の素    ・コロッケ      ・水産加工品            ・ゼリー各種

・秘蔵っ子（タレ）  ・チーズケーキ    ・日高昆布      ・サケフィレ、サケフレーク、コロッケ類

・アイスクリーム   ・利尻昆布        ・枝豆納豆      ・キャラメル            ・佃煮

・鹿角霊芝タイプ   ・昆布キャンディ  ・珍味          ・ベーコン              ・豆

・昆布茶           ・北のラブレター８種類（アイス）   ・いくら                ・黄金の恋人

・島の人（昆布重ね巻き）              ・とろろ昆布    ・米                    ・かりんとう

・霊芝             ・ワイン各種       ・ジュース      ・根昆布粉末

⇨
成立した 

8.5% 

成立する可
能性が高い 

38.2% 成立しな
かった 
42.7% 

無回答 
10.6% 
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＜その他内訳＞   

　・時期尚早、日本国内販路拡大を優先するべき 

　・小袋対応 

　・輸入豆を使用しているので、北海道のイメージが薄い 

　・食品医薬局の認可取得が非常に困難 

　・HACCP を取得されていないため、米国への輸出は不可能 

　・肉類は現在中国に輸出できない。 

　・輸入規制のクリアが条件 

　・輸出水産物検査＆放射能検査の費用問題⇒コスト UP 

　・今後の継続商談が必要 

・北海道珍味　　　　　　　・野菜クッキー　　　　　　　　・アイスクリーム　　　　・夕張メロンゼリー

・幸せカタラーナ　　　　　・長いも　　　　　　　　　　　・魚介類　　　　　　　　・ラスク

・枝豆納豆　　　　　　　　・ごぼう　　　　　　　　　　　・お酢藻　　　　　　　　・ゼリー類

・サラダコンブ　　　　　　・昆布キャンディ　　　　　　　・とうもろこし関連商品　・氷の新製品

・珍味　　　　　　　　　　・豆　　　　　　　　　　　　　・みそ（GABA 入り）　　　 ・シンガポール用タレ

・ベーコンギフト　　　　　・いくら　　　　　　　　　　　・シャケ　　　　　　　　・米

・ミルクキャンディ　　　　・まぜご飯の素　　　　　　　　・Kita パウンド　　　　  ・ナイアガラワイン

・ほっけ　　　　　　　　　・黒い恋人　　　　　　　　　　・ほたて　　　　　　　　・ししゃも

・とうもろこし　　　　　　・生鮮野菜　　　　　　　　　　・霊芝　　　　　　　　　・ハスカップジュース

・ソース　　　　　　　　　・うに缶詰、昆布、塩    

●成立しなかった理由

■ 今後、 輸出商品として期待できる産品がありましたか

●期待できる産品名

アンケート集計【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

⇨

18.8 

8.2 

9.4 

11.8 

10.6 

23.5 

36.5 

0 20 40 60 

価格が高い 

賞味期限が短い 

コンセプトが凡庸 

包装デザインに魅力が無い 

現在、取扱中の製品と重複
する 

有望な市場が無い 

その他 

％ 

ある 
42.2% 

ない 
12.6% 

無回答 
45.2% 
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