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【研修会】
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【研修会】 実施概要

┃開催概要

┃概況データ

事 業 名

主  　催

開催日時

会    場

参　加　数

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 関東地区研修会

農林水産省 （関東農政局）

2011 年 12 月 12 日 （月）　13 ： 00 ～ 16 ： 30

ホテルブリランテ武蔵野 2F サファイア

〒 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2 TEL:048-601-5555 （代）

13 ： 00 ～ 13 ： 10　主催者挨拶

	 挨拶者／関東農政局　経営 ･事業支援部長　角　好陸 氏

13 ： 10 ～ 14 ： 00　輸出実践講座 １

	 テーマ ：商談会の成約に向けての準備

 講師／株式会社 ショーライ 代表取締役　井阪 礼三 氏

14 ： 00 ～ 14 ： 45　輸出実践講座 ２

	 テーマ ：成功事例　商談から店頭販売まで

 講師／株式会社 和郷 海外事業部 部長 毛利 公紀 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／関東農政局 経営 ･事業支援部　

             事業戦略課 産地振興係長　林田　圭 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 ： 15　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

16 ： 15 ～ 16 ： 45　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 59 69
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┃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 （火）

2011 年 12 月 12 日 （月）

募集方法としてはチラシを 2000 枚作成し、農林水産省関東農政局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。

「輸出オリエンテーションの会　関東地区研修会」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

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

●茨城県 農林水産部  ●千葉県 農林水産部  ●栃木県 農政部  ●群馬県 農政部　 
●埼玉県 農林部  ●長野県 農政部　●東京都 産業労働局　●神奈川県 環境農政局
●山梨県 果樹食品流通課　●静岡県 経済産業部　各 130 枚

●関東農政局　
　事業戦略課、水戸地域センター、土浦地域センター、宇都宮地域センター、
　大田原地域センター、前橋地域センター、千葉地域センター、東京地域センター、
　横浜地域センター、甲府地域センター、長野地域センター、松本地域センター、
　静岡地域センター、浜松地域センター　　　　　各 50 枚

【研修会】 実施概要

┃公式ホームページ
2011 年 11 月 15 日（火）より「輸出オリエンテーションの会　関東研修会」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。
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【研修会】 開催概況

┃開催概況
内　 容 13 ： 00 ～ 13 ： 10　主催者挨拶

関東農政局より主催者挨拶をしていただいた。

関東農政局　経営 ･事業支援部長　角　好陸 氏

日本の現状や震災での風評被害などの影響、国として生産者へのフォローに力を入

れて進めていくというような内容であった。

13 ： 10 ～ 14 ： 00　輸出実践講座 １

国内バイヤーでもある井阪氏に講義をお願いした。

テーマ ：商談会の成約に向けての準備

講師／株式会社 ショーライ 代表取締役　井阪 礼三 氏

実務として現在もされている輸出業務の経験を中心として、生産者としての心構え、

値段付けやパッケージについての実際の注意事項、請求書や精算についての注意点

など、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）

14 ： 00 ～ 14 ： 45　輸出実践講座 ２

千葉県で生産からパッケージ、販売、輸出、輸入まで手掛けておられる毛利氏に生

産者側の立場での講義をお願いした。

テーマ ：成功事例　商談から店頭販売まで

講師／株式会社 和郷 海外事業部 部長 毛利 公紀 氏

会社での業務内容の説明と輸出し店頭に並ぶまでの流れの説明や輸入について受入

れた立場での話しをしていただいた。　

相手が受入れるための感情など参考になる話や、実際の現場の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。

（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／関東農政局 経営 ･事業支援部　事業戦略課 産地振興係長　林田　圭 氏

実践の手続き講座として、関東農政局担当者が規制、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

の状況を詳しく説明していただいた。（資料は参加者に配布）

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

放射能検査を実際に行っている業者として、どういう内容の物であるのかを中心と

して講義していただいた。

実際にどのような機械を使用して検査を行うのか、どのような数字で行うのか等具

体的な内容を話していただいた。

機材の写真などを掲載したパワーポイントをスクリーンに映しての講義となった。

（資料は参加者に配布）
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15 ： 45 ～ 16 ： 15　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：放射能検査について具体的な料金はいくら位なのか？

　　　Ａ：検査物の内容にもよるし、量や検査する項目によって様々である

　　　Ｑ：検査結果についての誤差はどのくらいなのか？

　　　Ａ：これも内容によって様々であるが、弊社の報告ではさほどではないと思う

　　　Ｑ：精算について気をつけなければいけない点は？

　　　Ａ：基本的に日本の業者と契約する事をお勧めする、また請求書などで税や消費税の還付につ

　　　　　いてなど様々な取決めや、後でもめる事のないように勉強して十分注意する必要がある

16 ： 15 ～ 16 ： 45　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

会場レイアウト
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【研修会】 開催概況

┃開催概況

研修会は、ホテルブリランテ武蔵野2階	「サファイア」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	関東農政局	経営 ･事業支援部	角部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、株式会社ショーライ代表取締役	井阪	礼三	氏。井坂氏には、『商談会の成約に向けての準備』とい
うテーマでお話しいただいた。

続いて、二人目の講師、株式会社和郷	海外事業部	部長	毛利	公紀	氏。毛利氏には、『成功事例　商談から店頭販売まで』
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	関東農政局	経営 ･事業支援部　事業戦略課	産地振興係
長　林田　圭	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、翌年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

輸出実践講座①

また、今は日本のマーケットでの販売が厳しいので、
場当たり的に海外に出そう、という考え方だけでは
明らかにうまくいかない。そこのマーケットで自社
の商品を2年、3年後に、どういう位置まで持って
いくという目標を設定して行わなければいけない。
また、現地販売先で試食販売等を行い、嗜好を得る
ことが重要である。日本で、食べたことも見たこと

・商品の輸出販売

　輸出に当たっては、メーカー、輸出業者、現地輸
入業者、現地販売店が一体で行わないと進まない。
商品を売ったままではうまくいかないというのが私
の経験である。３社４社が協力して、現地の情報を
取りながら行っていくことが一番大切である。

商談会の成約に向けての準備
株式会社 ショーライ 

代表取締役　

井阪 礼三 氏
1956年　和歌山県生まれ
1979年　慶應義塾大学経済学部卒業、食品卸売会社を経て貿易会社へ
2000年			株式会社ショーライ入社、MITSUI	&	CO.(H.K.)LTD. へ出向、MITSUI	&	CO.(H.K.)LTD.		
																からMBK	CENTRAL	CO.(H.K.)LTD.( 現　SHIN	TAI	HO(HK)CO.,	LTD) へ出向
2004年　株式会社ショーライへ戻る
2006年　代表取締役、現在に至る



8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」関東地区　実施報告書

【研修会】 開催概況

もない商品が1,000 円で販売されていたら買わな
いが、100円ならば買うと思う。同じように、日本
の商品が海外に出ると、輸送費、現地通関費用、物
流費用、関税等がかかり高くなるので、食べてみて
おいしいから高くても買おうという場を設けないと、
並べておくだけでは販売は難しい。今後海外に出る
メーカーは、現地インポーター、販売店と話をして、
試食販売の場を作ってスタートされたほうが、より
効果的だと思う。
もう一つは、フェアー等をされるのは、現地の人た
ちに手に取って食べてもらえるので、スタートとし
てはよい手段だが、この商売は一過性で、労力の割
にマーケットに浸透していかない。その後のプロパー
の部分をどうするか考えないと、うまくいかない。
この４点は厳しいことだが、クリアすれば、かなり
の確率でマーケットに浸透すると思う。あるメーカー
が海外マーケットに出る時に、私どもや現地インポー
ターは、この商品は難しいと思っていた。しかし、メー
カーが自分で熱心に現地で試食販売を行い、フェアー
の時になくてはならない商品となった。ナショナル
ブランドではなく2〜3年かかったが、このような
例も2〜3あるので、現地を見て実際に販売される
ことが重要だと思う。

・輸出相手国の規制、関税等の調査

　輸出に当たっては、相手国の情報を得ることが重
要である。国によって、原材料の規制がある。日本
は規制という形だが、海外はポジティブリストとい
う形で、使っていい、というもの以外は全てダメだ
と認識していたほうがいい。持っていって全量廃棄
になればコスト負担の可能性もあるので、事前にジェ
トロ等に規制を確認したほうがいい。
相手国の関税率については、香港、シンガポール等
はフリーポートで、一部の商品を除いて関税はかかっ
ていない。しかし、他の東南アジア、タイ等につい
ては課税されるので、出荷されて輸出業者さんに渡
した価格から計算して、なぜこんなに小売が高くな
るのかという思いもあると思う。それには関税が大
きなウエートを占める場合がある。
　表示義務の確認については、日本では原材料表示
が義務付けられており、また自主的にエネルギー、
カロリー、脂質、糖質の表示をパッケージの裏にし
ているが、海外では原材料は全て記載しないといけ
ない。これについては、日本側でその書類を全部品
物に貼り付けていかないといけない国と、輸入者が
輸入してから現地で付けて販売してもよい国の２通
りがある。前者の場合には、添加物等を詳細に全て
明記することが要求される。
　栄養成分の表示は、日本でも一部、パッケージの
裏側にされているが、海外では、必ずやれという国と、
今はまだいい、という国に分かれている。アメリカ

や香港では、日本で表示されている部分を細分化し
て、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の表示を入れること
になっている。海外からの輸入品の裏側に nutrition	
facts というものが出ているが、国によってはその
項目を要求される。今後、皆様が進める時には、国
ごとに異なるので、輸出業者や相手側のインポーター
等に確認されたほうがいい。
　ＥＰＡの取得の可能性については、相手国の関税
率と関連する。ＴＰＰ等が言われる以前から、日本
とタイ、チリ、メキシコ等に二カ国間協定がある。
例えばタイでは課税が高く、一般加工品で 20〜
30％かかるが、二カ国間協定でＥＰＡを取得すると
5年間で関税がゼロということが決まっている。１
年目は現地の関税を約20％下げてもらえ、2年目
はまた20％減り、5年間でゼロになるシステムで、
販売促進条件等ではなく現地での関税率が変わるの
で、非常に大きなポイントである。この取得につい
ては、コストの積み上げやマークアップされた付加
価値の部分を日本商工会議所が日本産だと認めて適
用になるので、メーカーでないと判定を受けるのが
難しい。
　私どもの経験では、魚などは、捕った時に外国人
の労働力にお金を払っていると、国産と認められな
い場合がある。一方、原料を海外から輸入しても、
付加価値等が日本でたくさん付けられれば日本産と
認められる。一番認定が簡単なのは農産物で、ＪＡ
の農家の出荷であれば加工もなく一目瞭然で、商工
会議所で判定をし、二カ国間協定の対象にするとい
うことである。メーカーさんにとって、加工の部分
は販促条件がなくても安くなる優れたものなので、
日本商工会議所のホームページで企業登録をし、行
われたら大変効果的だと思う。関税率の高い国と行
うときにＥＰＡを取れば、現地の輸入価格、関税が
どんと下がり、同じ商品でも取れるほうにオーダー
がいくので、かなりのメリットがある。

・現地輸入の COST の計算の仕組み

　現地の輸入コストの計算の仕組みについて。Ａは、
メーカーが製造した原価、利益、運賃を足したもの。
Ｂは、輸出業者が乗せる利益、輸出時の保税倉庫費
用、外箱にラベルを貼り、通関書類を作って通関を
し、コンテナに荷物を詰める費用、倉庫の出し入れ
料、コンテナを倉庫から港まで引っ張っていくドレ
イチャージ。コンテナを揚げる費用等はＢの輸出諸
掛の中に入れてあるので、Ｃは純然たる船賃と見て
結構である。Ｄは海上貨物保険。この4つで構成さ
れている。
Ａだけの場合は、国内指定倉庫渡し。EX	GODOWN
と言い、普通は〓出荷元〓はこれで終わりである。
Ａ + Ｂは、本船渡し。FOB（Free	on	Board）と
言い、輸出業者は船に荷物を載せたら責任は終わり
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で、あとは買手側が全部持つ。Ａ +Ｂ +Ｃは、輸出
業者が輸出費用と船賃も負担する C＆ F（Cost ＆
Freight）と言い、主にこれが使われている。もう一
つは保険をかけて出すCIF で、買手側と売手側のど
ちらがどこまでの責任範囲を持つかという、貿易の
基本的な部分である。
Ａ+Ｂ +Ｃ +Ｄで現地の港に着く価格が決まる。現
地での関税はCIF の価格を基準に関税10〜 20％
と計算される。こういう部分が全部足されたあとに
関税がかけられるので、メーカーが出した価格にそ
のパーセンテージをかけても絶対に合わない。現地
の輸入業者は輸入通関をし、倉庫に保管し、現地の
販売店にデリバリーするので、港に着いた価格から
何パーセントかの利益を取る。お店に届いた分は、
お店が30％ぐらいを取る。

・輸出について

　商品は全て税関から許可をもらわないと輸出でき
ない。よくトラブルになるのは、バンド掛け等で見
積時と受取時の荷姿が変わる場合である。総量は同
じでも申告件数が合わず、他の貨物の輸出申告の許
可も受けられなくなることがあるので、見積時に荷
姿を伝えておく等、注意していただきたい。サンプ
ルの出荷も、１つの箱に何種類も詰めた場合は、必
ず１品ごとの明細を付けて申告しなければいけない。
無償サンプルでも通関〓状〓に価格を申告しなけれ
ばならず、決済上はゼロでも申告上は価格を入れて
おかないと通らない。

・その他

　酒類等は、輸出業者が酒類の輸出免許を取って扱っ
ていると思うが、酒税が輸出免税になる。メーカー
が最寄りの税務署で書類を発行してもらい、私ども
が通関時に税関から判子をもらい書類をお戻しする
と、メーカーは酒税を還付してもらえる。実際に私
どもは還付された金額をもとに海外に見積を出すの
で、国内で買ったものよりも当然安くなっているは
ずである。お酒の時は輸出免税で行えば、コストも
安くなる。
　日本米については、輸出業者が各所轄の食糧事務
所に、商業用やサンプルという形で何トンをどこの
国に輸出するという申告をしなければいけない。
　牛肉はＢＳＥの関係等で、各国が日本の屠殺業者
や扱い業者を指定してあり、何でもできるというこ
とではない。豚肉、鳥肉、牛肉、生卵は動物検疫を
受けなければならず、屠殺の場所、その地域で家畜
伝染病が発生していないか、保健所の証明書等、動
物検疫を受けるための書類が必要になる。それさえ
準備して問題がなければ、輸出業者が動物検疫所に
検査を依頼して検査を受けて輸出をすることも可能
である。ただ一部の国では、日本からの豚肉はダメ
だという規制がある。
　最後にもう一つ重要なことである。皆さんは、品
代が1,000 円の場合は消費税の５％を請求書に乗
せ、国内では1,050円で請求している。1,050円
の請求書をもらうが、50円は国内消費税で、国内
で消費しないので、輸出業者があとで国から還付を
受けられる。なので、輸出価格を付ける時は、消費
税は全く除いて計算していくのが通常で、税込で見
積をいただいた場合は、1.05 で割った金額が品代
という認識である。国内では消費税が付いた価格で
提供いただくので全部消費税を付けて支払うが、そ
れは還付を受けているのである。

【研修会】 開催概況
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　日本は少子高齢化で、日本のマーケットはこれか
ら間違いなく縮小に向かっていく。その中で、海外
マーケティングをどうやってつくっていくか。日本
の野菜、果物は海外で非常に人気があるが、海外と
の競合の中でこれから輸出をどう伸ばしていくか、
考えていかなければならない。

・和郷園の取り組み

　和郷園とは、農業の生産者をベースにした農事組
合法人である。千葉県香取市に本部があり、生産者
は92名、減農薬・減化学肥料栽培を中心に年間で
野菜を約45品目、そのほかに花やフルーツも栽培
する、青果販売としては約20億円の企業体である。
　和郷園は生産者の活動理念として「生産者の自律」
ということを掲げ、再生産、継続できる農場経営を
行い次世代の農業をつくっていきたいとして、現在
は生産、加工、販売、リサイクル、貸し農園、海外
の6事業に取り組んでいる。
　１つ目の生産が私どもグループの基本で、B	to	B
の契約販売を行っている。生協さんを中心に外食系、
スーパーをお客さんにして、果菜類、葉物類、根菜
類を約250ヘクタールで栽培している。また、私
どもの栽培はＪＧＡＰ（農場版 ISO9001）に従い、
農場や生産物の安心・安全管理をトレーサビリティ
をきちんとしながらやっている。
　2つ目の加工事業では、規格外の野菜の有効活用
ということで、冷凍野菜工場、カット野菜工場、そ
れから乾燥野菜工場の3部門を地元に持っている。
　3つ目の小売りでは、店舗部門として東京の田園
調布にスーパーを出して、あとは地元では風土村（道
の駅）、それからネット販売、また今ＪＲの駅での
販売もしている。私どもはプロダクトアウトではな
くマーケットインで、どうやって消費者にわれわれ
の思いを伝えて買っていただくかということに重き
を置いている。
　4つ目のリサイクル事業は、牛ふんと野菜残渣を
発酵させ、肥やし、堆肥、液体肥料、代替エネルギー
で100％回収していこうという実証型事業である。

・現在の輸出状況

　今、農林水産省では輸出倍増計画として、2017
年度までに１兆円の輸出産業に育てると掲げている
が、私は実際に生鮮輸出をやってみて、少なくとも
生鮮での達成は非常に難しいと考えている。既にこ
の2年、3年、輸出額は頭打ちを迎えている。それ
は仮に原発や円高の問題がなくても、今の体制でやっ
ていると恐らく非常に厳しいだろう。
　日本には物流コストが掛かり過ぎる問題、また現
状では農林水産省が輸出促進をオールジャパンとし
て一本化するようなところまで行ってなくて各都道
府県別で行われるため、力が非常に分散されている
という問題がある。
　今日本には世界中からの輸入物がある。例えばケ
ニアのバラがドバイ経由で関西空港に入ってくる航
空運賃は１キロ200円そこそこなのに、日本から
ドバイへ持っていこうとすると１キロ800〜 900
円掛かってしまう。近場の香港、シンガポールでさ
え１キロ300〜400円掛かる。そのような物流の
アンバランスがある。また、通関をやってくれるフォ
ワーディング会社や港湾会社（船会社）もコストの
効率化は進んでいない。
　韓国では国を挙げて、さまざまな農業生産物の技
術向上、物流の効率化を行い、どんどん実力を上げ
てきている。例えば、日本の青果物で一番売上金額
が高いイチゴはおいしくて人気があるが、海外での
値段は日本の3〜4倍になる。そこで韓国では、韓
国で日本のイチゴの中で一番多い章姫という品種を
日本の苗を使って育て、サイズは少し小さいが1〜
2年前ぐらいから少しずつ輸出している。日本のイ
チゴの3分の１程度の値段で売っているので、圧倒
的に韓国のほうが売れている。恐らくことし日本の
イチゴ輸出数量は相当落とすだろう。
　海外の農業生産物の輸出に関しては、本当に刻一刻
と力を上げている。中国、韓国、タイ、マレーシア、
インドネシアの東南アジアを中心にオーストラリア、
ニュージーランドと海外マーケティングをしている
が、その地域だけでも各諸外国との競合になっている。

輸出実践講座②

成功事例　商談から店頭販売まで

【研修会】 開催概況

株式会社和郷
海外事業部 部長

毛利 公紀 氏
1968年福岡県生まれ。アメリカのカリフォルニア州立大学フレズノ校、中国杭州大学で学ぶ。1995年金
属関係貿易商社へ入社し、2006年中国法人の董事長に就任。農業教育に従事する事を志し、商社顧問に就
任し同年、（株）和郷入社。2007年海外事業部部長、2008年貿易商社を辞職し、以降、和郷に勤務。
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今62〜63カ国の政府関係者、農業関係者の方が、
私どものこの施設を見学に来ていただいている。ま
た、タイでは私どものバイオマス事業の技術を使い、
メタンガス回収で事業を成功されている企業体も出
てきている。
　5つ目の貸し農園事業では、都市農村交友事業と
いう形で、消費者、企業の皆さまに農業体験をして
もらいつつ、温泉、キャンプ場、レストラン、直売
所、工房などの融合体の施設を今建設中で、香取市
との5カ年の地域活性化事業という形で取り組ん
でいる。中国、ベトナムなどでも貸し農園事業、い
わゆる観光農園をつくりたいという希望がたくさん
来ていているので、こういった事業もアジアで展開
していけると考えている。
　ほかにも、まだ事業化していないが人工光型、太
陽光型の植物工場や、農業学校の教育事業も行って
いる。われわれはこれから、国内でやっていること
を海外で展開していこうと思っている。

・和郷園の海外事業

　海外事業では、今アジアではタイ、香港、中国（上
海、浙江省、山東省）に現地法人を持って活動して
いる。
　最初に立ち上げたのはタイランドである。今か
ら６年前に現地のバナナとマンゴーの現地栽培管
理、日本への輸出販売として、現地の生産車・農
協さんと組んだ提携事業で、「羽ばたけ！日本の農
業者！！」をモットーにスタートした。私どもは
MADE	BY	JAPANESE として、日本人ならでは
の取り組みを海外で推進し、安心安全でおいしいも
のを日本の農業技術を用いて開発していく計画で
ある。和郷園のブランドは当グループ以外の産品は
「OTENTO」ブランドといっている。おてんとう様
のＯＴＥＮＴＯである。世界中に降り注いで、人も
農産物もおてんとう様の恵みがあってできるものだ
から、感謝という意味を含めて「ＯＴＥＮＴＯ」と
付けている。
　タイのマンゴーはナムドックマイといって非常に
甘くておいしい。栽培管理については、減農薬・減
化学肥料で栽培しているが、タイのＧＡＰよりもさ
らに減らして、日本の農薬使用基準に従い、安心・
安全栽培を行っている。

　バナナは生協さんを中心に販売しているが、私た
ちはタイ国内での販売を目指していた。今では地元
の約250店舗のスーパーに置いていただいている。
無農薬・無化学肥料はもちろん、栽培管理で安全対
策を徹底したことが認められて、タイ政府農業局や
大学の先生とも交流を深め、バイオマス、リサイク
ル事業の交流も大学経由でスタートしている。
　それから教育事業として、和郷園にタイの研修生
が来て３年間の研修・実習を行っている。そこで日
本の野菜の栽培方法、日本語、ＪＧＡＰなどを学ん
でもらい、帰国後本人の希望があれば、タイの農場
の農場長として継続的に現地の生産事業に携わって
貰おうと考えている。
　またことしから、バナナ・マンゴーなどのトロピ
カルフルーツ以外に、日本の種を使った日本野菜の
現地栽培をスタートした。イチゴ、トマト、ダイコ
ン、なすなどがある。
　香港は、2007年 11月に単純に日本からの食
の輸出事業としてスタートして、今は生鮮――野菜、
フルーツ、鮮魚、精肉を中心にお米、お酒などを輸
出して、現地での年商が約10億円まで来ている。
香港で野菜を売るには九州と競合するので非常に難
しかったため、鮮魚を主体に組み立てた。また香港
には生鮮の輸入卸業者だけでも50社近くあり、競
争が非常に激しいため、われわれはレストランに卸
すことにした。香港は親日家の方が多く、日本食の
料理屋が本格的なものだけに限定しても700店舗
ある。注文を受けてから20時間弱で納品する体制
にして、鮮度で勝負をしてきた。
　今まで順調に伸びてきてはいるが、立ち止まって
入られない。われわれはこれからマカオ、シンガポー
ルにも現地法人をオープンして、東南アジアの高原
産地で日本の野菜を栽培し、東南アジア、中国のマー
ケティングをしていく準備を進めている。タイでも
生産事業を始めているが、タイでは日本のなす、ト
マトなどの夏野菜はできると思うが、冬野菜が非常
に難しい。従って、もう一つまた別の生産拠点が必
要であろう。
　このようにして現地の野菜は一般の消費者でもつ
かみやすいような価格帯に、そこに差別化できる商
品は、日本から持ってきた日本の野菜やフルーツの
棚を作る、そのような現地のマーケティングを進め
ていくことが最終目的だと考えて取り組んでいる。

【研修会】 開催概況
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アンケート集計【研修会】

┃『輸出オリエンテーションの会』関東地区
　研修会アンケート集計結果 開催日　2011 年 12 月 12 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】⇨
　○　具体的例が多く紹介された、野菜だけでなく鮮魚も扱っている背景がわかった  

　○　実際に既に輸出をされている上での障害や注意すべき点を聞くことができた  

　○　輸出から現地での販売までトータルな経験談がよかった  

　○　不慣れな分野だった為、わかり易い説明を受けることができたと思う、感謝
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【輸出促進セミナー＆展示・商談会】
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 実施概要

┃ 開催概要

事 業 名

主  　催

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 （関東地区）

農林水産省 （関東農政局）

輸出促進セミナー　　2012 年　　2 月 13 日 （月）　　14 ： 00 ～ 17 ： 15

展示 ・ 商談会    2 月 14 日 （火）　　10 ： 00 ～ 17 ： 00

ホテルグランドパレス 輸出促進セミナー 3F 白樺

   展示 ・ 商談会  　　　　  2F ダイヤモンド

〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋 1-1-1　TEL ： 03-3264-1111( 代 )

■輸出促進セミナー　2 月 13 日 （月）

14 ： 00 ～ 14 ： 10 主催者挨拶

挨拶者／関東農政局　経営・事業支援次長　飯田　健雄氏

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 　　　易意（上海）貿易有限公司　  樽家 邦興 氏

   　　　伊勢丹シンガポール 　　　 牧野 俊夫 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 大昌貿易行        雷 彩霞 氏 

15 ： 00 ～ 14 ： 45 バイヤー講座 1

テーマ ：現地での成功事例 品目別

         講師／ダイショータイランド　幅野　修平 氏

15 ： 00 ～ 15 ： 45　輸出実践手続講座 ３

テーマ ：日本産競合品から選定するポイント

   講師／モリタフーズ株式会社　君島　英樹 氏

16 ： 45 ～ 17 ： 15 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

■展示 ・ 商談会　2 月 14 日 （火）

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



15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」関東地区　実施報告書

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 実施概要

┃概況データ

参　加　数

商　談　数

全体 平均 全体 平均

182 8 179 6.8

成立商談件数

継続 （可能性有） 商談件数

商談回数

概況項目

3

102

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10社） 45 55

展示・商談会   （※輸出促進セミナーに参加した企業は19社） 26 40
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 募集手段

┃開催概要

募集開始

募集締切

募集方法

2011 年 12 月　9 日 （金）

2012 年　 2 月　9 日 （木）

募集方法としてはパンフレットを 2000 部作成し、農林水産省関東農政局より送付先及び
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。

「輸出オリエンテーションの会 関東地区 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。

┃募集・告知パンフレット

仕     様

印刷部数

Ａ 3 サイズ、 マットコート 90 ｋｇ、 両面 4 色

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

2,000 部

┃公式ホームページ

配布先 ●茨城県 農林水産部  ●千葉県 農林水産部  ●栃木県 農政部  　●群馬県 農政部　 
●埼玉県 農林部  ●長野県 農政部　●東京都 産業労働局　●神奈川県 環境農政局
●山梨県 果樹食品流通課　●静岡県 経済産業部　　　各 130 部

●関東農政局　
　事業戦略課、水戸地域センター、土浦地域センター、宇都宮地域センター、
　大田原地域センター、前橋地域センター、千葉地域センター、東京地域センター、
　横浜地域センター、甲府地域センター、長野地域センター、松本地域センター、
　静岡地域センター、浜松地域センター　　　　　　　各 50 部

2011 年 12 月 16 日（金）より「輸出オリエンテーションの会　関東地区　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

┃【輸出促進セミナー＆展示・商談会】 開催概要

内　 容

開 催 日

14 ： 00 ～ 14 ： 10 主催者挨拶

関東農政局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に続き、この様な機会をもっと増

やして輸出促進や日本の活性に繋げて欲しいという様な内容であった。

関東農政局　経営・事業支援次長　飯田　健雄氏

14 ： 10 ～ 15 ： 00 パネルディスカッション （詳細は P26 ・ 27 ・ 28 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  易意（上海）貿易有限公司　 樽家 邦興 氏

  　　　 伊勢丹シンガポール 　　　 牧野 俊夫 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 大昌貿易行　　　　雷 彩霞 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。

 

15 ： 00 ～ 14 ： 45 バイヤー講座 1 （詳細は P29 ・ 30 を参照）

テーマ ：現地での成功事例 品目別

講師／ダイショータイランド　幅野　修平 氏

タイのバイヤーである幅野氏に現地の実情を中心に話していただいた。

成功事例は具体的な金額などを数字で発表していただき、プロモーションなどの現場で

どのような事をしたのかなど、より具体的に現場状況などが想像できる内容であった。

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 ： 00 ～ 15 ： 45　　バイヤー講座 2 （詳細は P31 ・ 32 を参照）

テーマ ：日本産競合品から選定するポイント

講師／モリタフーズ株式会社　君島　英樹 氏

国内バイヤーで中国や韓国を商圏とする君島氏に講義をお願いした。

中国国内における震災後の放射能に関する反応やその影響による商品供給状況

などを話していただいた。また今後に輸出を検討されている方々に向け商品のパッケー

ジや心構え・現地での営業・バイヤーとの付き合い方など「初めての輸出」というよう

な基本的な内容の話をしていただけた。

16 ： 45 ～ 17 ： 15 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）

2012 年 2 月　13 日 （月）
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会場レイアウト ホテルグランドパレス　3F　白樺
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

┃【輸出促進セミナー】 開催概況

輸出促進セミナーは、ホテルグランドパレス3階	「白樺」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	関東農政局農林水産省　関東
農政局　経営・事業支援部飯田次長が挨拶を述べた後、7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、易
意（上海）貿易有限公司	樽家	邦興	氏、伊勢丹シンガポール　牧野	
俊夫	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	大昌貿易行	雷	彩霞	氏の 5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、最初の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、ダイショータ
イランドの幅野	修平	氏に、『現地での成功事例 品目別』をテーマにお話しいただいた。

この後15分間の休憩をはさみ、二番目のバイヤー講座として、モリタフーズ株式会社　代表取締役	君島	英樹	氏
に『日本産競合品から選定するポイント』をテーマにお話しいただいた。

最後に、「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。

講演内容要約

会場の様子

パネルディスカッション

　田中：5名のパネリストにお話しいただく。欧州
経済危機、超円高、去年の3.11 等で皆様は厳しい
状況にあると思うが、次のステップに向け、参考に
していただきたい。早速、樽家さんからプレゼンテー
ションをお願いする。
樽家：弊社の主な拠点は中国の上海で、日本食品と
欧米食品の輸入、卸販売を行っている。中国は最も
規制の厳しい国だが、震災後、加工品の規制が緩和
され、実際に入りだしたのは１月末頃である。日本
産の商品が並ばない間は、他国産の日本食品が代替
品として店頭に並んだが、この間にコピー品や密輸
品が出回った。日本産の食品需要は非常に強く、輸
入解禁なったので早く持ってきてほしい、という小
売店の声が非常に高い。
　日本食屋に行く消費者は、ほぼ抵抗感なく日本食
を食べているが、中華レストランに行く人には抵抗
感が残っており、中華レストランへの我々の供給は
止まっている。

「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：中国	易意（上海）貿易有限公司		樽家	邦興／	シンガポール		伊勢丹シンガポール		牧野	俊夫／	
																		アメリカ	Giant	Union	Co.,	Inc.	John	Kuo ／	タイ	Daisho（Thailand）Co.,Ltd.		幅野	修平／
																	日本	株式会社	大昌貿易行	雷	彩霞

　中国は春節等の大型連休があり、この時期は購買
力が強い。我々もイベントで日本産の魚を切り身で
販売したが、お金持ちの方に一匹丸ごと売ってほし
いと言われた。季節で売れる物が変わるのである。
また、食習慣、食文化が急速に変わってきている。
納豆等の難しかった商品も、最近は健康にいい、子
どもに食べさせたら頭にもいいと、非常によく売れ、
苦戦していたイチゴジャムも、ビタミンＣが豊富な
イメージでうけている。また、白人の方が店頭で売
ると非常にうける。健康という部分と、プロモーショ
ンが効く。
田中：私が一番関心を持ったのは、何が売れるかは
やってみなければ分からない、というお話だった。
中国の件で伺いたい方は挙手でご質問を。
質問者：納豆の輸送形態はチルドか、または冷凍で
向こうで解凍しているのか？　
樽家：基本的に冷凍で、解凍して販売している。価
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格の面から、売れているのは現地生産の納豆で、店
頭小売価格は12〜13元前後である。
質問者：有機野菜の市場動向と販売〓チャネル〓に
ついて伺いたい。
樽家：日本産の野菜は規制によりまだ輸入できない
ので、日本産以外の物で言うと、中国のスーパーに
は必ず有機野菜のコーナーがあり、有機野菜の専門
店も多い。中国のお金持ちは中国の食を信用してお
らず、安全で高い野菜を買うので、それに目を付け
て商売をしている人が多い。しかし、偽物も多く、
実際は消費者、販売者にも分からない状況である。
田中：続いて、牧野様から、お話をお願いしたい。
牧野：シンガポールの現況、去年の震災以降の動向、
求められること、の３つを説明する。
　シンガポールの状況。2010 年度で約プラス
15％、最新の発表では約プラス５％の経済伸長に合
わせ、グルメのニーズが確実に伸び、先進国の仲間
入りをしていると思う。二極と言われ、大富豪はい
るが、二極の片方も百貨店に来られる購買層になっ
ている。こう言うと、皆さんは非常に期待するが、
大型ショッピングセンター、日本のレストランも急
増し、競争競合が経済伸長率以上に進んでいる。現
地問屋も多く、吸収合併も多く変革期にある。日本
産は、他のアジア系の物、大手企業が国外生産して
いる物とも競争がある。
震災以降の状況。消費者のマインドやニーズは、ほ
ぼ震災前ぐらいに戻っている感覚である。ただし、
規制の一部が継続しており、輸入できない地区、品目、
検査が必要な品目があり、手放しで輸出を振興する
状況には至っていない。
今後求められることを３つ挙げる。進出する海外マー
ケットをよく知り、長期的プランニングをすること。
こういう会で聞き、ものを読もことも必要だが、直
接見て実際にテスト販売等をすることである。２番
目に、海外マーケットは変化が非常に激しいので、
旬の情報を集め判断すること。3番目に、現地での
良いパートナー、ディストリビューターや情報源を
持つことである。
伊勢丹シンガポールは、物産催事を行っており、輸
入規制が外れれば関東地区の物も取り組んでみたい
と思っているので、商談会でお声掛けいただければ
と思う。
田中：お話のように、常に現場を見るというのは私
の座右の銘でもある。シンガポールの伊勢丹は、売
りにもつながる数少ないフェアーなので、皆様方も
チャレンジをしてみたらいかがだろうか。続いて、
Kuoさん。
Kuo：アメリカで、日本食の可能性はまだまだある。
うちの日本食部門は4年半だが、急成長している。
アメリカの日本食ブームは40年の歴史があり、現
在は日本食レストランが１万5,000 軒あり、毎年
増えており、オーナーのマジョリティはもうノンジャ

パニーズである。アメリカの日本食輸入が減ってい
るように見えるのは、売上額の大きな部分を他のア
ジアの国に取られている可能性による。現実は日本
の大手メーカーがかなり進出している。
　中小のメーカーは、まずは自分たちの商品を海外
に出すことを考えてみたらいかがだろうか。輸入規
制等を勉強して、勇気を出して現地でデモ販売する
ことが大事だと思う。
　アメリカに参入するポイント。1つは、震災後、
ラディエーションの問題があったが、安全性を強調
してほしい。2つ目は、日本製品の品質は認知され
ているので、本物、おいしさで差別化を図ることで
ある。また、日本のアニメキャラクターを入れた物
は非常にうけがいい。３つ目は規制を勉強し、おい
しさも追求するのがメーカーの腕である。４つ目は、
パッケージを考える。英語は東南アジアにも欧米諸
国にも受け入れられる。商品の使用法、成分分析を
入れることも必要になる。賞味期限は、メーカーは
短くすることを追求しているが、商品は各地に飛ば
されるので、輸出の際は最低10カ月を考えたほう
がいい。
円高の場合は、少し品質を落として価格競争に勝つ
ことである。ターゲットは3億 1,000万人のアメ
リカ市場だが、大都市、中小としはアジアの方が多く、
日本食に興味を持っているので、まずはアジア系の
方をねらっていくことである。皆さんの日頃のご努
力で、良い商品をぜひアメリカ向けに開発していた
だければと思う。
田中：アメリカでもアジアの皆さんが日本食を買う
ターゲットになると考えてみたらどうか、というヒ
ントがあった。続いて幅野さんからプレゼンをお願
いしたい。
幅野：弊社は設立12年の新興のサプラーヤーであ
る。タイは、円高、原発事故の影響、タイの大洪水の、
三重苦の対応を迫られているが、後者2つの要因は
かなり落ち着いている。
　「いま海外市場に求められるもの」については、正
解が分かれば僕も知りたいが、第一に、対象国の市
場分析と自社製品のプレゼン方法を先に検討するこ
とが必要だと思う。他社輸入の日本産商品と競合が
出た場合の立ち位置や、差別化を知ることが重要で
ある。２つ目に、市場調査を通じて、日本産の他産
地、外国産の商品、ローカルの商品との差別化を考え、
現地で食べ方を見てもらうことである。また、例え
ば珍味のクキワカメはタイではサンドイッチの具材
に使われるので、現地のプレゼンでは日本の使い方
に固執せず、ニーズに合った商品提案が重要になっ
てくる。
「求められるもの」とは、メーカーの熱意だと思う。
現地に赴き、国民性や食文化に触れ、商品の拡販に
つなげていただけたらと思う。
田中：タイは相当見込める市場だと、今のお話で気

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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付かれたと思う。日本の物が良いというだけでは売
れないことをご示唆いただいた。続いて、雷さんから、
香港について。
雷：東京の貿易商社で、主に香港の本社向けに日本
の食品を輸出している。私は輸出オリエンテーショ
ンの会に毎年レギュラーで参加しており、多くの商
品と出会う。例えば去年、最後の３分の中で提案さ
れたお茶を、今、マカオのホテルに置いているので、
商談会で難しいと言われても諦めないでほしい。
香港市場は非常に競争が激しく、値段以外にも、賞
味期限、原材料の面でも難しいので、現地のバイヤー、
日本にいる商社と一体化して拡大していくのがいい。
安い中国産、コピーの韓国産に対して、日本産は高く、
今は安心・安全を言えないが、非常にユニークなマー
ケットでもあるので、入る余地はある。
香港向けに出す時は、目立つようにし、中国語に直
さないと難しい。また、食べ方を教えていく必要が

ある。例えばゴボウは漢方薬だと思われていた。料
理講習会や試食販売がきっかけで、コンテナ単位に
なった商品もたくさんある。また、商品が体のどこ
にいいのか、ポップを作って商品のＰＲをし、現地
のバイヤーと一緒に試食販売し、現地消費者の声を
聞いたほうがいい。
私たちは、おいしさ、値段、賞味期限のほかに、生
産者、サプライヤーがどれくらい言ってくるかで商
品を選ぶ。私は責任を持って香港、そして近い将来、
中国向けに市場を開拓していきたいと思う。
田中：雷さんには、熱意と客観的事例が両方大事だ
ということを伝えていただいた。
　皆さんのお話から、もう副次的に海外を考える段
階ではない、というメッセージが聞こえたように思
う。中長期的に熱意を持って取り組み、現地を見て
いただくことが、良いパートナーを見付け、海外販
路を開拓していくことにつながると思う。
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上期の商品の輸入通関については、3月 18日以降
の食品薬局の通達直後から対応が始まった。洋上に
ある貨物も対象で、追加書類の手配ができるまで通
関が滞り、荷物が返送された事例もある。通達の度
重なる変更のため、5月6月は弊社も他社も商品を
見合わせたので、6〜9月頃まで欠品が続き、小売
店のアイテム数が半減した。
本題の成功事例について。まず、農産物の販路拡大
については、大分県産の「べにはるか」を市内百貨
店３カ所で、１月初旬から12月中旬、12日間ター
ムの９回のプロモーションを行った。対象はタイ人
の高所得者層、月収10万バーツ以上。航空便使用
のため、店頭価格は100グラム当たり95バーツ
から120バーツ、〓換算〓レートは１バーツ2.4
円。売上、上代合計金額が約300万バーツだった。
放射能検査等の影響で、3〜5月にかけて販売量が
鈍化したが、原産地証明書や原発からの距離等の説
明を丁寧に行った結果、秋にはお客様が戻ってきた。
2011年のサツマイモのタイへの輸入金額は、一
位はラオス、二位はベトナムだが、そのほとんどが
加工原料に使われる。それに対して日本産の割合は
1.5％だが、その100％近くが小売店で販売される。
日本産サツマイモの輸入比、金額ベースでは大分県
産のべにはるかが６割を占めている。原発事故以前
は茨城県産のべにあずまが出回っていたが、昨年は
ほとんど見当たらなかった。検査費用や手間を考え
ると、今後もサツマイモに限らず、高級野菜、果実
は関東ではなく九州地区に集中していかざるを得な
い。
　販売促進活動の成功のポイント。ステップ１。べ
にはるかについて、ホットデリカとして販売訴求を
行った結果、その場で味見ができて評価を得られ
た。顧客対象を広げることが目的で、若者が多い地
域だったので、歩きながら食べられる焼き芋で販売
し、新しいコンフェクショナリーとしての訴求が受
け入れられた。ステップ2。生芋での訴求。販売時
に冊子を配る等、家庭での調理法をお客様に説明し
た。客単を上げるのが目的で、確実にリピーターの
取り込みができた。ステップ1、2の進化系として、
芋関連のスイーツを同時に展開し、最終形としてア
ンテナショップ的な店舗を作り拡販することを考え
ている。
　この１年は中心地の高所得層向けに販促を行った
が、今後は郊外型や若者が集まるショッピングセン
ターでプロモーションを行い、流行のきっかけを作

　タイの実情を具体的に報告する。これが皆様の輸
出販路拡大の参考になれば幸いである。
　総人口は約6,640万人。首都バンコクに約1,000
万人が集中している。仏教国で母系社会なので男女
差別がなく、同性愛や異性装に寛容で、女性の社会
進出も進んでいる。熱帯性気候でモンスーンの影響
が大きく、しばしば大洪水が起きる。
　ここ10年の経済成長率は4〜6％前後。2009
年のリーマンショックで低迷する以外はプラス成長
で、2010年には7.8％を達成したが、昨年は洪水
の影響で1.8％にとどまった。一世帯の平均所得は
月に2万1,000バーツ、バンコク首都圏では3万
8,000バーツになる。
バンコク市内には日本食レストランが〓1,000 〓
軒くらいあると言われ、市場規模も200億円以上
である。市内小売店、スーパーには日系を問わず日
本食コーナーが設置され、あるアンケート調査では、
自国以外の好きな料理で、日本食が第一位にランク
している。
　我々のターゲットは、バンコク中心部の中間から
富裕層である。この対象範囲を30％とすると300
万人規模になる。10年前に日本人を対象にしてい
たビジネスモデルも、現在は経済成長に伴い底上げ
され、今後も日本食市場は成長していくと確信して
いる。
　2011年度の上期の小売商況について。1月2月
の上期前半は通年同様に年明けのギフトセールスと
中国正月に向けて贈答需要が高まり、スーパー、百
貨店ともに好調だった。3月4月の上期中盤は、百
貨店は引き続き好調だが、スーパーは頭打ちになっ
た。これは、東日本大震災による製造の滞りによる。
タイ国内では、3月 18日より厚生省食品薬局の輸
入規制が実施され、スーパー店頭では輸入証明書を
提示する対応に迫られた。5月6月に百貨店の数字
が突出しているのはＵＤＤデモの反動による。しか
し、スーパーで4月以降に急激な落ち込みはない。
その理由は、欧米やアジア諸国と比べて国民が落ち
着いて推移を見守り、過去に入った商品の風評が出
ずに済んだことや、タイ国内での日系食品企業の対
外生産により、日本食市場への影響が最小限度にと
どまったと考えられる。
部門別構成比では、通常、タイに限っては生鮮食品
より加工食品の比率が高いが、3月 11日以降は、
商品の滞りにより、生鮮食品のほうが高くなってい
る。

バイヤー講座

「成功事例や選定のポイント」
Daisho(Thailand)Co.,Ltd.	　幅野 修平 氏 
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るのも一つの手法である。
　続いて、加工品の成功事例。伊勢丹タイランドで
兵庫県の揖保の糸のプロモーションを12日間行っ
た。対象はタイ人の高所得者層、月収10万バーツ
以上。海上コンテナ便を使用、単価125〜345バー
ツ、レートは１バーツ 2.4 円。売上金額は 16万
4,000バーツだった。タイ人のそうめんの認知度
は５割程度で、さらに揖保の糸では１割弱だが、認
知度や価格の安さにしばられず、試食で評価し、お
いしければまとめ買いをする傾向がある。
成功のポイントとして、現地に合ったメニューを配
布し、試食を行い販売を増やした。ゆでて麺つゆで
食べる方法では広まらないので、タイでサラダを食
べる習慣が増えてきた辺りをターゲットに訴求を進
めた。また、試食ブースの横にテレビを置き、歴史、
文化、製造工程の商品情報を流し、理解を深めるこ
とにつなげた。場所柄を考え、英語のナレーション
も付けた。また、プロモーターに浴衣を着せて写真
紹介を行い、うちわを配布し、日本の素麺のイメー
ジを連想できるよう訴求した。タイ人が麺類を食べ
る頻度は日本より高いので、固定観念にとらわれな
い提案で、さらに売上を伸ばすことも考えられると
思う。
次に、農産物以外の成功事例。水産物については、
昨年 12月に岩手、大船渡産のサンマのプロモー
ションを行った。イメージ的に放射能の影響が懸念
されるので、放射能検査の指定地域ではないが、独
自分析の検査証を持参した。一部の日本人から安全
性の質問を受けたが、タイ人の反応はなく、試食で
かなり好評を得た。また、マグロの解体ショーを行
い、長崎産の40キロの蓄養マグロが約３時間で完
売し、売上は約12万バーツだった。
タイの洪水が落ち着いた後は、リンゴや稲庭うどん
の催事を行った。秋田からの輸入商品はタイ政府の
ＦＤＡの輸入基準に基づき安全だと、英語、タイ語
でも説明した。横手焼きそばの実演販売も評判を得
て1,500食を販売できた。また、岩手のリンゴの
プロモーションでは、商品自体の安全性を伝えると
ともに、被災地の岩手県を応援するということで、
今年は特に力を入れた。
食品薬局の許認可については、放射能検査以外でも、
通常の手続きとして検査証明書が必要であり、弊社
は難易度別に3つに分類している。まず、特別管
理食品については、食品規格等の品質、使用、包装
の要件を満たす必要があり、厚生大臣への報告義務
がある。密封飲料、サイクラミン酸ナトリウムを含
む食品、乳製品等だが、難易度は高く、弊社では青
森県産リンゴジュースで、取得に２年間を要した。
標準食品は、原料、構成〓比率〓、基準の要件を満

たした食品で、クリーム、お茶、油等である。難易
度は中で、比較的時間がかからない。その他の食品
は上記に該当しない加工食品、非加工食品で、認可
取得は容易にできる。タイでの販売商品は、主に標
準食品とその他の食品である。特別管理食品はハー
ドルが高いが、競争相手が少ないので、今後は拡販
が見込めると思う。
認可取得後は、法令上、裏ラベルを作り配合率の5
品目を記載する必要がある。ＩＳＯやＨＡＣＣＰの
コピー、製造工程表、配合率表も必要で、配合率表
は社外秘の企業が多いが、協力をもらうことが許可
を取るための入り口になる。
　最後に、小売の商況とトレンドについて。2011
年度下期は、東日本大震災による商品供給不足、原
発事故による放射能検査等、上期からの問題が少し
ずつ解消され、一段落したが、下期後期のタイの大
洪水によってサプライチェーンが麻痺し、商品が停
滞した。この時期は保存食や飲料に偏り、レストラ
ンの売上も伸びない状況だった。
天災によって、2011年度の経済成長率は1.8％
にとどまったが、2012年の予想比は大体4.9％
になる。オーガニック関連の需要が増える傾向で、
来年度には一部百貨店でオーガニック商品の売場の
拡大や常設、プロモーションが計画されている。ま
た、電子レンジの普及により冷凍食品の需要が増え
る傾向にある。安全性が証明されていれば、日本産
の農産物も顧客を増やせると思う。また、健康食品
関連で低塩、低糖食品が伸びてくる。飲料酢の割合
も増えている。血圧が下がるといった効能を説明す
るプロモーションは日本ではできないが、タイは法
律上、問題にならない。若年層を中心にカジュアル
なデザインの食品もうけており、アニメのキャラク
ターを使った商品需要も高まる傾向にあり、タイで
版権があれば、今後かなり期待が持てると思う。
2012年の実績は、2011年度をかなり上回ると
弊社は予想している。原発、洪水の影響等があった
が、右肩上がりの成長が期待されると確信している。
女性：せっかくの機会なので、皆様からの質問を頂
戴したい。質問のある方は挙手を。
質問者：リンゴジュースが難しいとなっているが、
私はバンコクでリンゴジュースが並んでいるのを見
たことがある。全て難しいということだろうか。
幅野：リンゴに限らず、飲料は難しい商品になる。
食品薬局でサンプリングとラボ検査が実施され、そ
れ以外に包材、キャップ等の説明を求められること
がある。ラボ検査後３カ月以内にナンバーを取得し
ないと結果が廃棄されることになり、期間中に食品
薬局からの質問の全項目に回答できないと認可され
ないので、現状では難しい。
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　災害後の現地の状況について。小売店については
塩や醤油の買いだめがあり、当時は過剰に放射能に
反応していた。１カ月くらい経ち、日本食を買う方
と買わない方が分かれてきた。北京、天津では営業
年数が長い店は売上が下がらなかったが、新設店で
は半減した。
　業務店は水産物、特に刺身が嫌われた。中級店や
一般店は日常〓ユース〓があるので、6月7月には
8〜9割まで回復したが、高級店は回復しなかった。
なぜかというと、そういう所に来ているお客さんは、
いわゆるリッチチャイニーズで健康のために毎日の
ように来ていたので、放射能で全く来なくなったの
である。
　現状は、極端な輸入品不足で、業務店のほうでは
現地化、国産化が起きている。小売のほうは、10
都県に集中しているＮＢの商品が出せないので、
我々も地方の商品を一生懸命探して売っている状況
である。これは地方のメーカーにとってはチャンス
である。それから、輸入物から国産へということで、
我々も現地のいわゆる日式食品を売らざるを得なく
なってきている。メイドインジャパンから、安いメ
イドバイジャパン（日本のメーカーが作っている日
本食）に変わってきており、酒からカップラーメン
まで何でもある。これは大変な危機で、この現状を
どうするのかが一番大きなポイントだと考えてほし
い。ヨーロッパからのオーダーもこのような商品に
集中しており、価格と放射能の問題で日本から出た
ものは買ってもらえず、一度変わってしまうと元に
戻らない。日本のメーカーのダメージは相当であり、
これからも10都県については多分、相当時間がか
かる。

　では、そんな中で我々がどのように商品を選ぶの
か。中国は食品についてＧＢという国家標準が非常
にうるさく運用されている。加えて放射能や口蹄疫
等の問題があるので、日本から輸出できる商品が大
変減ってしまった。ＮＢ商品も多くが輸出できなく
なり、我々は自治体の商談会や農水省の今日のよう
な会に参加して必死に商品を探しているが、難しい
状況である。そうすると、今度は日本国内での、Ｎ
Ｂではなくローカルブランドの同じアイテムの中で
どれ選ぶかということになるが、我々の選定のポイ
ントは8つである。
（1）賞味期限。メーカーが製造し、我々が発注し、
産地証明を取り輸出し、現地で衛生許可を取り販売

　まず中国の現状をお話ししてから本題に入りたい。
震災後の中国への輸出状況について。3.11 の後、
中国は年末まで１年近くの間、物が止まった。4月
の8日に中国政府は日本からの食品の輸入を一切禁
止した。その後5月27日に水産品だけが再開され
たが、輸入枠の関係でほとんど入らなかった。6月
13日に12都県の規制が10都県に変わった。11
月 24日に一応正式に再開になり、10都県のもの
は輸入禁止、それ以外の物は産地証明を取ることに
なった。しかし、今度はこの産地証明が非関税障壁
になりつつある。その後も、今まで通り何でも出せ
るわけではなく、乳製品、お茶等は輸出できない状
態である。
日本では11月 24日から産地証明を取ることにな
り、今年の1月1日から現地で審査の運用始まった。
加工食品は基本的には県が産地証明を発行する。酒
類等は基本的には国税局だが、県でもやってくれる
ところがある。水産物は放射能検査が必要で、水産
庁が行う。
酒については、国税局に輸出の産地証明の申請が集
中しており、1カ月半から2カ月かかる。一方、自
治体によっては3日くらいで出るところもあるので、
必要資料等について勉強してほしい。産地証明が早
く出るところの物が売れていくことになる。また、
これはメーカーにやってもらうことだが、我々も前
段階でメーカーを指導したり、書類を書いたり等の
負荷がかかり、当然コストが上がってくるのが現状
である。我々は自治体にも、輸出振興のための基本
的なことをやってほしいと働きかけている。
　輸出手続きの現状について。うちのコンテナの現
状である。12月 2日にメーカーに発注。産地証明
を準備し加工食品と酒類を一緒に出そうとしたとこ
ろ、輸出のタイミングでは輸出証明が間に合わない
ので、酒は先延ばしした。加工食品は12月 21に
横浜を出て、25日に天津に着き、26日から通関
がかかったが、今は10都県の商品かどうか確認が
入るので、1〜2日取られてしまった。それで不運
なことに1月1日を越えてしまい、産地証明が必要
となった。当然準備はしていたが全部は間に合わず、
2月9日にやっとうちの倉庫に入った。しかし中国
ではさらに衛生許可が必要で、それに約40日かか
るので、3月の中過ぎでないと売れない。皆さんに
発注するのが12月2日でも、売れるのは4カ月先
になり、通常のものだと賞味期限切れになってしま
うのである。

バイヤー講座

「日本産競合品から選定するポイント」
モリタフーズ株式会社	　君島英樹 氏 

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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できるまでに、大体4カ月かかる。そこからの販売
期間を考えると、賞味期限が１年以上ないと輸出は
できない。発注から現地販売までに時間がかかり、
在庫を抱える我々のリスクは大きいので、売れない
ものは輸出したくない。
　（2）パッケージデザイン。中国の人は何だか分か
らないものは買わないので、シズル感のある写真が
ラベルに入っている等、食べ方の分かりやすい商品
が良い。また、中国語、英語、韓国語を入れる等、
マルチリンガルにすることである。パッケージを変
えることで、商品を知ってもらえ、よく売れるよう
になる。
　（3）レシピや使用方法。食べ方が分からない物
は安くても買ってもらえない。逆に食べ方を紹介す
れば大変な勢いで売れるので、レシピ本の作成やメ
ニューの提案等、使い方を分からせる努力をしてほ
しい。我々はこのようなメーカーの商品を買う。
　（4）ブランドの知名度。商品は中国に受け入れら
れやすい漢字のネーミングにすることである。ただ
し、縁起が悪い名前にすると売れないので、注意が
必要である。また、難しいことだが、地方でのブラ
ンド力やストーリーは当然あったほうがいいので、
その辺も努力してほしい。
　（5）ユニークさ。まずは買ってもらえなければ中
身のおいしさを分かってもらえないので、目を引く
ユニークな商品が良い。例えば金箔を貼ったり、職
人がきれいな瓶を手作りしている日本酒は、出し値
が高くても売れる可能性がある。
　（6）現地の食文化。メーカーが食べ方を一生懸命
アピールする努力、情報発信は非常に重要なことで
ある。
　（7）おいしさ。我々ではなく、中国の方がおいし
い商品かどうかが大切である。日本とは味覚が違い、
例えば酒の場合、中国ではにごり酒等の甘くて芳醇
なものが好まれるようである。展示会でも予想と違
うものが一番人気で、中国人のコックが目の色を変
えたりするので、テストマーケティングは非常に重
要である。
　（8）価格。例えば仕入れで言うと、我々が皆さん
から仕入れると、我々の卸値が仕入値の2.5 倍、そ
の店頭価格は3.6 倍くらいになる。従って、商品は
現地での店頭価格を想定して作っていないので、価
格が高い割に見栄えが悪いということで、買っても

らえない。そういう部分で価格は非常に重要である。
もし将来的に売りたいのであれば、今は安くしてで
も、売れるように戦略価格を設定すべきである。そ
ういう努力をしないメーカーは難しいと思う。
以上は輸出業者としての選定のポイントだが、では、
現地で我々が代理店をやったらどんな感じなのか、
5つ申し上げる。
　（1）メーカーのやる気。
　（2）販売戦略。どんな形で誰に売ろうとするのか
をよく考えてほしい。
　（3）メーカーの対応能力。レシピやパッケージに
ついて、メーカーがどこまで一緒にやってくれるの
かである。
　（4）現地での販促。メーカーは商品に詳しいので、
我々と一緒に現地の展示会に来てアピールしてほし
い。
　（5）最後に、同行営業で一緒に汗をかいてもらわ
ないと、現地代理店はやる気にならない。
先ほどの8項目と、この5項目を考えていただけ
ると、我々が選定できる対象になるのではないかと
思う。
最後に、商標を取るのは3年かかるので早く申請し
てほしい。これがないと売る以前の問題になってし
まう。いろいろなことを考えて、商品作りをしてい
ただければと思う。

司会：せっかくの機会なので、質問のある方は挙手
を。

質問者：日式食品がどんどん現地生産されて、日本
からの輸出の隙間がなくなっていくと、中国向け
マーケットは中長期的にどのような方向になるの
か。

君島：日式食品は急激に拡大しており、現地生産は
どんどん広がってくると思う。また、ＦＴＡが進む
と、関税のない物がなだれ込むのではないかと思う。
そうすると日本もＦＴＡにならないと勝てない。救
いは、日本の食は安心安全だというメイドインジャ
パン神話が、放射能の問題を除いて基本的には変
わっていないことだ。嗜好が強い物は継続的に伸び
るので、2極化、3極化する感じはする。

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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