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【研修会】
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┃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 東北地区研修会

農林水産省 （東北農政局）

2011 年 12 月 13 日 （火）　13 ： 00 ～ 17 ： 00

ハーネル仙台 2F 松島Ａ

〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 2-12-7　TEL ： 022-222-1121 （代）

13 ： 00 ～ 13 ： 15 主催者挨拶

	 挨拶者／東北農政局　経営・事業支援部　事業戦略課長　内藤　明 氏

13 ： 15 ～ 14 ： 00 輸出実践講座 １

	 テーマ ：食料品の輸出について

  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：新段階を迎えた農水産物輸出のポイント

  講師／アジアネット代表　田中 豊 氏

15 ： 00 ～ 16 ： 05 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／東北農政局 経営 ･事業支援部　

　　　　　　　　　　事業戦略課 海外展開支援係長　小柳　淳 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

16 ： 10 ～ 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

【研修会】 実施概要

概況項目 参加企業 参加人数

研修会 30 38
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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

募集方法

2011 年 11 月 15 日

2011 年 12 月 13 日

募集方法としてはチラシを２０００枚作成し、農林水産省東北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　東北地区研修会」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。

【研修会】 実施概要

●青森県観光国際戦略局　●岩手県農林水産部　●宮城県農林水産部　●秋田県農林水産部     
●山形県農林水産部　●福島県農林水産部　●青森県農業協同組合中央会 
●岩手県農業協同組合中央会　●宮城県農業協同組合中央会　●秋田県農業協同組合中央会
●山形県農業協同組合中央会 ●福島県農業協同組合中央会　
●全国農業協同組合連合会 青森県支部　●全国農業協同組合連合会 岩手県支部　
●全国農業協同組合連合会 宮城県支部　●全国農業協同組合連合会 秋田県支部　
●全国農業協同組合連合会 山形県支部　●全国農業協同組合連合会 福島県支部
●宮城県森林組合連合会　●宮城県漁業協同組合　●宮城県食品工業協議会　
●日本チェーンストア協会 東北支部　●（社）日本フードサービス協会 東北ブロック協議会　
●（社）東北経済連合会　●東北６県商工会議所連合会　
●（独）日本貿易振興機構 青森貿易情報センター　●（独）日本貿易振興機構 盛岡貿易情報センタ－
●（独）日本貿易振興機構 仙台貿易情報センタ－　●（独）日本貿易振興機構 秋田貿易情報センタ－
●（独）日本貿易振興機構 山形貿易情報センタ－　●（独）日本貿易振興機構　福島貿易情報センタ－
●日本政策金融公庫 仙台支店 農林水産事業　●秋田県産材海外需要開拓推進協議会
●一般社団法人秋田県貿易促進協会　●福島県貿易促進協議会　●仙台国税局　●東北厚生局
●東北経済産業局　●東北地方整備局　●東北運輸局　●横浜植物防疫所塩釜支所
●動物検疫所仙台空港出張所　●東北農政局　●日本通運（株）仙台航空支店　
●郵船ロジスティクス東北（株）仙台営業所、山形営業所　●（株）近鉄エクスプレス　
●仙台・福島・山形三市観光・物産広域連携推進協議会
●東北農政局各地域センター　　
　青森地域センター、八戸地域センター、盛岡地域センター、奥州地域センター、
　大崎地域センター、秋田地域センター、大仙地域センター、山形地域センター、
　酒田地域センター、福島地域センター、いわき地域センター

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
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┃公式ホームページ

Ｕ　Ｒ　Ｌ

【研修会】 実施概要

2011 年 11 月 15 日（火）より「輸出オリエンテーションの会　東北研修会」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。

┃開催概況
内　 容 13 ： 00 ～ 13 ： 15 主催者挨拶

東北農政局より主催者挨拶をしていただいた。

東北農政局　経営・事業支援部　事業戦略課長　内藤　明 氏

セミナー・展示商談会にご参加された生産者・出展者・バイヤーに対してのお礼を述べた。

日本全体の輸出取り扱い状況についてや、震災後のいかに切りかえて前向きに行動を起

こしていくか。農政局としても全力で協力体制を図っていく事などについて。

13 ： 15 ～ 14 ： 00 輸出実践講座 １

海外バイヤーとして活躍されている株式会社ショーライの井阪氏に講義をお願いした。

テーマ ：食料品の輸出について

資料を配り、輸出に関してしなくてはいけない事や心構えなど基本的な事柄を説明して

いただいた。

現場での苦労話や実際に国内で輸出される時に必要な手続きなど時間内で一通り説明い

ただいた。

（資料は参加者に配布）

14 ： 00 ～ 14 ： 45 輸出実践講座 ２

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をパッケージを変更

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）

15 ： 00 ～ 16 ： 05 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／東北農政局 　経営・事業支援部　事業戦略課 　小柳　淳 氏

実践の手続き講座として、東北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。
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【研修会】 開催概況

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）　

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）

16 ： 10 ～ 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：福岡のいちごなどを輸出する為に苦労した事は

Ａ：意外なところにアイディアが隠れている。

形のそろっていない２級品を集めてパッケージを変え安くしたら海外で反響があったなど。

困った事や意外な物にビジネスチャンスが。

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。

┃開催概況

研修会は、ハーネル仙台	2F	「松島Ａ」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	東北農政局　経営・事業支援部　事業戦略課　内藤	課長	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、『食料品の輸出について』というテー
マでお話しいただいた。

続いて、二人目の講師、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。

この後15分間の休憩をはさみ、三人目の講師、農林水産省　東北農政局	経営 ･事業支援部　事業戦略課	海外展開
支援　小柳	係長に、『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。
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講演内容要約

【研修会】 開催概況

輸出実践講座①

フォローするのと同じである。
　もう一つは、最初の段階で、商品の紹介を兼ねて
いろいろな地域でフェアーをするのはいいが、最終
的にはプロパーで継続的に販売するところに持って
いかないといけない。フェアーで売上があっても、
労力を使った割に一過性のもので、定着しなければ
意味がない。それについては試食等が重要である。
難しい商品だったが、あるメーカーが現地で３カ月
に１回、試飲販売をし、２年もすると、必ずフェアー
に出てもらわないと困ると、向こうのデパートから
指名がきた、という事例もあるので、継続的に行う
のが重要だと思う。

・輸出相手国の規制、関税等の調査

　輸出については、商談時に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日本と
違うので、原材料表示等を相手に確認して行う。
　ＥＰＡは関税の件である。日本と東南アジア、タ
イ等は二カ国間協定が結ばれており、企業登録し、
日本商工会議所に判定依頼をし、日本でたくさん付
加価値が付いているという意味で商品が日本産と認
められれば、５年間で関税がゼロになる。これは販
売促進費等が懐から出るのでなく、国と国の決まり
なので大きな武器になる。実際、同じグレードの商
品があれば、相手側はＥＰＡを取得している関税が
安い商品を自動的に選ぶ。これは日本商工会議所が
行っており、最寄りの商工会議所で資料等もらえる。
一次産品の野菜、果物、お米等については、収穫地
のＪＡの証明書等があればすぐに取得できる。原料
を外国から輸入している加工食品は、付加価値の度
合いを見て日本製品と認められるが、輸出業者には
無理なのでメーカーサイドで行う。鮮魚等は、魚を
捕った際の外国人労働者のコストは日本製とみなさ
れないので、地元の商工会議所とかなり打ち合わせ

・商品の輸出販売

　輸出等を始められる方々に実情をお話ししたい。
メーカーが海外輸出の足がかりを作るには、いろい
ろな方との関係の構築が必要だが、関係ができても、
輸出業者、現地の輸入業者、現地販売店に任せきり
では、過去の経験からしても絶対に成功しない。３
社４社が自分たちの意志を明確にして、協力しなけ
ればいけない。
　また、海外のマーケットでの自社商品の２年後、
３年後、５年後の目標を設定し進めていかないと、
売れればいい、出せればいいでは、絶対に浸透して
いかない。
　それに当たっては、皆様が現地で試食販売をし、
商品を現地の人に手に取ってもらうことが重要であ
る。日本でも、食べたことも見たこともない商品が
1,000円で販売されていたら、試食なしには買わな
い。100円ならば捨ててしまってもと思うが、日本
の商品は海外で1,000 円のクラスになるので、手
に取ってもらえない。しかし、試食をすれば、ある
程度高い商品でも、おいしければ買ってもらえる。
東南アジアに袋物の商品を持っていくと、関税等で
袋の単価が高くなる。そこでバラ売りをすると、何
種類かを少しずつ買い、おいしいと思ったものを翌
日買いにくる。それも試食と同じような効果がある。
プロの方が現地に行かれたら、商品の嗜好が分かる
と思う。
　また、パッケージは海外向けを考えず、日本語で
書かないと難しい。日本語であれば、消費者は日本
の商品だから高くても仕方ないと思うが、変に現地
の言葉等で書くと、現地の商品なのに高いというこ
とで、手に取ってもらう機会はほとんどない。そう
いうところで、実際に現地で見られるのが一番であ
る。日本でも問屋さん任せで商品をどこかに売って
もらうのは、今は難しいので、メーカーがいろいろ

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
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をしないと難しいが、水産品も二カ国間協定を結ん
であるかを見て行えば武器になる。
表示義務の確認については、日本の食品も裏面
に栄養表示がされている。アメリカ、香港等は
nutrition	facts という形で、飽和脂肪酸と不飽和
脂肪酸の記載が義務付けられているが、今日本国内
で流通している商品には表記義務はないので書かれ
ていない。しかし、この情報が輸出相手国で必要で
あれば、何らかの形で準備をされておいたほうがい
い。

・現地輸入ＣＯＳＴの計算の仕組み

　現地の価格はどのような仕組みで計算されている
のか。Ａはメーカーが製造した原価、利益、国内輸
送費の合計。Ｂは輸出業者の利益、保税倉庫費用。
そして荷物にケースマークを貼り、コンテナに詰め、
港に持って行く費用や、船に載せてもらうコンテナ
ハンドリングチャージ等の輸出諸掛。Ｃは純然たる
船賃。Ｄは海上貨物保険である。
　これらが足され、現地のポートに着く価格にな
る。貿易の用語では、Ａは国内指定倉庫渡し。EX	
GODOWNと言い、メーカーが倉庫に入れたあとは
全部輸入者が費用を持つ。商品代はサプライヤーに
払い、輸出諸掛等は買手側が全部持つ。
　Ａ + Ｂは、本船渡し。FOB（Free	on	Board）
と言い、輸出業者が代金を買手側から回収してメー
カーに支払う。貨物を船に載せた段階で貨物の責任
が輸出業者から買手側に移る。
Ａ +Ｂ + Ｃは運賃込み本船渡し（C&F）と言い、
現地のポートに着くまでは売手側の責任、着いてか
らは現地の責任となる。Ａ+Ｂ +Ｃ +Ｄ（CIF）は、
海上貨物保険がプラスされる。
　主な取引にはC&F	、CIF が使われている。現地
での輸入業者、小売業者の価格の基準はCIF の価格
が現地のポートの価格になるが、そこに現地輸入業
者が通関する等費用、利益、関税等がプラスされ、
輸入価格になっている。なおかつ、インポーターが
スーパーやデパートに渡すと、日本と同じように
30パーセントくらいを乗せて小売価格が設定され
る。従って、現地の店頭の商品から、出し値やポー
トに着いた価格がある程度推測できる。
　また、国ごとの所得水準や立地を見極めて販売政
策を考える必要がある。例えば香港は狭いので、限
られたマーケットである。しかし、観光立国で外部
から入ってくる人の数が大変多く、メインランド・
チャイナのショールーム的な部分もあるので、中国
に即座にというよりも、ショーウインドウとしてう
まく使うのも一つの手だと思う。バンコクも、物価
が安いので、ヨーロッパやアメリカから入ってくる
人が多い。

・輸出について

　全ての商品について、輸出業者は税関に申告し許
可を受けないと輸出ができない。無償のサンプルで
も、数量やウエートの明細を出し輸出業者に連絡し
なければいけない。インボイスに記載がなく現地に
着くと、受取側が密輸入等を問われる可能性もある。
また、輸出業者が輸出申告をした際に、メーカーの
見積と現物の数が合わないことがある。総量は同じ
でも国内輸送費の軽減のために荷物を合わせて送っ
ていると、数量が足りないことになる。通関の書類
と荷物の数が合わないと、全ての商品の輸出の許可
が下りなくなる。見積時に国内で輸送する形態で書
いておけば、トラブルは避けられる。
　海外向けの見積等の作成について。例えば1,000
円の物を仕入れると、消費税が５％で輸出業者は
1,050 円をメーカー支払う。しかし、５％は国内
消費税で、国内で消費されていないので、輸出業者
は国から還付を受けられる。従って、国内の見積価
格は、相手先に出す時も当然税抜きの価格からやら
れる。私たちも請求に対して消費税を支払うが、還
付を受けるので、1,000 円での見積がスタートの
価格なので、消費税の部分は全く無視していただ
いて結構である。税込の見積をいただいた場合は、
1.05 で割った部分を商品価格とし、利益や諸経費
を考えたパーセンテージでやっている。事前に税務
署等に届出をしておけば、消費税は輸出について還
付を受けられる。

・その他

お酒については酒類の輸出免許を持っている輸出業
者しか輸出ができない。酒税還付が受けられるので、
お酒の輸出を考えている会社は、輸出免税の書類等
を準備し、輸出業者に酒税を除いた価格の見積を出
させたほうが圧倒的に有利だと思う。
　お米の輸出は農政事務所に申告をする義務がある
が、輸出業者が全部やってくれる。ただ、現状、国
内流通しているお米は高すぎで、海外に出すには
ハードルが高い。そこで、農家が作れないエリアを
輸出契約して買い上げるようなことが、なされつつ
ある。
　肉類の輸出は、特に牛肉は国によって許可されて
いる屠殺場の指定があり、農水省や動物検疫所で確
認が必要である。ポークも同じである。生卵も、相
手国は検疫証明が不要でも、動物検疫を受けていな
いと日本国内で通関をしてもらえないことがある。
　　
肉、お酒、冷凍の魚、水産加工品、一般家庭の食品
加え、またマグロ等の特殊なものも水銀検査の資料
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添付等の細かい制約あるので、事前に相手方と相談
されたほうがいい。輸出したら絶対に持ち帰れず、
捨てるか罰金になるが、その費用もばかにならない。
　最初に申し上げた通り、マーケットはまだまだ
ある。輸出品の90％以上がノンジャパニーズに消
費されるので、海外の日本人相手よりも、現地の人
たちに手に取って食べてもらうことが一番大事であ
る。タイ、台湾、香港はフェアーで買ったものをそ
の場で食べる文化があるので、食べ終わって、おい

しければもう一個買うだろう、という逆の発想で、
即効性のあるもので現地に出られたら、商売が見え
てくる部分があると思う。大きなマーケットを目指
すには、日本で売れないからとりあえず海外で売り
たい、という気持ちだけでは絶対にうまくいかない
ので、やめたほうがいい。大変厳しい話になったが、
何年でどうするという形で、プロパーで毎月、毎週、
何ケースずつでもやっていくのが一番重要なことだ
と思う。

【研修会】 開催概況

＜現在の状況＞

　東北の農政局から東北地方は農水産物輸出のトッ
プランナーであると聞いたが、東日本大震災後もそ
れは全く変わることがないと思っている。震災直後
は諸外国で、東北の放射能に関するセンセーショナ
ルな報道が起こっていた。現在、事態はかなり改善
されたものの、被害にあった県の輸入規制や自主規
制など、まだきびしい状況が続いている。
　震災以外でも、昨年の九州の口蹄疫から始まり、
天候異変、病原菌の流行など、日本の農作物・水産
物等は大変な影響を受けている。生産もままならな
い中で、グローバル化が進んでいくということもあ
り、生産者は作る技術と同時に、販売力に対しても
我々に強い要望がある。そこでこの10年ぐらい、
地方が元気になるために、地域の持ち味や強みを
もっと発掘し生かし、つないでいこうと訴えている。
東北にはいろいろな強みがあるが、特に農林水産業
を中心とする一次産業、観光産業、伝統地場産品技
術をもっともっと発掘して活かし、つないでいって
ほしい。6次産業化、農商工連携という形で、皆さ
まが伝授をされていることをさらに進化させ、本日、
参加されている事業者、生産者、行政支援者の皆さ
まの活用と連携を願っている。
　全国的に、特に農林水産物の輸出において、多く
の皆さん方が販路開拓に海外へ出ていっている。食
では日本から外食産業や中食産業の皆さん方が今ど

輸出実践講座②

成功事例　商談から店頭販売まで

んどん海外に進出している。日本料理店では、特に
寿司や丼、ラーメン、うどん、おにぎり、弁当など、
米に関連する店がアジアに定着し、勢いが増してい
る。高級店に限らず、例えば、九州ではとんこつラー
メンや豚カツ、丼、焼肉などの飲食店が海外に出店
し、ピザやハンバーガーに代わるものとして、アジ
アの若者の胃袋にヒットしている。

＜戦略編　なぜ今、貴社は海外販路
開拓に挑むのか＞

　円高や不景気などの逆風の中、大手企業と違って
経営資源不足の中小企業、生産者、自営業の海外展
開は難しい。自給率、地産地消が本当にグローバル
化につながるのだろうか。皆が、隣の県がやってい
るから、日本で売れないからという安易な気持ちで
は、円高や反日運動、サーズの流行などで、すぐ諦
めてしまうだろう。海外にチャレンジするには想定
外の逆風が毎回、形を変えて出てくることを覚悟し
ないといけない。中国やタイも内需転換の時代を迎
え、今までのアジアと日本の関係が大きく変わろう
としている。日本企業もメーカーだけではなく、商
業サービス、流通業、物流業あるいは外食産業も積
極的に海外に出て行こうとしている。
　しかしながら全国的に始まったばかりの海外販路
の開拓はノウハウはもちろん、流通や物流など、基
本的なインフラも整っておらず、販路を今まさに

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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創っている段階だ。未開拓状況で、しかも円高であ
るにも関わらず、海外進出にチャレンジする人が増
えているのは何故だろうか。それは海外にチャレン
ジすることで、組織力が強くなり、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と実感
している人が増えているからだ。
　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。2004年ぐらいからお目見えし
たブランドイチゴで、規格外のグローブ型になってし
まったものを、パックの下にウレタンを敷いて１段積
みし、現在、香港に100トンぐらい輸出している。
しかしこれほどの量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。それにもかか
わらず輸出に力を入れているのは、香港や台湾の富裕
層における「あまおう」人気を日本国内の新聞やテレ
ビで報道・評価していただくことで、ショールーム効
果をもたらし、ブランド化が果たせるからだ。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。収益にはならなくても、海外にチャレ
ンジすることで、国内で高級ブランドの仲間入りがで
きた、戦略成功事例である。

＜戦術編　海外輸出に向けての心構
え、活動のヒント＞

　海外輸出に向けての心構えとしては、“必ず海外
市場を獲得するという志”が必要である。まずは日
本スタイルで行い、それからは毎回、修正を行う。
商談会やフェアで相手を見ながら、味付けやパッ
ケージ、値ごろ感など、毎回スタイルを変化させて
いかなければならない。継続は必須、1～2度の活
動で売れないからと諦めず、繰り返しのチャレンジ
が必要だ。ただし、同じことを同じように繰り返し
てもだめで、専門家とともにチャレンジし、工夫す
ることが大事である。
　今日本の農林水産物は間接貿易が主流である。プ
ロの専門商社に商流と決済、物流をお願いするもの
の、一切を商社任せで売れるものではない。作り手
が販売の現場に立つことが重要である。九州の農林
水産物で言うと、香港の旧正月に、現地のデパート
で一本数千円もするミカンジュースを完売した例が
ある。販売したのは大きな団体でもプロでもない、
農家のご夫婦が売られているということに、バイ
ヤーが共鳴したのだ。つまり数ヶ月に一度でも、現
場に行き、売り場に立って、商社や向こうの代理店
と一緒に汗を流すことが大事なのだ。米を売るにし
ても、日本からミネラルウォーターや電気釜を持参
して、現場で実際に炊き、おいしい米の味を試食で
知ってもらう。言葉は通じなくても、消費者に味は
通じるものだ。経費がかかり、常に赤字になるが、

こういう努力を今、皆がやっている。
東北ではかなり以前からいろいろな商談会やフェア
を実施しているが、商談会に立ち会っても、名刺だ
け集め、帰国してから返事しますではうまくいかな
いだろう。
　何のためにチャレンジするのかという参加の目的
を明確にすること。皆さま方は情報収集や視察、テ
ストマーケティングのほか、代理店やパートナー、
一緒になって販路開拓ができる人、あるいは2～3
年かけてでも自社商品に惚れ込んでくれる、同じ経
営感覚を持つ人を探すために商談会・販促活動に臨
んでいるのだ。グループで出向き、試食が全部なく
なったと報告書を書いて終わりでは意味がない。
　アメリカやヨーロッパでは食文化から学ぶことは
多々あるが、これはアジアでも同じである。生産現
場をはじめ、屋台から市場まで行き、学んでくる姿
勢がある人は海外のマーケットを取れる。商談会や
フェアの現場で、2、3分の商品説明に通訳つけて
時間を倍かけて行っても、海外の人には伝わらない。
商談会では30秒、B	to	C の消費者向けのフェア
は15秒以内で、自社の商品の魅力を伝えなければ
ならない。プロとともに、バイヤーや消費者に認め
てもらえるよう、小さな工夫を積み重ねながら、やっ
ていく必要がある。
　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。
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。売れる商品はそれだけの価値があるか、売れ
る売り方になっている。日本で売れないから海外で
売れればいい、海外に持っていけば国内の値段が上
がるなどという補完的な思いでは、新段階では通用
しない。海外に売れるためのものづくりや売り方を
工夫した人たちしか生き残れない時代なのだ。
いかにして売り込むのかという認識が日本ではま
だ矯正されていない。その点、韓国など、FTA や
Ｅ PAで切羽詰まった人たちの売るための姿勢・気
迫には学ぶことが多い。　
　そもそも日本の商品は、中国産やマレーシア産、
アメリカ産に価格では勝てない。戦術としては値段
が10倍高い日本産の商品をあえて、安い海外産商
品と並べて売って試食させるのだ。日本産は値段が
高くても、それなりの価値がある。現地の人が食べ
たことも見たこともない日本産商品の美味しい食べ
方やその国の人の好む料理や利用法をわれわれも勉
強し、模索・修正し、売り込み方の確信を得ていか
なければならない。王道の売り込み方はないし、方
法は決してひとつではない。ターゲットの属性をよ
く研究し、販路も売り方も10社あれば10通り考
えていく。ターゲットを明確にし、知恵、商品だけ
でなく、東北を売り込む、メイド・イン・ジャパン
の代表で売り込むという考え方が必要なのかもしれ
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ない。
　日本は極めて品質や安全性に厳しいと言われる
が、海外でも商品の安全性や食べ方を証明・説明を
する段階に入っていくだろう。日本における高級メ
ロン、静岡のメロンのように、他のメロンと比べる
と高いが、文化や背景・環境、使い方、食べ方など
の情報を提供する売り方が海外でも始まっている。
また博多の「あまおう」や宮崎の「マンゴー」、徳
島の「鳴門金時」の規格外品のように、国内では評

価されないがどうしても栽培上で出来てしまう規格
外のものを売り物にする方法もある。規格外商品の
形が逆に海外の食生活や料理法にマッチするなど、
海外と国内にあるギャップを発見していくことも大
切である。
		日本では規格外で評価が低い、あるいは規格内なが
ら高値がつかない、そのままでは売れず加工処理して
いるものなどが意外と海外では売れる場合もある。
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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』東北地区
　研修会アンケート集計結果 開催日　2011 年 12 月 13 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】⇨
　○　直接現場に携わっている講師の方々より率直な生の情報を聞くことができ大変参考になった

　○　各国の事情がわかり大変勉強になった

　○　輸出に向けての心構え、証明書の取り方、放射性部物質の検査について一連の概略を学べて良かった

　○　現場でしかわかり得ない内容であった

　○　状況は毎年変化すると思われるので、毎年継続して開催して欲しい

　○　次回の開催も楽しみにしている
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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

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 （東北地区）

農林水産省 （東北農政局）

輸出促進セミナー 2012 年 2 月 17 日 （金） 09 ： 30 ～ 11 ： 15

展示 ・ 商談会    2 月 17 日 （金） 11 ： 40 ～ 17 ： 00

江陽グランドホテル  輸出促進セミナー 5F 鳳凰 （東）

   　　　　　展示 ・ 商談会   　　　　　5F 鳳凰 （西 ・ 中）

〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 2 丁目 3-1　TEL ： 022-267-5111( 代 )

■輸出促進セミナー　（2 月 17 日 （金））

09 ： 30 ～ 09 ： 40 主催者挨拶

　　　	挨拶者／東北農政局 経営・事業支援部　事業戦略課長 内藤　明 氏

09 ： 40 ～ 10 ： 30 パネルディスカッション

	 テーマ ：各国市場（またはバイヤー）が今求める日本の商品とは？ 

 コーディネーター　（独）日本貿易振興機構 

                         仙台貿易情報センター          中川 明子 氏

 パネラー　　　　　易意（上海）貿易有限公司　　　　樽家 邦興 氏

 　　　　　　　　　ジャイアントユニオン　　　　　Ｊｏｈｎ Ｋｕｏ 氏

             　　　台和通有限公司 　　　　　　　 Ｗｅｎｄｙ Ｗｕ 氏

   　　 ダイショータイランド　　　　　 幅野 修平 氏	

10 ： 30 ～ 11 ： 15 バイヤー講座

	 テーマ ：成功事例や選定のポイント

  講師／ダイショータイランド　幅野　修平 氏

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 実施概要

┃開催概要

内　　容 ■展示 ・ 商談会　（2 月 17 日 （金））

11 ： 40 ～ 12 ： 20 試食会

	 バイヤーが各出展者の展示商品を見、試飲・試食を行った

13 ： 10 ～ 17 ： 00 マッチング商談会

	 事前に出展者から希望を取ったバイヤーとの商談を行った

17 ： 00 ～ 18 ： 00 リクエスト商談会

	 バイヤーからリクエストがあった出展者との商談会を行った
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概況項目 参加企業 参加人数

研修会 30 38

輸出促進セミナー （※研修会に参加した企業は9社） 47 76

展示・商談会   （※輸出促進セミナーに参加した企業は8社） 11 23

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9社） 47 76

展示・商談会   （※輸出促進セミナーに参加した企業は8社） 11 23

全体 平均 全体 平均

76 5.4 74 5.6

成立商談件数

継続 （可能性有） 商談件数

商談回数

0

30

概況項目
概況数

バイヤー 出展者

全体 平均 全体 平均

76 5.4 74 5.6

成立商談件数

継続 （可能性有） 商談件数

商談回数

0

30

概況項目
概況数

バイヤー 出展者

┃【バイヤー視察】 開催概要

┃概況データ

内　　容

会　　場

開催日時

参　加　数

商　談　数

2012 年　　2 月 18 日 （土）

一ノ蔵酒類販売株式会社

〒 981-3117　仙台市泉区名坂字万吉前 23-1　TEL 022-375-7070

10 ： 00 ～ 11 ： 30

	 　　一ノ蔵酒造にて、製造工程の説明を受け、試飲を行った

【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 11 月 16 日

2012 年　2 月 17 日

募集方法としてはパンフレットを 2000 部作成し、農林水産省東北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。
東北農政局より関係各所へ連絡していただいたり、メールマガジンをＪＥＴＲＯなどか
ら発行していただいた。

「輸出オリエンテーションの会　東北地区　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・告知パンフレット

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 募集手段

仕     様

印刷部数

●青森県観光国際戦略局　●岩手県農林水産部　●宮城県農林水産部　●秋田県農林水産部     
●山形県農林水産部　●福島県農林水産部　各 50 部
●青森県農業協同組合中央会 ●岩手県農業協同組合中央会　●宮城県農業協同組合中央会　
●秋田県農業協同組合中央会　●山形県農業協同組合中央会　 ●福島県農業協同組合中央会
●全国農業協同組合連合会 青森県支部　●全国農業協同組合連合会 岩手県支部　
●全国農業協同組合連合会 宮城県支部　●全国農業協同組合連合会 秋田県支部　
●全国農業協同組合連合会 山形県支部　●全国農業協同組合連合会 福島県支部
●宮城県森林組合連合会　●宮城県漁業協同組合　●宮城県食品工業協議会　
●日本チェーンストア協会 東北支部　●（社）日本フードサービス協会 東北ブロック協議会　
●（社）東北経済連合会　●東北６県商工会議所連合会　各 20 部
●（独）日本貿易振興機構 青森貿易情報センター　●（独）日本貿易振興機構 盛岡貿易情報センタ－
●（独）日本貿易振興機構 仙台貿易情報センタ－　●（独）日本貿易振興機構 秋田貿易情報センタ－
●（独）日本貿易振興機構 山形貿易情報センタ－　●（独）日本貿易振興機構　福島貿易情報センタ－
●日本政策金融公庫 仙台支店 農林水産事業　●秋田県産材海外需要開拓推進協議会　各 50 部
●一般社団法人秋田県貿易促進協会　●福島県貿易促進協議会　●仙台国税局　●東北厚生局
●東北経済産業局　●東北地方整備局　●東北運輸局　●横浜植物防疫所塩釜支所
●動物検疫所仙台空港出張所　●東北農政局　●日本通運（株）仙台航空支店　
●郵船ロジスティクス東北（株）仙台営業所、山形営業所　●（株）近鉄エクスプレス　
●仙台・福島・山形三市観光・物産広域連携推進協議会
●東北農政局各地域センター　　
　青森地域センター、八戸地域センター、盛岡地域センター、奥州地域センター、
　大崎地域センター、秋田地域センター、大仙地域センター、山形地域センター、
　酒田地域センター、福島地域センター、いわき地域センター　各 20 〜 50 部

2,000 部

Ａ３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

┃公式ホームページ
Ｕ　Ｒ　Ｌ

2011 年 12 月 16 日（金）より「輸出オリエンテーションの会　東北地区　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】 開催概要
内　 容 09 ： 30 ～ 09 ： 40 主催者挨拶

東北農政局より主催者挨拶をしていただいた。
東北農政局　経営・事業支援部　事業戦略課長　　内藤　明氏

09 ： 40 ～ 10 ： 30 パネルディスカッション （詳細は P23 ・ 24 ・ 25 を参照）
テーマ ：各国市場（またはバイヤー）が今求める日本の商品とは？ 
コーディネーター　（独）日本貿易振興機構 
                  仙台貿易情報センター           中川 明子 氏
パネラー　　　　　易意（上海）貿易有限公司　  　　  樽家 邦興 氏
　　　　　　　　　ジャイアントユニオン　　　　    Ｊｏｈｎ Ｋｕｏ 氏
            　　　台和通有限公司 　　　　　 　   Ｗｅｎｄｙ	Ｗｕ 氏
  　　 ダイショータイランド　　　　　　幅野 修平 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地元企業との交流も多く海外貿易にも詳しい中川氏に依頼。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。
時間的に少し時間が足りなかったが内容の濃いものとなった。

10 ： 30 ～ 11 ： 15 バイヤー講座 （詳細は P26 ・ 27 を参照）
テーマ ：成功事例や選定するポイント
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）

11 ： 15 ～ 質疑応答

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

会場レイアウト
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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、江陽グランドホテル	5階	「鳳凰（東）」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　東北農政局	経営・事業支援部　事業戦略課	内藤	課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、易意（上海）貿易有限公司　樽家	邦興	氏、ジャイアン
トユニオン　Ｊｏｈｎ	Ｋｕｏ	氏、台和通有限公司　Ｗｅｎｄｙ	Ｗｕ	氏、ダイショータイランド　幅野	修平	氏の 4人と、
コーディネーターには（独）日本貿易振興機構	仙台貿易情報センター	中川	明子	氏を迎え、『各国市場（またはバイヤー）
が今求める日本の商品とは？	』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、ダイショータイラン
ド　幅野　修平	氏に、『成功事例や選定するポイント』をテーマにお話しいただいた。

来場者の皆様には有意義なお時間を過ごしていただいた。

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

中川：円高の影響、原発事故による諸外国の風評被
害・輸入規制の影響などにより農林水産物・日本の
食品の輸出の落ち込みが続き、農水省では輸出政策
を再構築した。日本貿易振興機構もサポート機能を
強化するべく、「農林水産物・食品輸出促進本部」を
1月 20日に設置し、さらなる輸出支援に取り組ん
でいる。依然厳しい状態ながら、原発関連の規制緩
和や輸出の回復も見られ、輸出環境の改善も徐々に
進んでいる。食品企業、生産者の皆様に多くの輸出
成功事例を作っていただけるよう、4名のバイヤー
にパネリストとなってもらい、以下2つの観点から
の討論をお願いした。
1つ目は「各国のマーケット情報（国民の嗜好や
売れ筋など）と、どのような日本食品が求められる
か？」。2つ目は「風評被害の実情とその対応策、風
評がない場合には輸出の留意点など」である。まず
はアメリカ代表Giant	Union	の	John	Kuo 氏に、
アメリカが求める日本商品の売れ筋、米国に輸出す
る際の留意点について、伺いたい。
クオ：ロサンゼルスで中華系の仲卸をしている。昨
年の震災直後、世界で日本人の素晴らしい行為が報
道されていた。コンビニエンスストアが再開するな
か、客は秩序をもって行列し協力して店内を整備し
ていた。購入するのは他の客のことを考え、必要な

各国市場（またはバイヤー）が今、
求める日本の商品とは？

コーディネーター :（独）日本貿易振興機構	仙台貿易情報センター		中川	明子	氏	　
パネリスト：中国	易意（上海）貿易有限公司		樽家	邦興／	アメリカ	Giant	Union	Co.,	Inc.	John	Kuo ／	
　　　　　　台和通有限公司	Wendy	Wu／タイ	Daisho（Thailand）Co.,Ltd.		幅野	修平

ものを1つだけ。その姿を見てアメリカ人は日本人
をリスペクトし、日本のイメージが非常に良いもの
になった。
アメリカでは近年、麺類、うどん店が増えてきてい
る。ここ数年、“日本のラーメン”がブームだ。各地
に100件以上の専門店がある。世界中に麺類はあ
るので、おいしくてユニークな麺を輸入できればと
思う。なかでも日本食をもっと食べてもらえるよう、
5年後10年後、20年後を見据え、若い年齢層を狙っ
て、長期戦を仕掛けるべきだと思う。
輸出規制も考慮してほしい。魚介類の対米輸出の
HACCPなど、いろいろあるが、ポイントは賞味期
限である。日本商品の賞味期限は非常に短く、２～
３ヶ月がトレンドだが輸出方法によっては店に商品
を並べる時に賞味期限が切れてしまっている場合も
ある。賞味期限は最低でも10ヶ月、可能ならば1
年はほしい。
中川：タイ代表、Daisho 幅野様には業務用や小売
用など、取引先別の情報をお伺いしたい。
幅野：弊社は多くの日系企業ほか、大手外資系や現
地小売店と取引する商社兼問屋である。水産品なら
ば、岩手県産のサンマや北海道・青森産の帆立を原
料として輸入し、東南アジア・中東諸国・近隣諸国
のレストラン向けの商品を作り、輸出。その他、東
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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況

北のリンゴや桃、柿、米などの農産品を百貨店など
に卸している。昨年の震災直後は、商品不足や度重
なるタイの食品薬局方の変更などで、7月まで正常
な商品供給が出来なかった。徐々に検査対象地域が
減り、軌道に乗り始めた秋、タイに大洪水が起こり、
再び物流が寸断された。しかしながら日本からタイ
への食料の輸出および、タイの日本食市場も右肩上
がりに伸びており、2012年に入っても順調に推移
している。
タイ人の好む味覚は甘い・すっぱい・辛いで、しょっ
ぱい味はまずいに分類される。だから東北のしょっ
ぱいせんべいなどは、9割以上がタイ在留邦人が販
売対象となる。タイ人に受け入れられる嗜好は業務
用はサンマやサバなど、脂肪分の多い商材が好評で、
タイのローカル店などではメニューの定番となって
いる。
中川：台湾代表の台和通有限公司Wendy	Wu 様に
は、日本の食品マーケット世界第3位という立場か
らお話いただきたい。
Wu：食品全体では第3位、農産物に限定すると台
湾はトップであり、20年以上もその実績を保って
いる。これはいかに台湾人が日本食品に友好、信頼
感を持っているかの証しであろう。日本のリンゴを
はじめ、桃、ブドウのピオーネ、金柑、みかん、イ
チゴ、びわ、キウイも輸出 1位は台湾である。そ
れらを台湾では贈答品として活用することが多いた
め、日本産の高レベルで高品質の商品が求められる。
日本食品ならば全て台湾で売れるわけではない。日
本で負けたから海外で…ではなく、まず自社商品の
強みを見出してから海外戦略と販売戦略をつくるべ
きである。自社商品の強み・特徴、消費者に訴えた
いポイントを見出せば、国内でも海外でも通用でき
るはずだ。
また賞味期限も大事だ。加工食品は賞味期限が6ヶ
月以上ないと、販売者にはかなりプレッシャーを感
じる。さらに台湾の消費者は中身を見て安心する習
慣があるので、輸出用パッケージのデザインも考慮
していただきたい。たんぱく質や脂質などの個別栄
養素の分量表示も義務付けされている。
中川：最後に中国代表で易意（上海）貿易有限公司	
樽家様に、中国における日本国内の十都県・宮城県
を含む輸入停止の措置が今後解除されると期待し、
今から準備するべきことなども含め、教えていただ
きたい。
樽家：弊社では日本と欧米の食品の輸入と卸販売を
している。中国は規制も多く、最初は売り込みにく
いものの、現実とて日本のマーケットは大きい。中
国産の食品といえば、まず話題にあがるのが「安全
性」だろう。また中国は偽物、コピー品が非常に多
いことでも知られる。特に昨年の震災後は多くの商
品で偽物が増えた。だからこそ輸出するには偽物に
勝つ特徴とインパクトがあり、中国の人の心に響く

商品づくりが大切だ。「健康」もキーワードだ。例
えば、中国で今、ブームとなっている納豆。数年前
まで、見た目もよくない、臭いがきついと好まれな
かった納豆がいまやヘルシーで、子供の脳を活性化
させると人気を博し、高級百貨店やスーパーで販売
されている。あとは女性をターゲットにした商品も
よく売れる。例えば、イチゴジャムはビタミン豊富
で健康にいいと打ち出すと売れ方も違ってくる。中
国は急速に食習慣、食文化が変化している。かつて
売るのが難しかった商品でも将来的に売れる可能性
がある。諦めることなく継続的に、中長期的な視点
をもって売り込んで欲しい。

風評被害の実情とその対応策、風評がない場合には
輸出の留意点など

中川：地域による違いもあるが、消費期限の長期化
など共通の指摘もあった。アメリカのHACCPなど
衛生規制、台湾の贈答品需要への品質など、輸出に
関する注意点、またアメリカの麺、タイの味覚、中
国の納豆など、自国の流行や食習慣の話もあった。
諦めず、中長期的に輸出に取り組む姿勢と、特徴の
ある商品を作って海外戦略を立てていくことが大事
であると。皆様の話から震災後も日本食への信頼が
失われていなかったことをうれしく思う。
その一方で原発問題の風評被害が国内外で話題に
なっているのも事実である。そこで次は最新の風評
被害の現状について伺いたい。我々日本側としてそ
れをどうやって払拭するか、どういう努力が必要か
も教えていただきたい。
樽家：中国は震災後から続いていた輸入規制が緩和
され、水産品は5月末から輸入再開。魚はほぼ問題
ないという状況である。昨年11月末に輸入解禁に
なった加工品は1月末から小売店でようやく販売さ
れるようになった。日本食品の輸入規制期間中は、
マレーシアやタイ、韓国、アメリカ産の日本食品
が販売されていたが、日本産食品を中心に扱う高級
スーパーや高級百貨店は、日本産の需要が多く、早
期入荷復活への要望が強い。輸入が再開し、需要も
高まっていることもあり、日本産食品はこれから復
活していくと思う。
中央政府が認め、輸入が再開したから安心というイ
メージを持つ一般消費者が多い。風評被害は薄れて
いるのだから、中国市場では放射線に対する安全・
安心キャンペーンやPRより、むしろ震災前の従来
のスタイルをやっていくべきと思う。オール東北と
して力をあわせてプロモーションするのもひとつの
手ではないか。
Wu：台湾は日本食品・食材の巨大マーケットである。
震災や原発事故には自国のことのように悲しみ、義
援金200億円が短期間で集まった。台湾の日本に
対する思いの証明である。しかし健康に関わる食材
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に関しては、応援のために買おうという動きにはな
らなかった。4月から3ヶ月、輸入が停滞していた
のは消費者が買わなかったからである。千葉、茨城、
群馬、栃木と福島の５県の商品はいまだに輸入禁止
であり、被災地から離れた愛媛や鹿児島の商品も消
費者は購入を躊躇した。震災後、日本食品の輸入時
には、日本の検査証明書があっても、台湾での放射
能検査が義務付けされており、今でも続いている。
台湾の検査で3件、微量のセシウムが検出された。
全件、安全値以下で問題なしにも関わらず、ニュー
スを見て日本食品の購入をとめる状況に陥った。た
だ今ではその記憶も薄れ、旧正月、去年9月の中秋
節では日本産の贈答用商品に回復の傾向が見え、年
末には7、8割に戻った。このまま収まればいいが、
日本が放射能問題に関する安心・安全性を訴求する
と逆に中国の消費者が思い出し、買わなくなる。台
湾でイベント実施の際はプロモーション方法を慎重
に考案することをお願いしたい。
幅野：タイでは放射能検査で安全値以下であれば、
輸入を認めている。放射能指定地域9都県のうち、
東北の宮城と福島の商品はタイでは取り扱いが少
なくなってきている。理由は風評被害よりも、放射
能検査の手間や費用によるものが多く、メーカーに
よって少量多品種で細かい対応ができないことが問
題となっている。輸出に関してはメーカーの協力は
不可欠だと思う。東北の２県以外の商品に関しては、
輸出の際に原産地証明書を添付すれば、通常通り、
販売できる。昨年、岩手県産サンマの焼魚や冷凍商
品を販売したが、放射能に関して問い合わせがあっ
たのは日本人のお客様一人だけで、タイのお客様か
らはなかった。タイでは食品は FDAという食品薬
局の元、きびしく検査がなされ、消費者に安心感を
与えている。中国や台湾に比べ、タイは政情がゆる
く、国民の理解もある。日本食市場への影響は一部
であり、昨年度の国別実績では対タイへの日本輸出
量は伸びている。
中川：アメリカ当局は震災直後から冷静な対応をし
ていただいたが。国民の皆様はどう思っておられる
か、伺いたい。

クウ：震災後、ヨーロッパは日本の食品を全面輸入
禁止にしたが、アメリカは指定県以外の輸入は認め
るなど、欧米諸国の中で一番親日な対応をしてきた。
ただし震災前に出航したコンテナでも震災後に入航
する場合はホールドしてインスペクションを行い、
それが1～２ヶ月かかる場合が４～６月は頻繁に起
こっていた。日系に限らず、中華系、我々も含めた
輸入企業は、保管費や罰金ほか、賞味期限が切れ、
販売不可となるなどの被害が相当あった。現在は改
善され、スムーズに輸入できるようになっている。
今まで日本産食材を用いていた米国の大手メーカー
のなかにはアメリカ本国で生産したり、安い中国産
に取って代ったりという会社が出てきている。１日
も早く日本、東北がもとの環境に戻ることを願い、
応援したいと思う。特にここアメリカは大国で、ハ
リウッド映画のように派手なパフォーマンスを好む
国である。ゆえに安全性も、日本政府の力を借り、
大げさなほど訴える活動が大切になってくる。フー
ドショーなどでも、東北チームや東北フードという
パビリオンやチームを作って、大きく宣伝するのも
いいと思う。
中川：現状の風評被害等、鮮度の高い話を頂戴した。
地域によって反応は様々で、風評を忘れ始めている
消費者がいらっしゃる地域では放射線関係のことだ
けを言うのは逆効果になるケースもあり、安全・安
心でおいしいことを前面に出して、キャンペーン
をするのが大事というお話があった。また一方でア
メリカではもっと大げさに、もっと大きく政府ベー
スでキャンペーンをしたらどうかというお話もあっ
た。地域によってキャンペーンのやり方がというの
が変わってくるということだ。風評被害の影響から、
売り場、棚が他の国のものにとって変わる現状も一
方ではある。タイや台湾の場合、政府の検査がある
ために消費者の皆様が安心して買うことができる実
情があるということも勉強させていただいた。オー
ル東北での売り込みも今後の検討課題であり、大規
模なキャンペーンでは農水省さんの協力が必要に
なってくるだろう。

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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のショッピングモール、市内百貨店の3ヶ所で、1
月初旬から 12月中旬、12日間タームで計 9回、
月収10万バーツ以上の高所得者層をターゲットに
した大分県産農産物のプロモーションを実施した。
単価は100ｇあたり95バーツから120バーツ、
1バーツで2.4 円と換算し、売上上代は約300万
バーツ。
　震災と原発事故の影響で販売が鈍化したが、その
後、原産地証明書を用意し、原発からの距離等の説
明を丁寧に行った結果、秋にはお客様がかなり戻っ
てきた。
　2011年のさつまいもの輸入では、日本産は全体
の 1.5％（248万バーツ、7千 560キロ）。第一
位が隣国のラオスで全体の88.3％（1億5千万バー
ツ・1万5千トン）。第二位も近隣のベトナムで9.7％
（1650万バーツ・458トン）。ただし上位2国は
ほとんどが加工前材料だが、日本産はほぼ100％
が小売店等での販売用に輸入されている。
　日本産で比較すると、大分県産「紅はるか」が約
6割、他に熊本産「紅はるか」や徳島産「鳴門金時芋」
など。一昨年多かった茨城産「紅あざま」が昨年で
はほとんど見当たらない。今後も原発事故や放射能
検査等の影響からタイで高級果物に位置づけられる
商品は九州地区からの輸入に集中していくものと思
われる。
　農産物の成功事例および成功のポイントについ
て。顧客対象拡大を目的にホットデリカの訴求を
実施。プロモーション実施地域は大学や高校が近
くにあるファッション中心地。若年層に販売を行う
にはすぐに食べられて手に持てる商品化が不可欠で
ある。新しいコンフェクショナリーとしてのカテゴ
リー訴求が重要。生芋の訴求として家庭調理を推
進。調理方法や食べ方の冊子を配布し、リピーター
の取込をより確実なものにした。その集大成とし
て、スイートポテトや大学芋、スイーツなどのアン
テナショップを展開し拡販させるのが理想である。
流行をつくる仕掛けは今後、若い人が集まる郊外の
ショッピングセンターなどを中心にプロモーション
を行う計画がある。

2011年度の加工品の販路拡大取り組みの意図につ
いて
　伊勢丹タイランドのスーパーで12日間、タイ人
高所得者層を対象に兵庫県産商品のプロモーション
を実施。単価は 125バーツから 345バーツで総

タイの現状について
　人口は約6640万人、首都バンコクは1000万
人が生活する一極集中型大都市である。ここ 10
年の経済成長率は 4～ 6％、クーデターやデモ活
動、騒乱の影響が心配されたが2009年のリーマン
ショック以外はプラス成長で、2010年は 7.8％。
大洪水が起きた2011年も1.8％だがプラス。1世
帯あたりの平均所得は月額21000バーツ、バンコ
ク首都圏に限ると38000バーツ。日本食に関して
は、バンコク市内に日本食レストランが1000件以
上あり、市場規模は200億円以上。市内の小売店、
スーパーには必ず日本食品のコーナーがあり、近年
ではテスコ・ロータスなどの欧米外資系大型ディス
カウンターも日本食品の取り扱いを増加させるなど、
タイ人にとって日本食は身近な存在である。
　ターゲットはバンコク中心部に住む中間層・富裕
層。ここ数年はタイ人の中間層以上のみならず裾野
が広がっている。今後も経済成長とともに成長して
いくと確信している。

2011年度の上期小売商況について
　1、2月の上期前半は通年同様スーパー・百貨店
とともに好調。3、4月百貨店は好調だったが、スー
パーは頭打ち。震災で商品の製造が滞り、欠品が目
立つようになった。3月に食品医薬品局より輸入規
制通達があり、輸入証明書などの書類の対応に迫ら
れた。5、6月の上期後半は一昨年のデモでの反動
で上がっているが、実際は2009年並の推移。スー
パーでは放射能検査、指定地域の証明書等の繁雑な
作業により輸入加工食品が震災前の50％まで落ち
込んだ。4月以降に急激な落ち込みが少ないのは、
タイ人のおおらかな国民性からか、欧米アジア諸国
より風評被害が少なかったからと思われる。またタ
イ国内の日系食品企業による代替商品があり、日本
食市場への影響は最小限に留まった。部門別構成比
では加工食品の割合が減少。これは3月18日以降、
洋上からの輸入貨物の通関足止めや日本への強制返
還などで輸入が滞ったためである。特に食品医薬品
局の通達が度重なって変更され、5～6月は弊社や
他の輸入業者の方も一部輸入を見合わせていた。そ
の影響で6月以降9月ぐらいまで欠航が続き、アイ
テム数が半減した。

2011年度の農産物販路拡大の取り組み成功事例
　伊勢丹タイランドの百貨店とザ・モールグループ

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 

【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】 開催概況
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売上は16万 4千バーツ。同時にアンケート調査も
行った。年齢別では日本人とタイ人の比率はほぼ同
じだったが、購入者の価格イメージはかなり異なっ
た。「安い・妥当」と答えた人は日本人 3割に対
し、タイ人7割。一方で「高い・かなり高い」は日
本人7割、タイ人3割と逆転。「揖保の糸」を販売
したが日本食のそうめんの認知度は5割、「揖保の
糸」は1割しかなく、それが全体の約8割を占め
る。この結果から、高価格商品の顧客対象は日本人
でなくタイ人。価格によって販売量が左右されるこ
とが少ないこと、味・食べ方の提案が売上げに直接
反映される。商品の認知度や知名度によっては左右
されない。これは大手と比べて知名度が低い東北の
商品にとってチャンスである。商品のクオリティや
バリューに自信があれば、提案力によって、販売量
を期待できる。
　次に成功のポイントだが、商品の調理法の提案、
現地顧客の味覚に合ったメニューレシピを冊子にし
て配布した。さらに試食販売を実施。アンケートで
は麺類を食べる頻度は毎日、もしくは2～ 3日に
1回と答えた人が7割、日本人の5割よりも多い。
日常的に使う頻度が高い商品なので、固定観念にと
らわれず、今後も食べ方の提案を増やす必要がある。
商品情報の伝達も大事である。歴史や文化、製造工
程などの情報を VTR で紹介。試食と VTR で常に
売り場に客がいる状況を作れた。特に高所得者層は
自分の口に入る食品の安全性やヘルシー性に神経を
使うので、製造課程画像に興味を持ってもらえた。
日本のイメージ連動のため浴衣を着用させて商品紹
介を行い、うちわを配布。プロモーション後はブラ
ンド名指定の商品の問い合わせが増え、「揖保の糸」
の店頭取り扱いが 8アイテムまで広がった。その
他、岩手県サンマのプロモーションを実施。焼きサ
ンマが一尾 65バーツ、冷凍サンマは 50バーツ、
12日間で2000尾販売。購入者は日本人が3割、
タイ人が7割。岩手産スイーツや麺類も同時販売し
た。。
　長崎県産マグロの解体ショーを年に4～６回ほど
物産展等で行っている。顧客対象は9割がタイ人。
販売価格がかなり高いものの人気が高く、事前受注
も入る。
　伊勢丹タイランドで昨年 12月に開催した秋田
フェアでは試食や実演販売を重点的に行った。実演
では横手焼きそばが人気で1500食程度を売上げ
た。物産展を通して、東北単位で助け合いやイメー
ジ付けでき、今後、農産物は旬の時期に、アップル

スナックやジャム等農産加工品、麺類などは、催事
取り扱い商品として定番化される可能性が高い。こ
れからも期間中の売り上げのみならず物産展のプロ
モーションを通しての商品の開拓やお客様への紹介
といった機会を増やし、その後のマーケティングも
含めて取り扱い定番化を行っていきたい。

食品を輸入するポイントについて
　震災前からタイでは食品医薬品局の認可を事前に
得なければならない。栄養商品は厚生大臣に報告す
る義務があり、認可の難易度が高いといわれている。
登録の実例とて、ある青森のリンゴジュースの認可
を得るのに2度にわたるラボ検査や商品ラベルの説
明等があり、取得まで2年を要した。原材料、構成
比、規律、基準、要件を満たした「標準食品」は難
易度が中ランク。加工食品の輸入認可を得るために
は、製造元の ISOまたはHACCP、保健所の営業許
可書と商品の配合率表や製造工程表が事前取得が必
要。輸入者が日本大使館でこれら書類の認証を得て、
食品医薬品局に提出後、認可番号を割り当てられる。
認可番号のある商品にタイ語のラベルを裏貼りにし
て、店頭に並べるのが食品医薬品局の基準である。
通常アメリカや他国では裏貼りした上で輸出してお
り、本来はタイでも同様のはずだが、実際には番号
を照らし合わせるだけで通関が可能である。輸出時
のラベル添付は日本側に負担が大きいため、タイで
は通関後に業者の方による添付で通関できるのが実
情だ。

小売下期の商況とトレンド
　上期後半から続いた問題が序々に解消してきた。
大洪水の影響で商品の停滞が起こり、10・11月に
かけては商品のサプライができず、高級商品や外食
に目が向かなかった。2011 年度の経済成長率は
1.8％に留まったが、2012年度は4.9％まで回復
し、前向きな予想がなされている。日系および現地
高級百貨店では、現地製造のオーガニック関連の需
要が増加し、プロモーション等が顕著である。ほか
に電子レンジの普及により、プレクック商品が需要
増加傾向。所得の高い層を中心に、健康食品や飲料
水の販売が顕著で、今後も需要が見込まれる。最後
に若年層を中心としたカジュアルなデザインの商品
がうけている。パッケージは重要な販売促進要素で
ある。中身が見えないならば、商品写真を掲載する、
日本語の商品説明を一部英語に変換してアピールす
るなどという工夫が今後必要になってくるだろう。

【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【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】

┃【輸出オリエンテーションの会】東北地区
  『輸出促進セミナー』アンケート 開催日　2012 年 2 月 17 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】

　○　海外における放射能風評被害をいかに取り組むか、

      各国によって感じ方が異なり具体的な話を出してもらってよかった

　○　パネルディスカッションで様々な各国の現象や事情を聞くことができた

　○　日本で売れないから海外で売れないかという考えもだめだという意見に納得した

      （日本で売れないものは海外でもだめ）

　○　メーカーと協力しながら取り組むという事が震災後の日本食にとってなくてはならない点であり、

      そういった内容を聞けた事が役立つと思う

　　　（海外で販売する商品の賞味期限の長期化等は是非メーカーにお願いしたい）

　○　オール東北での海外進出には是非参加したいので企画して欲しい

　○　このようなセミナー開催について会費制でも良いのでもっと回数を増やして欲しい

　○　行き届いた手配で感謝、色々な情報をキャッチできて今後の発展に役立つと思う

⇨
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┃【展示・商談会】 開催概況
内　　容 11 ： 40 ～ 12 ： 20 試食会

参加企業 11 社が出展準備を行い、各社様々な商品を持ち込みディスプレイに工夫をした。

ギリギリに参加表明をしてきた出展者もおられたが全体的に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主催、共催ともにあったので対応。

よって当日調整のマッチングもいくつか発生したがトラブルも無く進行した。

セミナー終了後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。

各バイヤーは取り扱っていない物もあるので自由に廻ってもらう形式を取り、出展者も

積極的に誘導していた。

13 ： 10 ～ 17 ： 00 マッチング商談会

事前に出展者より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おき、そ

の情報に基づきマッチング表を作成し、マッチング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、商談を進めていた。

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。

17 ： 00 ～ 18 ： 00 リクエスト商談会

試食会で興味のある出展者があった場合で、商談予定の無いところや、時間的に再度商

談機希望する相手がある場合には昼休みからリクエストを受け付け、リクエスト商談会

のマッチング調整を行った。

会場レイアウト

開催概況【輸出促進セミナー＆展示 ・商談会】
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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

オブザーバー
秋田県貿易促進協会

福島県農産物流通課
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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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参加バイヤー一覧 【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】東北地区
  『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 17 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 13 件

・鮭ほぐし身

・シャリ                    ・フレーバー酒   ・わかめ           ・漬物        ・ブリほぐし

・コーヒーポリフェノール    ・おでん          ・みそチャップ      ・芋煮        ・インスタントみそ汁

・しめさば                  ・インスタントコーヒー              ・麺          ・うどん

・野菜ジュース              ・お米           ・りんご           ・みそ汁      ・イカの塩辛 

⇨
成立した 

2.3% 

成立する可
能性が高い 

26.4% 

成立しな
かった 
59.8% 

無回答 
11.5% 

＜その他内訳＞   

　・輸入禁止対象県になっている

　・コーヒーは検査体制による

　・放射能問題で保留

　・小麦製品は受け入れられない

　・HACCP 取得できれば興味あり

　・放射能が心配

　・明確な商品提案がない

●成立しなかった理由

15.4 

9.6 

9.6 

7.7 

0.0 

21.2 

32.7 

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 

％ 
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アンケート集計

・黒にんにく　　　・パックライス　　　・おでん　　　　　　　　   ・業務用つけもの　　・顆粒みそ汁

・煮物　　　　　　・さけほぐし　　　　・シャリ玉　　　　　　　   ・つけもの　　　　  ・ブルーベリー

・こうじ 　　　　　・しめさば　　　　　・カフェインレスコーヒー   ・日本酒　　　　　　・麺

・リンゴ 　　　　　・めかぶ 　　　　　  ・野菜ジュース　　　　　　 ・インスタントみそ汁   

・わかめ  　・りんご　　　　　　 ・みそ　　　　　　　　　　・たから漬       ・ぶりフレーク 

・晩菊　　　　　　・イカの塩辛　　　　 ・有機栽培米　　　　　　　・みそチャップ 　　　・だいこん 

・りんどう、キンポウゲ　　　　　 　　　・ニンジン   

■ 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】

⇨■ 今後、 輸出商品として期待できる産品がありましたか

ある 
54.8% 

ない 
8.3% 

無回答 
36.9% 
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