平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち
ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援

事業実施報告書

全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

平成27年3月31日
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第１部 本事業の概要
１．本事業の目的
当会及び当会会員企業が、これまで輸出に取り組んできたＥＵ諸国は、輸出促進を図るために重要と考え
ている。昨年に引き続き、本年度もドイツ及びフランスでのセミナー事業を実施することにより、おコメや日本
食についての理解及び風評被害払拭のための「ジャパン・ブランド」確立の取組を行った。また、スペインで
のコメ価格の構造調査を行い、今後の輸出における基礎資料を作成した。

２．特定品目、対象地域及びその選定理由
当会は、コメ及びコメ関連食品の輸出に関係する会員企業が集まった団体である。米の輸出拡大のため
に美味しさ、品質等について、更にＰＲしていく必要があり、コメ及びコメ関連食品を併せてPRし、相乗効果
で輸出拡大を目指す。昨年もセミナー事業を行ったEUにおいて、継続的にPRしていくことが、ジャパン・ブラ
ンドの確立のために重要であると考えている。
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第2部 産地間等調整活動
・実施の目的
ジャパン・ブランドの確立のため、産地と販売卸が共通の認識をもって、輸出拡大に取り組むことを目
的に、2回（平成27年2月・3月）の会議を実施した。

・実施内容
第1回産地間調整会議
開催日時：平成27年2月7日（土） 15時～15時40分
開催場所：秋田県大仙市 大曲プラザたつみ会議室
第2回産地間調整会議
開催日時：平成27年3月13日（金） 11時～11時30分
開催場所：東京都中央区日本橋 食糧会館会議室
・実施結果
2回の会議を開催し、販売卸が海外の状況を踏まえ、どのように販売しているかなど説明し、今後の
輸出拡大のために、産地と販売卸がどうしていくべきかなど、議論を行い、共通の認識をもった。

4

第3部 セミナー事業 ドイツ
★ 目的
ベルリン市内の日本料理店の多くはベトナム人やタイ人などが経営する店がほとんどであり、「コメを中心とする本
物の日本料理」が十分に浸透していない。そこで、現地の「本物の日本料理」を志向するホテルやレストランなどの
料理家や料理に携わる関係者及び日本食品を扱うバイヤーを対象として、日本料理の専門家による「コメを中心と
する本物の日本料理」のセミナーを実施した。
EU諸国で活躍する日欧の料理や文化に詳しい食のオピニオンリーダーによる「日本の文化とヨーロッパ文化の食の
共通点と違いについて」の講義と「コメを使った日本料理の実演と試食」を通じ、「コメを中心とする本物の日本料
理」に対する理解と浸透を図り、現地の日本食の根幹から改善するためのジャパン・ブランドセミナーを実施する。
なお、セミナー聴講者からの質疑応答に対応するため、日本から日本産のコメについて知見のある生産者や流通
業者も同席し、専門的な質問にも対応できる体制を組むことで「本物の日本食」の質の高い理解度を達成する。
★ スケジュール等
12月上旬
セミナー事業実施案
検討

国内調整

12月中旬

12月下旬

1月

最終実施案理事会承認

実施案理事会承認
最終実施案検討

現地調整

実施における担当会員等選定

資材等の準備・会場・渡航・宿泊手配
招待客リスト化～案内状原稿～発送

セミナー準備
1/13～15
食材購入
仕込み
会場設営
通訳・料理家MTG

招待客リスト確定
セミナ会場設営
デザイン検討～決定

セミナー事業

セミナー料理家交渉・確定
現地食材ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・通訳交渉～確定

セミナー会場交渉
デザイン制作・調理機器調達
セミナー 調理メニュー検討～決定
展示物・搬送・現地食材購入手配
スタッフ・料理家 渡航・宿泊手配

実施場所：ドイツ ベルリン市内 マルティムホテル
時期：2015年１月16日（金曜日）
時間：講演15時～ セミナー①17時15分～・②18時～

セミナー実施
1/16
実施後資材等撤去
返送手配
1/17～18
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セミナー事業 ドイツ

「米」実演・試食セミナー プログラム

＜プログラム概要＞

①日本の食文化に関する講演（30分） 1５：00～
ＥＵ圏で活躍する日本食に造詣の深い日本料理専門家による講義
講演 テーマ「日本の米と美味しさの秘密」
講師：料理家 河野章子 ドイツ・ベルリン在住
料理講習、調理師育成、料理辞書のアジア部門やコラムの
執筆など、ベルリンで活動中

②日本の調理家による本物の日本料理 実演・試食セミナー（40分×2回） 17：15～
日本産の米による日本料理と米について、実際の調理を見せながら紹介するセミナー
料理実演：料理家 倉敷 和のこころ今川
進行・同時通訳

13
火

14
土

15
日

16
月
午前～
仕込み

会場確認
キッチン
確認
現地
スタッフ
との
打ち合わせ
料理内容調整

料理長：今川照雄

顧問：桑原幸市

（元鳥取・皆生温泉 華水亭料理長）

（元つる家 リーガロイヤルホテル店料理長）

エヴァ・ハイブ

食材購入

セミナー実演
のための仕込み
実施
打ち合わせ

講演
16：00～
30分
実演①
17：15～
40分
実演②
18：00～
40分
撤収

オーストリア在住 ウィーン大卒業
京都に6年間在住 京大～京都新聞社
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セミナー事業 ドイツ マルティムホテル 会場図
②セミナー実演会場

★

③
キ
ッ
チ
ン
①
セミナー
講演

キッチンからの動線
①セミナー講演会場：約200名を対象に、日本産米の良さについて講演した
②セミナー実演会場：50名を対象とした、日本産米を使った料理の実演と、米についてのセミナーを行った
③仕込用キッチン：IH調理器具等、調理道具一式を持ち込んで仕込を行った
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セミナー事業 ドイツ
第一部：講演（30分） 16時～
・講演者紹介 料理家 河野章子

セミナー講演

時間：15時～

会場：200名
・講演 テーマ「日本の米と美味しさの秘密」
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平成26年度 ＪＲＥ セミナー事業 ドイツ

実演セミナー 会場レイアウト

会議室に演台及びIH等調理器具を設置。二回実施をスムーズに進行するために、バックヤードを設置。
場内には50席を準備し、入口には稼働可能な配膳台やワゴンを設営した。

9

セミナー事業 ドイツ

実演セミナー 会場レイアウト デザイン

「米」と一目で分かるイメージボードに加え、輸出促進ロゴマークを配置。調理の手元を見せるために６０インチモニター
を配置し、和食の調理と盛り付けの美しさを来場者全員に理解していただけるよう工夫した。
来場者の方々から、イメージが分かりやすいという評価を現場でいただいた。
入り口に、メニューボードを設営した。

メニューボード
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セミナー事業 ドイツ

実演セミナー

時間：16時～17時15～

第二部：調理実演セミナー（40分×2回）17：15～・18：00～

会場座席：50名

一回目 約60名 二回目 約80名の参加があった。終了後の質問を含め、実施は盛況であった。

調理セミナー 料理及び試食メニュー
①日本酒
食前酒として、米から生まれる日本のお酒をふ
るまい、簡単に日本文化も説明。
②炊き込みご飯（1種類）
日本米が主役となる日本料理である炊き込み
ご飯を紹介した。様々な具を混ぜた一膳の贅沢
な主食として継承される。現地食材による炊き込
みご飯を1種類紹介した。
③箱寿司
世界中で認知され、飲食経験の多い寿司だが、
海外で提供されている寿司の多くは現地提供者
によりアレンジされ、本来の日本米の艶や粘り、
食感とは違うものになっている。
セミナーでは、白米から寿司飯までの流れと、
現地の食材を使った寿司を実演、箱寿司をはじ
めとして、江戸前寿司（にぎり寿司）から棒寿司、
手毬寿司など、日本の寿司の多様さも紹介しな
がら、大勢を振る舞う料理として複数の寿司をも
紹介した。
④すまし汁
寿司など様々な日本食に合うすまし汁を提供
セミナーは①～④を試食。
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セミナー事業 ドイツ 実演セミナー レシピ①
Hako-Sushi (in Holzkasten gepresstes Sushi)

☆Rezept; Hako-Sushi
Das Beschichten von Reis und Zutaten

＜Zutaten＞
１：750g japanischer Reis
２：90 ml Sushi-Essig (siehe unten)
３：je 500 gRäucherlachs, Bacon, Schinken
４：Soboro-Eier (siehe unten)
５：Soboro-Garnelen (siehe unten)
Reiskochen (siehe unten) , in eine große
Schale geben und Sushi-Essig untermischen.
Sushi-Reis in 2 Portionen teilen.
In Holzkasten Sushireis und andere Zutaten
beschichten (siehe rechts).
Den Holzkasten mit einem Stein beschweren
und über Nacht stehen lassen.
Sushi aus dem Holzkasten herausnehmen
und in Portionen schneiden.

☆das Reiskochen
＜Zutaten＞
１：750 g japanischer Reis
２：750 ml weiches Wasser

die 2.Sorte

die 3 Sorte

Lachs

Soboro-Eier

Garnelen

Reis

Reis

Reis

Lachs

Bacon

Schinken

Reis

Reis

Reis

☆Sushi-Essig
Reis waschen und Wasser mehrmals wechseln
Den gewaschenen Reis in ein Sieb nehmen.
In 750cc Wasser 30 Minuten einweichen.
In Reiskocher kochen.

☆Soboro-Eier
＜Zutaten＞
１：25 Stück Eigelb
２: 25 g Zucker
３：etwas Salz

die 1. Sorte

Die Zutaten in einem Topf aufkochen und abkühlen
＜Zutaten＞
１：90 ml Essig
２：80 g Zucker
３：25 g Salz
４：5 cm Kombu-Seetang

☆Soboro-Garnelen
Eigelb mit Zucker und Salz mischen.
Das Eigelb in einen Topf geben, unter Rühren
gut erhitzen und durch Sieb passieren.

☆Vorbereitung (Lachs, Bacon, Schinken)

＜ Zutaten ＞
１：500g rohe Garnelen
２：25g Zucker
３：etwas Salz

Lachs ggf. In dünne Scheiben schneiden.
Bacon in 5 mm Würfel schneiden und braten.
Schinken ggf. In dünne Scheiben schneiden.

Darm entfernen und in Salzwasser waschen.
Garnelen in Salzwasser garen.
In eine Küchenmaschiene zerkleinern, mit Zucker und Salz würzen
In einem Topf unter Rühen erhitzen, bis sie trocken ist.

セミナー事業 ドイツ 実演セミナー レシピ②
Takikomi Gohan (mit saisonalen Zutaten gekochter Reis) und Osumashi-Jiru (klare Suppe)

☆Rezept ; Takikomi Gohan
＜Zutaten ＞
１：300g japanischer Reis
２：360 ml Brühe für das Reiskochen (siehe rechts unten)
３：300g klein geschnittene Zutaten (siehe unten)
Reis waschen, und Wasser mehrmals wechseln.
Den Reis in ein Sieb nehmen und gut abtropfen.
Den Reis mit der Brühe mischen, 30 Minuten einweichen.
Andere Zutaten in kleine Würfel schneiden.
Alle Zutaten in Reiskocher garen.

☆Dashi (japanischer Fond, Grundlage)
＜Zutaten ＞
１：900 ml Wasser
２：15cm Kombu-Seetang
３：25 g Katsuobushi
(Bonito-Flocken)

Kombu und Wasser in einem Topf aufkochen und
vor dem Kochen den Kombu herausnehmen.
In das gekochte Wasser Katsuobushi geben und
einmal aufkochen.
Durch sauberen Stoff die Dashi-Brühe passieren.

☆Saisonale Zutaten (z.B. Rettich, Möhre, Pilze, Bambus usw.)

☆Brühe für das Reiskochen
Die Zutaten einmal in einem Topf aufkochen
＜ Zutaten ＞
１：300 ml Dashi
２：2 EL Usukuchi Shoyu, helle Sojasoße
３：2 EL Mirin, süßer Reiswein

☆Sake

Die Zutaten in 1,5 cm x 1,5 cm x 0,2 mm Stücke schneiden.

☆klare Suppe
Dashi mit Usukuchi Shoyu, heller Sojasoße, und Salz würzen.

SHO－UNE(Junmai Daiginjo, Premium Sake)
Hersteller ; Hakutsuru-Shuzo

平成26年度 ＪＲＥ セミナー事業 ドイツ
仕込風景
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第4部 セミナー事業 フランス 目的
農水省重点取り組み地域 新興市場
24年度パリSIALのセミナー

セミナー専門会場では、食を伝える設備がなく、調理実演セミナーができなかった

課題：食を伝える調理実演設備と集客効果

25年度IGWベルリンのセミナー

調理設備も設営できる一般展示ブースのエリアにセミナースペース設営
高い集客効果と内容理解度の高いセミナーができた

成功体験の強化と横展開：食を伝える調理実演設備と理解度をさらに上げる演出

26年度：一般生活者に「日本食の魅力」を「深く伝える」セミナー事業
Salon International d’Agriculture de Paris
SIA パリ国際農業見本市
平成27年2月21日（土）～3月1日（日）9日間
来場者：693,752人（2012年 681,213人 うちビジネス関係者115,308人）
出展者：1,127 出展国：37カ国 総展示面積： 147,990㎡ データ2014年実績

ＥＵ圏の一般生活者に、正しい日本食を体験し、知ってもらうセミナー開催
同見本市は、農業と家畜の展示会と見られがちだが、2011年農水省レポートに、フランス国内では食のブランド
を確立するため最大級の見本市として各国から試食販売のブース展開がされている。ドイツIGWも同様に農業関
連全般から食への展開が見られ、パリの本見本市への出展により、一層のおいしいジャパンブランドを浸透させ
る。また、一般生活者に加え、地元料理家や日本食材関係者に向けた内容も検討する。
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セミナー事業 フランス

ＳＩＡ会場全体図
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セミナー事業 フランス

ＳＩＡ会場 JREブース場所
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セミナー事業 フランス ＪＲＥブースイメージパース
セミナーのみの実施だけではなく、調理過程も来場者に見ていただく、二面解放型のブースで実施。
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セミナー事業 フランス

ＳＩＡ会場 JREブース平面図

セミナーのみの実施だけではなく、調理過程も来場者に見ていただく、二面解放型のブースで実施。
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セミナー事業 フランス セミナープログラム

日付

2月21日
（土）

2月22日
（日）

2月23日
（月）

2月24日
（火）

2月25日
（水）

2月26日
（木）

2月27日
（金）

9:00-20:00

2月28日
（土）

3月1日
（日）

開場時間

9:00-19:00

9:00-19:00

講師

河野章子
（通訳：エヴァ・ハイブ）

午前

11:00～仕込

仕込

仕込

①セミナー 14時～

①13時30分～

① 14時～

②セミナー 16時～

②15時30分～

② 16時～

（進行）中野広幸
高橋創

松本
崇宏

立花剛

今川照雄
桑原幸市
（通訳：エヴァ・ハイブ）

午後

時間

1時間半
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セミナー事業 フランス
＜セミナー実施概要と講師＞
開催期間中一日2回のセミナーを実施。各回24席は実施前から予約され毎回満席、立ち見を含めると80～100人/回、セ
ミナー実施前後の仕込風景の見学を含めると500人/日以上、のべ4,500～5,000人に対して日本産米のPRができた。スケル
トンタイプのセミナーブースは、パリ生活者の多くの来場者の関心を高める効果を生み、日本産米の購入可能な店舗についての
質問が相次いだ。
また、パリのメディア1社、アメリカ1社からの取材、南アフリカほかフランス国外のトレーダーからの質問、SIA参加国ブースから
の日本産米を使いたいなど効果的なPR施策となった。
①フランス在住シェフによる調理セミナー
日本産の米によるフランス料理への応用。フランスで活躍する日本人シェフがフランスやSIAに参加する食に関係する人たち
に対してセミナーを実施。
２・２５～２７
司会進行 ・日仏食文化研究家 中野広幸 フランス・リヨン在住
EUにおいて欧州文化と日本文の交流を通じて日本の食を伝える活動を推進
講師
・高橋創 レストラン「SO」シェフ
・松本崇宏 レストラン「1728」 シェフ
・立花剛 「BENTO&GO!」 シェフ
②日本の調理家による本物の日本料理 実演・試食セミナー
日本産の米による、日本料理と米について、実際の調理を見せながら紹介するセミナー
２・２１～２４
講師
・河野章子 料理家 ドイツ・ベルリン在住
料理講習、調理師育成、料理辞書のアジア部門やコラムの執筆など、ベルリンで活動中
２・２８～３・１
講師
・今川照雄 倉敷和のこころ今川 料理長（元鳥取・皆生温泉 華水亭料理長）
・桑原幸市 倉敷和のこころ今川 顧問（元つる家 リーガロイヤルホテル店料理長）
・司会進行・通訳 エヴァ・ハイブ
オーストリア在住 日本在住歴：京都に6年間在住・京大～京都新聞社記者
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セミナー事業 フランス 2/21～24プログラム
＜講師 料理家＞

＜進行構成＞
11時

下準備に入る
１）材料の下ごしらえ
２）ご飯を１ｋｇ炊き、16時からの寿司飯にする。
３）14時からのセミナーのご飯を、ぎりぎりに上がるように炊く。

14時から15時

セミナー1部（おにぎりと混ぜ御飯）
１）あらかじめ洗っておいたお米を普通の鍋を使って炊く方法を見せる。
２）どのようにしてお米を洗うか、またなぜ洗う必要があるのかを説明。
３）御飯が炊ける間にあらかじめ炊いておいたご飯を使っておにぎりを作る。
余裕があれば客席から誰かを選んで簡単なおにぎりの作り方を教える。
俵型のおにぎりを作り、会場に配布する（手で食べてもらっても良い）。
４）ご飯が炊きあがった時点で混ぜ御飯の具の説明と混ぜ御飯の仕上げ。
出来上がったものを配布。

15時から16時

片付けと次のセミナーの準備
１）片付け
２）うら巻き寿司を10本ほど巻いておく。
３）ちらし寿司の具の準備

16時から17時

セミナー2部（うら巻き寿司とちらし寿司）
１）14時からの部で洗った米を炊く。
２）どのようにしてお米を洗うか、またなぜ洗う必要があるのかを説明。
３）寿司飯を使ってうら巻きを作り、配布。
余裕があれば会場の人にお寿司を巻いてもらう。
４）炊き上がったご飯に寿司酢を混ぜてしゃりを作る説明をする。
シャリにあらかじめ用意しておいた具を混ぜ合わせ、配布。

17時から18時

後片付け

河野章子

＜進行・同時通訳＞
エヴァ・ハイブ

共通メッセージ
①自己紹介、JREのセミナーの説明
②日本の米の炊き方

③お米種類や生産地
④アドリブで日本の文化とお米

22

Recette

2/21~24 ②

☆Uramaki-zushi (Sushi roulé à l’envers) 8 pièces

1.

Ingrédients
Riz japonais
Eau
Avocat

2.

600 ml
800 ml
1 (à défaut, 1/2 concombre)
Nori
4 feuilles
(coupées en deux pour former 8 feuilles)
Surimi au crabe
16 bâtonnets (selon goût, takuan (radis) ou
omelette découpés en 8 bâtonnets de 19 cm)
Graines de sésame 8 cuillères à soupe
Wasabi
un peu
Gari
un peu (gingembre mariné dans le vinaigre)
Sauce soja
un peu
Makisu 1 (tapis pour rouler les sushi,emballé dans du cellophane)
Vinaigre à sushi
80 ml de vinaigre de riz ou de grains, 1,5 cuillère à soupe de sucre, 1
cuillère à café de sel

☆Chirashi-zushi (sushi « éparpillé »)

environ 6 portions

Ingrédients
Riz japonais
400 ml
Eau
600 ml
Surimi au crabe 8 bâtonnets (peut être remplacé par
du surimi ou du chikuwa (pâte de poisson))
Shiitake séchés 8
Sucre
2 cuillères à soupe
Sauce soja
50 ml

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.

6.
7.

Rincer le riz, le verser dans une passoire et bien l’égoutter,
puis le laisser tremper 20 minutes dans un bol avec 800 ml
d’eau.
Chauffer une casserole, y verser le riz et l’eau, couvrir et
cuire à feu vif jusqu’à ce que de la vapeur commence à sortir.
Laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. Quand le riz
est cuit, retirer la casserole du feu et attendre au moins 15
minutes. Ne pas retirer le couvercle pendant la cuisson.
Quand le riz est cuit, y mélanger le vinaigre à sushi.
Peler l’avocat et le découper en bâtonnets d’une épaisseur de
5 mm.
Placer une feuille de nori sur le makisu, étaler le riz pour
sushi sur toute la surface de la feuille de nori avec une main
humidifiée avec de l’eau. Saupoudrer une cuillère à soupe de
graines de sésame.
Des deux mains, retourner la feuille de nori et le riz, étaler
du wasabi au milieu, poser 2 bâtonnets de surimi et 2
bâtonnets d’avocat, et enrouler avec la main.
Couper le rouleau en 8 à l’aide d’un couteau, et servir avec
du gari et de la sauce soja.

Fèves
100 g (edamame, haricots, pois mange-tout)
Carotte
1
Œufs
2
Sel et huile de salade un peu
Gingembre mariné un peu (à défaut, gari)
Vinaigre à sushi
80 ml de vinaigre de riz ou de grains, 1,5
cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel

Rincer le riz, le verser dans une passoire et bien l’égoutter, puis le laisser tremper 20 minutes dans un bol avec
600 ml d’eau.
Chauffer une casserole, y verser le riz et l’eau, couvrir et cuire à feu vif jusqu’à ce que de la vapeur commence à
sortir. Laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. Quand le riz est cuit, retirer la casserole du feu et attendre
au moins 15 minutes. Ne pas retirer le couvercle pendant la cuisson. Mélanger le riz cuit avec du vinaigre à
sushi.
Couper le surimi au crabe en petits dés.
Réhydrater les shiitake dans l’eau tiède, retirer le pied et les découper en petits dés, puis les mettre à bouillir
avec le sucre et la sauce soja.
Laver et faire blanchir les fèves, en fonction du type, couper à environ 2 cm.
Découper la carotte en petits dés et la faire blanchir.
Mélanger les œufs avec un peu de sel, faire une omelette fine et découper en lamelles.
Mélanger le riz à sushi avec le reste des ingrédients, sauf les œufs et le gingembre, répartir dans les assiettes
et décorer en posant dessus de l’omelette et du gingembre.

Saké “Sayuri” Nigori Junmai
HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.

セミナー事業 フランス

2/21～24 プログラム

24

セミナー事業 フランス

2/21～24

最終セミナー終了後、試食できなかったブース来訪者に向けて、 エキストラ試食及び質疑応答を実施。
毎回100～150食分、のべ600名近い人たちに日本産米の美味しさをＰＲ。
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セミナー事業 フランス 2/25～27
＜講師 調理家＞2/25
レストラン ＳＯ シェフ

＜司会進行＞

高橋 創

日仏食文化研究家

中野広幸

＜講師 調理家＞2/26
レストラン 1728 シェフ

松本崇宏
＜進行構成＞

＜講師 調理家＞2/27
BENTO＆GO！ シェフ

立花 剛

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

０分開始
２分後
１０分後

１５分頃
２０分後
３５分後
５０分後
６５分後
８０分後
１００分後

主催者全米輸の紹介、シェフの紹介、趣旨説明
講習開始
米の研ぎ方から
（同時に講習の料理、米のことの話し）
日本料理の特徴から、各回の実演料理を紹介
料理①の実演 試食準備～試食
料理②の実演 試食準備～試食
料理③の実演 試食準備～試食
日本のお米や品種などの補足講義
質疑応答
終了

共通メッセージ
①自己紹介、JREのセミナーの説明
②日本の米の炊き方

③お米種類や生産地
④アドリブで日本の文化とお米
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Recette

2/25

☆Porc roulé au Riz japonais
Ingrédients

riz japonais
200cc
échine de porc tranchée fine
6 tranches
fécule de pomme de terre
1 c-d-c
carottes
1
haricots verts
100 g
fromage (gruyère)
3-4 tranches
sel et poivre
un peu
(sauce)
sauce de soja
30 ml
vin blanc
30 ml
sucre
10 g
ail rapé
un peu
gingembre
un peu

Saké “Sayuri” Nigori Junmai
HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.

☆Crème caramel au riz japonais

Recette
1 Dès que du riz est cuit, y parsemer de la fécule et bien mélanger. Refroidir jusqu’à la température ambiante.
2 Aplatir des émincés de porc
3 Faire des boules du riz. Les entourer de porc.
4 Mettre des émincés de l’ail et des gimgembres ciselés dans de l’huile d’olive , ensuite du sucre, sauce de soja
et du vin blanc pour fqire de la sauce.
5 Dans une poele, mettre un peu de l’huile et saisir doucement les boules de riz entourés de porc et ajouter
la sauce pour les habiller. Les dresser.

☆Calmar farci au Riz japonais
Ingrédients
riz japonais
200ml
calmar frais
4
tomates concassées 500g
vin blanc
500cc
champignons de paris 100g
oignon
1
lard fumé
50g

thym
ail
courgette
roquette
huile d’olive
sel et poivre

un peu
1 gousse
1 cm
un peu
un peu
un peu

Recette
1 Laver du riz et en laisser sur le tamis.
2 Chemiser les calmars et couper les pieds en brunoise.
3 Couper les oignons, les champignons et de lard fumés en brunoise.
4 Poêler tous jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres et y ajouter du riz. Quand les riz deviennent
transparents, mettre sur une plaque et les refroidir.
5 Les farcir dans les calmars mais pas plein, laisser la marge parce que le riz gonfle.
6 Poêler le reste d’oignon, ail , thym avec huile d’olive, et quand ils sont assez cuits, ajouter du vin blanc
et ,ettre à la fin des tomates concassées.
7 Y mettre des cal,ars farci et cuire à feu faible avec couvercle pendant 30 minutes.
8 Poêler des courgettes émincées.
9 Le dresser sur une assiette.

Ingrédients
Riz japonais cuit
Œufs
Sucre
Lait de soja
（caramel）
sucre
eau

1 bol
2
30ｇ
300ml
30g
120ml

Recette
1 Faire du caramel avec du sucre et de l’eau dans
une casserole.
2 Mettre du riz déjà cuit dans ce caramel.
3 Dans un bol, mélanger du sucre et des œufs
jusqu’à ce qu’ils soient blanchis et un peu montés.
4 Y mettre petit à petit du lait de sojà réchauffé
jusqu ‘à ce qu’il ne soit pas complètement bouilli.
5 Mettre du caramel au fond de moule ensuite de la
crème et cuire dans le four à 180 degrés pendant 30
minutes.
6 Après la cuisson, refroidir à l’extèrieur du fours
et les dresser.

セミナー事業 フランス 2/25

レストラン ＳＯ シェフ

高橋 創
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Recette
☆Hamburger au Riz Japonais

2/26

Ingrédients
suprème de poulet haché 150g
Riz Japonais
75g
d’eau
220g
laitue
1/4 pièce
Poireaux ciselé
10g
gingembre haché
5g
œuf entier
1

coriandre julienne
sauce de soja
sucre
vin blanc
sauce mayonnaise
sauce de soja
smaritti

un peu
10g
5g
5g
10g
3g
un peu

Cuisson du riz
1 Laver bien du riz en changeant plusieurs fois de l’eau.
2 Le laisser sur un tamis pendant environs une heure.
3 Mettre du riz et de l’eau de même quantité du riz No.2 dans l’autocuiseur et le cuire.
4 Si on utilise la marmite (par ex. cellz de fonte), cuire à feu vif, et attendre 2 minutes en
ébulition, baisser le feu à feu moyen et attendre 7 minutes. Ensuite avec le feu faible cuire 10
minutes. Eteindre le feu et laisser attendre 10 minutes.

Préparation de la recette
1.cuire du riz.
2.mettre du riz dans un moule, en bien tasser.
3.mettre poulet, poireau, gingembre, eufs et coriandre bien mélangés dans un autre moule.
4.mélanger de la mayonnaise, sauce de soja et tabasco.
5. mélanger la sauce de soja, du sucre et du vin blanc.
6.dans une poêle mettre le papier sulfrisé et dessus mettre les disques du riz et les griller comme sécher la surface.
7.quand la surface est ferme, mettre la sauce de soja avec un pinceau.
8.griller 3 dans une poêle, ajouter 5 et cuire jusqu’à ce qu’il soit caramélisé
9.sur une assiette monter la disque du riz, ensuite poulet, laitue, ,ayonnaise et encore une disque du riz

Saké “Sayuri” Nigori Junmai
HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.

☆Riz Japonais Faҫon Canelé

☆Calamar farci au riz japonais façon paella

Ingrédients
calmar de 600g
2 pièces
moules
500g
riz japonais
75g
d’eau
220g
chorizo brunoise
10g
échalotes ciselées
10g
zest de citron
1/2 pièce

basilic julienne
un peu
coriandre julienne un peu
safran
un peu
vin blanc
100ml
crème liquide
100ml
huile d’olive
100ml

Préparation de la recette
1.cuire du riz avec safran
2.préparer des calmars.
3.cuire des moules dans une casserole avec de
l’huile d’olive parfumé de l’ail et de vin blanc
4.mélanger dans du riz cuit, des chorizos, citron
confit échalote, basilique, coriandre et des moules
concassées.
5.y ajouter un peu de l’huile d’olive, les
mélanger et assaisonner
6.farcir du riz dans le calmar et fermer.
7.dans une poêle colorer la surface avec l’huile
d’olive.
8.les mettre dans un four jusqu’à ce que le cœur
soit chaud.
9.dresser les darnes de calmars dans une
assiette creuse, garnir des moules et mouller du
fond de moule assaisonné.

Ingrédients
Riz japonaise 100g
l’eau
160g
gousse vanille 1/2piéce
sucre
20g
bonbon caramel beurre salé
crème liquide
50g

50g

Préparation de la recette
1.Cuire du riz avec du sucre et des gousses de vanille.
2.Mettre du riz cuit dans des moules de canelé et refroidir.
3.Le mettre dans le four de 200 degrés jusqu’à ce au’il soit
sec à la surface (5-6mm)
4.Dans une casserole bouillir de la crème, y ajouter de
caramel du beurre salé et le fondre. Laisser froidir à côté
du feu en fermant la casserole et quelques minutes après
bien mélanger 5.Sur le riz cuit et démoulé, verser la sauce
comme napper.

セミナー事業 フランス 2/26

レストラン 1728 シェフ

松本崇宏
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Recette

2/27

☆ BENTO de M.TACHIBANA
Boîte de repas d’antan
Riz japonais
Radis long sucré salé
Feuilles d’algue noire (Nori)
Ecorce de bamboo

☆ Shokado-Bento

200g
2
2
1

Cuisson du riz
1 Laver bien du riz en changeant plusieurs fois de l’eau.
2 Le laisser sur un tamis pendant environs une heure.
3 Mettre du riz et de l’eau de même quantité du riz No.2 dans l’autocuiseur et le cuire.
4 Si on utilise la marmite (par ex. cellz de fonte), cuire à feu vif, et attendre 2 minutes en
ébulition, baisser le feu à feu moyen et attendre 7 minutes. Ensuite avec le feu faible cuire 10
minutes. Eteindre le feu et laisser attendre 10 minutes.
des mets dans le bento pour les petits Dashimaaki
(omelette japonaise)
(pour un roureau)
Œufs
280 cc
Fond japonais
80 cc
Sel
un peu
Recette (pour 1 omelette)
1 Mélanger des œufs, du fond et un peu de sel
dans un bol en évitant de faire des écumes.
2 Passer au tamis.
3 Dans une poêle spéciale pour cette omelette,
cuire le 2 en mettant en plusieurs fois.
Rouler en cuisant.
4 Rouler cette omelette avec un rouleau
en bamboo, la serrer et la laisser refoidir.

Droite en haut
Sashimi (3 poissons crus)
ton,maquereau,turbot
Gauche en haut
Yakimono (griés etc)
Volaille, pousse de bamboo etc
Gauche en bas
Légumes cuits
Courge,crotte,pois ,pois mange-tout,
Shiitaké, kinomé(fines-herbes japonais)
Droite en bas
Riz cuit à la couleur rose en forme de fleur de
SerisierBoîte de repas d’antan

Salade de pomme de terre
(pour deux personnes)
pomme de terre
200 g
concombre
50 g
carotte
50 g
sauce mayonnaise
100 g
sel et poivre
un peu

Recette
1 Bien laver les pommes de terre et les mettre dans de l’eau boillante salée.
2 Emincer finement la carotte et les concombres dépépinée.
3 Les saler, frotter, serrer et éliminer de l’eau.
4 Une fois que la pomme de terre est cuite, la refoidir.
5 Epeler la pomme de terre l’écraser.
6 Mélanger la pomme de terre complètement refroidie, carotte, concombre, sauce
mayonnaise et sel et poivre.

Kimpilagoboh (salcifis poêlé)
Salsifis
100 g
Carotte
100 g
Sésames
20 g
7 piments mélangés
5g
huile sésame
10 g
Sauce de soja
60 g
Milinne (saké doux)
60 g

Recette
1 Dans une poêle avec de l’huile de sésame, sauter de salsifis
en julienne déjà trampé dans
l’eau pendant quelques minutes.
2 Ajouter les carottes en julienne.
3 Mettre de la sauce de soja et de milinne et sauter jusqu’à ce
que ce soit sec.
4 A la fin parcemer du sésame et un peu de piment.

☆Mitalashidango (Boules de riz sauce douce)
(pour deux personnes)
riz cuit
30 g
zeste de citron vert un peu
sauce de soja
2 c.d.s
sucre
2 c.d.s
fécule
1 c.d.s
de l’eau
100 cc
Recette
1 Faire des boules du riz de 3 cm de diamètre.
2 Les cuire dans un four jusqu’à ce qu’elles soient
secs à la surface .
3 Faire la sauce sucrée avec sauce de soja, sucre,
fécule, de l’eau et un peu de zeste de citron
vert. Et napper sur des boules.

Tériyaki de poulet (poulet grillé aigre douce)
(pour deux personnes)
Cuisse de poulet
1
Poireau
200 g
Sauce de soja
100 g
Milinne(saké doux pour la cuisine) 100 g
Sucre
5g
Sel et poivre
un peu
Recette
1 Saler et poivrer la cuisse de poulet .
2 Couper le poireau en 1 cm.
3 Mettre la cuisse et de poireau en dés dans une poêle
réchauffée et huilée. Griller du côté peau.
4 Jetter de la graisse, retourner la cuisse et la cuire fermé avec
le couvercle.
5 Mettre de la sauce de soja, milinne et du sucre et réduire
jusqu’à ce que la cuisse soit bien brillante.

Saké “Sayuri”
Nigori Junmai
HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.
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セミナー事業 フランス 2/27

BENTO＆GO！ シェフ

立花 剛
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セミナー事業 フランス

2/28～3/1 プログラム

＜講師 料理家＞
共通メッセージ
①自己紹介、JREのセミナーの説明
②日本の米の炊き方
③お米種類や生産地
④アドリブで日本の文化とお米
2/28
講習試食①

米煎餅

講習試食②

手毬寿司し

講習試食③

おでん風
大根ウインナー

和のこころ 今川 顧問

桑原幸市

和のこころ 今川 料理長

＜進行・同時通訳＞
エヴァ・ハイブ

今川照雄

講習試食④

菱寿し

講習試食⑤

清汁仕立

試食のみ⑥

桜餅

3/1
講習
講習試食①

ちらし寿し
雛寿し

講習試食②

治部煮

講習試食③

粽寿し

講習試食④

清汁仕立

試食⑤

手毬麩
33

Le Menue traditionel pour “la Fête des Poupées”

Entrée ★Temari-sushi
(sushi en forme de boule)
Broccolini en marinade
Hana-Ichirin
(Decoration de fleur)
★Hishi-sushi
(sushi en forme de losange)
Palourdes et bulbe de lis
・Caviar ・Œufs de saumon salés
Palourdes assaisonnées avec bombori
(éffiloché de poisson)
☆Hina-sushi
(sushi en forme de poupée « Hina »)
Dango tricolore
(boulettes de pâte de riz)

Plat en bol

Assortiment

★☆Bouillon
・Pâte de riz ・Radis daikon
★Sakura-fu
(pâte pressée en forme de fleur de cerisier)

Grillade

★Galettes de riz

Riz

☆ Chirashi-sushi
（légumes sur un tapis de riz pour sushi）
・Champignons shiitake et carottes
・Œufs et rhizome de lotus
・Émincé de crevettes)
・Bardane et bourgeons
☆Chimaki-sushi
(sushi en forme d’une pyramide)

Dessert

☆Sakuramochi
À la pâte de haricots azuki

Potée de canard
・Canard à la française
・Patate douce et légumes verts

セミナー事業 フランス 2/28～3/1
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セミナー事業 フランス 日程

仕込

セミナー①
仕込
セミナー②
仕込
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セミナー事業 フランス

ブース 仕込見学風景

セミナーブースをガラス張りと正面をオープンにしたキッチン設計をしたことで、細かい調理風景を来訪者が見学できるよ
うに工夫した。結果、セミナー実施をしていない時間帯でも多くの方が来訪し、足を止め、日本食についての質問をしてい
く姿が見られた。最終日の雛祭りの懐石料理は、多くの人たちの関心をひき、食べるだけではない、見て楽しむ和食を伝
えることができた。
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セミナー事業 フランス ブース 仕込見学風景
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セミナー事業 フランス メディア取材 ① France ３
JREブースは多くの来訪者が集まるとして、SIA事務局もメディア等へ積極的に情報を出してもらっていた。2月24日、フラ
ンスのメジャーチャンネル「France3」による取材がされ、インターネットニュースで紹介されている。
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セミナー事業 フランス メディア取材

① France ３
以下のアドレスから実際のレポートが見れます。
動画の紹介は、2分10秒で、フランスの生活者への
インタビューも含まれてます。
取材：Anne Elisabeth Philibert
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-defrance/2015/02/24/le-riz-japonais-l-assaut-dumarche-francais-662269.html
Retrouvez nous sur http://www.france3.fr/salonagriculture. Le stand japonais au salon de
l'agriculture pour la première fois. Objectif, faire la
promotion de son riz par le biais de démonstration
et de cours de cuisine.
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セミナー事業 フランス

メディア取材

② NEWS-ONLINE

アメリカ NEWS-ONLINE PRESS TVの取材。
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第5部 スペイン海外マーケティング調査
・調査の目的
EU圏内でのコメ輸出に直結した調査研究を実施した。特に、コメ取引価格に対する情報が不足し
ている「コメ消費国・スペイン」における米流通チャネル(物流)の市場調査行い、今後の基礎資料と
することを目的とした。
・調査結果
別添「平成26年度ジャパンブランド事業＿スペイン調査報告書【概要版】」参照
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第6部 総 括
本年度は、昨年のドイツIGWにおけるセミナーに引き続き、EU諸国でのジャパンブランド確立のた
めの土台を築くため、ドイツ及びフランスでのセミナーを実施した。和食が世界遺産に登録され、日
本食ブームが起こっているが、本物の日本食を取り扱う飲食店が数少ない。その中で実需が見込
める飲食店の料理人やバイヤーに対し、本物の日本食や日本米の美味しさ等を伝えることが、輸出
拡大につながると考え、ドイツ及びフランスで実施したセミナーにおいては、料理人やバイヤー等を
招待した。料理人やバイヤー等の方々は、熱心に聴講され、当会のジャパンブランド確立のための
土台作りがまた一歩進んだと考える。これを継続的に実施し、日本産米の輸出拡大につなげていき
たい。
また、今回行ったスペインでのマーケティング調査から、日本産米の価格が他国産米との価格と
比べ高く設定されており、その理由が現地小売等のマージン率が大きく関係していることがわかっ
た。輸出拡大のためにも、日本の販売業者が現地卸や小売りに対し、意識を変えていく活動が必
用である。これらを当会会員と情報共有し、会員が販売促進活動の中で実施していくよう促してい
きたい。
このようにジャパンブランドの確立とともに、輸出拡大を進める中で、今後もこれら取り組みを継
続していきたいと考える。
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別添

マドリ－ド市を中心とした
スペインにおける輸入米の価格形成状況について
調査研究事業

（要

報告書

約）

全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

1

スペイン・EU の米事情

1.調査の目的
全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会(以降、全米輸)は、これまで世界各国へコメ輸出に対する各種の取り組
み(ジャパン・ブランドの確立)を行い、具体的な成果を得ている。平成 26 年度は、情報が不足している EU 圏内でのコ
メ輸出に直結した調査研究を実施する。特に、コメ取引価格に対する情報が不足している「コメ消費国・スペイン」にお
ける米流通チャネル(物流)の市場調査を企画。
これら情報は、全米輸及び、今後 EU 圏へ輸出を検討している事業者や団体の基礎資料とすることが目的である。

2.調査研究の方法・内容
調査方法は国内の資料を基本に、海外の調査ネットワ－クによる現地調査員による現地取材を行う。国内からスペ
インに向けて輸出されるコメ価格に関する現状を分析・報告書作成を行う。特に、スペイン国内における商社から小売
りまでの間に介在する取引仲介業者について取引の現状把握を行う。

3.実施内容
1) 調査の種類
スペイン及び国内文献調査及び国内外インタビュ－調査。

2) ヒアリング先／情報入手先
国内) 農林水産省 日本貿易振興機構 EU 委員会日本事務所 スペイン駐在日本大使館・通商代表部 海運業
者 国内商社 海外進出コンサルタント会社 経営コンサルタント会社
国外) スペイン国内流通情報提供者 経営コンサルタント会社 流通小売店(卸)/料飲店

3) 調査対象者
上記国内対象者及び対象国となるスペイン・マドリ－ド市内の流通関係者。

4) 調査方法
「国内で入手可能な公的資料」「入手可能な情報による分析研究」を基本に、補完すべき事項が必要な場合は、調
査ネットワ－クにより海外関係先への各種ヒアリングによって実態を把握する。販売形態や流通価格調査については、
全国調査ではなく、主消費地(価格が維持できる./都市部)の情報を収集する。明らかになりにくい各流通段階におけ
る価格、流通マ－ジン、リベ－ト等についても可能な範囲において調査(推計)する。

5) 調査分析期間
平成 26 年 12 月 15 日～平成 27 年 3 月 31 日

6) 調査時に検討する主要な内容
主要項目
1.輸出通関手続きの基礎知識

2.海外向け物流情報

内

容

入手/ヒアリング

1)米輸出に対する基本要件

通関当局

2)植物検疫等の対応

農林水産省

(検疫・残留農薬・抗生物質・税制・表示・包装)

JETRO

1)業者選択/ロットのメリット・デメリット

海運業者

2)運賃の支払/保管料/積み替え運賃/通関
(1)輸出業務と費用の総括
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3.EU 委員会の輸入品規制

1)共通農業政策(CAP)の食品表示規制

EU 委員会日本事務所

2)税制・関税同盟税(規制制度関税率)

WTO 税率

1)スペイン国内向の注意事項(当面の課題)

JETRO

2)リスクヘッジ項目

(スペイン通商代表部)

1)輸入品目(EU 域内のコメ入管手続き)

補完ヒアリング

2)スペイン国内の輸入品に対する規制

(商社)

1)スペイン国産米の流通特性

JETRO

2)輸入品の販売ル－ト(物流/小売形態)

補完ヒアリング

3)販売方法の特色(消費者向け)

(スペイン国内協力者からの

7.スペインのコメ販売価格

1)流通マ－ジン等の商習慣

情報入手)

8.米消費に対するデ－タ入手

1)公表されている流通デ－タの入手・分析

4.輸入品に対する規制

5.輸入国の通関業務知識

6.スペインのコメ流通事情

(1)国内流通との比較
9.輸出業者の留意点

1)市場開拓時の課題

10.まとめ

1)調査研究で得られた課題の要約

※ 調査開始前に、植物検疫等の確認を予定したが、EU 向けの米は抵触しないことがわかり検討項目から除外。
※ なお、調査研究事業の主要項目は、調査実施に統合した報告や付帯項目を追加するものとする。また、スペイン
国内で入手した資料については、翻訳を行い報告内容に反映させる。

7) 分析方法
分析は、文献査読とインタビュ－調査とし、(5)の内容と目的に沿った回答の割合から、実施内容の傾向や回答を
報告書へ反映させる。

4.調査結果の活用方法
調査報告内容は、全米輸の国内調整活動である定例会で共有。各会員の今後の活動や、全米輸の活動、ジャパ
ン・ブランド確立の翌年度実施のための参考資料として活用するもの。

5.事業メニュ－の実施体制
スペイン・マドリ－ド市を対象地域に対する調査研究を実施する。対象都市における米の流通に対して、取引価格
を中心とした流通実態についての調査報告を行う。ただし、市域全体の調査を実施するのではなく主要ル－トに限定
する。

注)報告書における通貨単位の記載方法
通貨の交換レ－トを説明しているものでは、ユ－ロ/円ともに通貨単位を前表記とした。一方、流通段階では通
貨単位を数字の後表記とした。
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日本産米のスペイン市場参入の留意点とスペインでの輸入米価格形成の実態
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1.スペイン国内の米関連資料及び現地ヒアリングから日本産米輸出拡大を検証
スペイン国内の米消費量は 20 万 955 トンで、最大の消費は家庭（内食 84.5%）であり生活者の食の一部となっている。
消費のパターンは、多くが加工された状態で購入しているといわれ、内食での調理ではパエリアやリゾットなどに適し
たボンマ米が一般的となっている。
また、購入先である小売業の構造変革（大手大型小売店やディスカウント店の出店）による低価格米の流通や、国
の政策として移民など低所得者層対策といった環境変化による低価格輸入米（関税はゼロ）が店頭に並ぶなど、多く
の生活者がお米の低価格に慣れているのが現状だ。

本調査では、こうした実態をスペイン国内の文献を参考にしながら、流通、物流、卸業者に対してヒアリングを行い、
日本産米輸出拡大にたり、どのような可能性があるのかを検証した。

特に、これまで明文化されていなかったスペイン国内での物流から小売店までの業者間でのマージン率などの実態
について複数の関係者へのヒアリングにより把握し、具体的な価格変化について推定試算を行った。

最後に、この試算と各資料から得た近年のスペイン国内における小売業の変化や生活者の消費動向などの実態
をかけあわせ、日本産米の輸出拡大のポイントを導いた。
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2.スペイン国内小売店頭価格及びマージンについて
マドリード市を中心としたスペインでの米流通や価格についてヒアリング後、農林水産省作成「米輸出マニュアル」
を参考に、日本からスペイン国内小売店までの輸出経路における価格とのマージン率の試算を行った。

1)試算の前提条件
品目・仕向地
輸出形態
ロット

米穀・日本国内港～バレンシア港 (スペイン)
海上コンテナ(混載)
800 ㎏ (80 箱)
1 パレットに 40 箱×2 台/1 箱に 10 ㎏/1 箱に 1 ㎏×10 袋 (1 パレット 40 箱が許容量)

2)試算表
図表 1
費用項目
1)FOB

800袋価格

1㎏価格

安値

800袋価格

1㎏価格

高値

安値

安値

ﾏｰｼﾞﾝ率

高値

高値

ﾏｰｼﾞﾝ率

諸費用計算根拠

(1))国内保税

¥240,000

¥300

100.0%

¥240,000

¥300

100.0%

¥352

117.3%

倉庫納入価格
(2)通関費

¥11,500

¥11,500

(3)輸出取扱

¥30,000

¥30,000

手数料
1)-1 FOBJapan
2)CIF

(1)海上保険
(2)海上運賃

2)-1 CIFバロセロナ
2)-1を€換算

¥281,500
FOB×110%×0.05%
@6,000円/m³×2パレット

¥352

117.3%

¥281,500

¥15,483

¥15,483

¥12,000

¥12,000

現地港着値合計

¥308,983

¥386

128.7%

¥308,983

¥386

128.7%

1€＝￥130

€ 2,376.8

€ 2.97

128.7%

€ 2,376.8

€ 2.97

128.7%

€ 148.10

€ 148.10

€ 4.23

183.4%

3)

(1)輸入諸掛

(*)標準的なコスト

現

(2)関税

175€/t

€ 175.0

€ 175.0

地

(3)VAT

(CIF＋関税)×21%

€ 535.8

€ 535.8

(4)輸入者手数料

(*)＋€100～150

€ 100.0

€ 150.0

(5)倉庫原価

3)・(1)＋(2)＋(3)＋(4)

費
用

4)販売者手数料

(*)＋12～15% 配達費込み

5)卸売価格
6)仕向地小売店価格

(*)対店着価格＋30～40％

€ 3,335.7

€ 4.17

180.7%

€ 400.3

€ 3,385.7
€ 507.9

€3,736.0

€ 4.67

202.4%

€ 3,893.5

€ 4.87

210.9%

€4,856.8

€ 6.07

263.1%

€ 5,451.0

€ 6.81

295.3%

注) 国内卸価格を 300 円/㎏と想定し、ユーロ換算は 1€/￥130 (平成 27 年 3 月現在の為替水準)で計算
注)小数点以下二桁は切り捨て
注) (*)印は、現地ヒアリングによる推定費用及び比率
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3.価格形成から見た日本産米の輸出拡大の可能性を考察
ディスカウント店で店頭にならぶジャポニカ米(注 1)は 0.69€/kg であり、今回の試算から見た安値で取引された場合
での€6.07 とでは比較にならない。
しかし、上位品質のスペイン産日本品種米(注 2)「みのり」は 4.45€で店頭に並んでおり、その差は€1 程度である。
今回の推定試算で見えてきた€6～7 のうち、小売店におけるマージンが 30～４０％となっているが、このマージンの
背景には、小売り側の廃棄リスクを考慮した利益の乗せ方となっていると考えることができる。この段階を 20%に設定
することが出来れば、€5.60 まで引き下げることが可能と分かる。実際、年初日本産米が€5.89 で店頭にならんでいた
ことがヒアリングで分かっており、価格面での競争はある程度可能になるといえる。
また、スペイン産、アメリカ産、イタリア産の日本品種米の EMS での通販価格は、4€前後であることが分かっており、
今回の試算表での倉庫原価とさほど差がないこともわかる。
こうした点から考えるに、小売り側、あるいはその前の卸の段階でのマージンを下げるためには、以下の点を基本
に輸出拡大に向けた取り組みが有効と考えることができる。

１) スペイン国内の米の消費習慣は旺盛であり、また、同国産やアメリカ、イタリア産の日本品種米を購入する
生活者もおり、高品質米となるこれらの日本品種米もマージンを抜いた倉庫原価でみれば十分戦えると考
えられ、卸、小売り、また生活者に向けて「日本産米の美味しさ・価格も高くない」という情報や PR 活動をよ
り活発にすることが必要。
２) 特に、生活者から「日本産米を買いたい」という声を多く出るような、生活者に近い場所での活動をすること
で、卸や小売業者の意識を変える必要がある。
３) さらに、米の食べ方の習慣が異なる点を考え、和食の普及はもとより、生活者の食習慣を意識したメニュ提案や、炊飯器などの調理器具と合わせた PR の工夫も重要といえる。
４) こうした積極的な PR 活動の継続により、売れ残りリスクによるマージンを下げ、店頭に日本産米が常に並
ぶ状況を生み出す施策をする必要がある。

以上のように、ユーロ圏においての日本産米の「高い」という意識が強すぎることもあるが、実際のヒアリングからは
わかったマージン率からみれば、今後輸出拡大に向けた取り組みより、スペインの市場への参入は大きな壁は小さく
なると考えられる。

(注 1) ジャポニカ種は、一般的に丸粒米の品種。
(注 2) 日本産品種米は、日本産の米を現地(生産国)で生育したもの。
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