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注意事項・免責事項 
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• 本報告書は輸出戦略実行委員会で討議され、作成されたものです。 

• 本事業は、農林水産省の委託により、株式会社野村総合研究所が実施したものであり、本報
告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。 

注
意
事
項 

• 農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連会社は、本報告書
の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害
及び利益の喪失については、原因の如何にかかわらず、一切の責任を負うものではありませ
ん。これは、たとえ、農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連
会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

• 本報告書の記載内容、情報については、その正確性、完全性、目的適合性等を保証するもの
ではありません。農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連会
社は、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性が
あります。 

免
責
事
項 
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Ⅰ．背景と目的 

海外の既存輸出団体の動向をベンチマークすることで、 
国内の品目別輸出団体の今後の事業拡大における参考資料を作成する 

背景・目的 調査内容として盛り込むべき事項 

対象国・対象団体 調査のポイント 主な関連過去調査 

• 農林水産物・食品の輸出額を2020年に1兆円に
する目標の具体化のため、2013年8月に「農林

水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」を策定・
公表し、2014年6月にはオールジャパンでの輸

出促進の司令塔として輸出戦略実行委員会を
設置した 
 

• その後、2014年度から2015年度頭にかけて、

品目別輸出団体が立ち上がり、輸出拡大に向け
た体制が整った状況にある 
 

• 一方で、海外各国には、既に自国産品の輸出促
進を実施してきた団体が存在しており、日本国
内の品目別輸出団体は、これら団体の活動を踏
まえて輸出拡大を図っていくことが重要である 
 

• そのため、既存の海外各国の輸出団体の活動
内容や活動内容決定に至る考え方、さらにその
活動を支える組織体制や予算制度などを整理し、
国内の輸出に関する現状を踏まえつつ、国内の
輸出団体が今後強化すべき機能や組織の姿等
に関して検討・導出することとする 

次ページ参照 • 過去調査は、国ごとの整理が
主であり、輸出団体のあり方を
議論するに当たっては、国ごと
の整理ではなく、活動内容別
（国内体制整備、共同プロモー
ション・・・）に再整理する必要
がある 
 

• その整理の中で、それらの活
動を実施している背景と活動
にあたっての考え方について
事務局が示唆を導出し、国内
の輸出団体が保有すべき機能
や実施すべき活動の方向性を
明らかにした 
 

• 最終的には、輸出団体が活用
できるような事業運営の参考
書のような形で取りまとめた 

• 平成21年度 
日本産農林水産物・食品の総
合的輸出拡大戦略調査 

 

• 平成23年度 
輸出倍増リード事業のうち主
要輸出国の輸出促進体制調
査  

 

• 平成25年度 
国別マーケティング調査「日本
酒の輸出に関する国全体の効
果的なマーケティングに関す
る調査」 
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Ⅰ．背景と目的 

 
参考） 本調査報告にあたって対象とした海外の輸出団体 

品目 No 輸出団体 現地語名 国 団体HP URL
1 ノルウェー水産物審議会 Norwegian Seafood Council ノルウェー http://www.seafoodfromnorway.jp/
2 アラスカシーフードマーケティング協会 Alaska Seafood Marketing Institute アメリカ http://japanese.alaskaseafood.org/
3 韓国水産貿易協会 Korea Fishery Trade Association 韓国 http://www.kfta.net/Main/
4 サーモン・チリ Salmon Chile チリ http://www.salmonchile.cl/es/
5 アメリカ穀物協会 US Grains Council アメリカ http://grainsjp.org/
6 National Farmers' Federation National Farmers' Federation オーストラリア www.nff.org.au
7 フランス穀物輸出協会 France Export Céréales フランス http://franceexportcereales.org/en/

8 ベルジュラックワイン同業者委員会
Conseil Interprofessionnel des Vins de la Region de 
Bergerac_CIVRB フランス

http://www.vins-bergerac.fr/
http://www.franceshoku.com/Bergerac2010/

9 ワイン・オブ・チリ Wines of Chile/Vino de Chile チリ http://www.winesofchile.org/
10 韓国jinro Hitejinro Co., Ltd. 韓国 -
11 Scotch Whisky Association Scotch Whisky Association イギリス http://www.scotch-whisky.org.uk/
12 オランダ花き協会（BBH） Bloemenbureau Holland（Flower Council of Holland） オランダ http://www.flowercouncil.co.uk/
13 台湾区花き輸出業同業公会 Taiwan Floriculture Exports Association 台湾 http://tfea-jp.tfea.org.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=1
14 ワシントン州リンゴ委員会 Washington State Apple Commission_WAC アメリカ http://www.bestapples.com/

15 ゼスプリ Zespri ニュージーランド
http://www.zespri.com/
http://www.zespri-jp.com/index.html

16 ピップフルーツニュージーランド Pipfruit NZ Inc. ニュージーランド http://www.pipfruitnz.co.nz
17 韓国ナシ輸出組合 Korea Pear Export Association_KPEA 韓国 -
18 ASOEX(果実) The Chilean Fruit Exporters Association_ASOEX チリ http://www.asoex.cl/
19 フォンテラ Fonterra ニュージーランド http://www.fonterra.com/global/en

20 米国食肉輸出連合会 U.S. Meat Export Fedeartion アメリカ
https://www.usmef.org/
htps://www.americanmeat.jp/index_trd.html

21 Australian Wagyu Association Australian Wagyu Association オーストラリア http://www.wagyu.org.au/
22 MLA豪州食肉家畜生産者事業団 Meaat & Livestock Australia オーストラリア http://www.aussiebeef.jp/b2b/
23 Tea Association of U.S.A.inc Tea Association of U.S.A.inc アメリカ http://www.teausa.com/
24 Tea Board of indea Tea Board of indea インド http://www.teaboard.gov.in/
25 Sri Lanka Tea Board Sri Lanka Tea Board スリランカ http://www.pureceylontea.com/
26 The Tea Board Kenya The Tea Board Kenya ケニア http://www.teaboard.or.ke/
27 カナダ林産業審議会(COFI) Council of Forest Industries Canada_COFI カナダ http://www.cofi.or.jp/
28 アメリカ広葉樹輸出協会(AHEC) American Hardwood Export Council アメリカ http://www.ahec-japan.org/

茶

林産

水産物

穀物

酒類

花き

青果物

畜産物
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 本レポート記載の情報は、各団体のホームページ及び以下の過去レポートから引用している 

• 平成21年度日本産農林水産物・食品の総合的輸出拡大戦略調査 

• 平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査  

• 平成25年度国別マーケティング調査「日本酒の輸出に関する国全体の効果的なマーケティングに関する調査」 
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Ⅱ．エグゼクティブサマリー （国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案）  

国内の輸出団体は、本年が活動初年度（サイクルの１回転目）であり、輸出戦略を通じて 
輸出実績を着実に積み重ねつつ、“あるべきリソースの調達計画を立てる”ことが求められる 

7 

Step1：輸出団体としてのターゲティング戦略を明確化する。 

 どのような国をターゲットとするのか、どれだけのエリア・地域を対象とするのか 

Step2：ターゲティング戦略に合わせたあるべきマーケティング戦略を設定する。 

 マーケティングの４Ｐ（“商品戦略”、“価格戦略”、“流通戦略”、“プロモーション戦略”）、マーケティングミックス 

Step3:現状では実施できない事項が存在するため、必要となる追加資産（所属会員、営業等の拠点、資金、情報網な
ど）を明確化し、その獲得方法の検討を行う。一方で、現状の資産を前提条件とした現時点で実施可能なマーケ
ティング戦略を展開する。 

Step4：マーケティング戦略を実施していく中で着実に輸出拡大を達成し、その実績をもとに、体制強化（新たな資産）に
努める。 

Step5：新たな資産を活用し、次のStep1～4のサイクルを回し、継続的な事業拡大と更なる求心力の強化を進めていく 

＜輸出団体の今後の成長に向けたベンチマーク結果からの示唆＞ 

アクション 

時間 

品目別・国別輸出戦略 

輸出拡大方針 

Step1 
（ターゲティング戦略） 

Step2 
（マーケティング戦略） 

今後実施していくべき活動内容 

実施済みの活動内容 

Step3 
（追加リソースの明確化、戦略実施） 

Step4 
（新リソースの獲得、メンバーの拡大） 

Step1～4の 
サイクル確立 
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ⅢーⅠ．ターゲティング 

 
ノルウェー水産物審議会やアメリカ穀物協会は、全世界にオフィス展開している 
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団体名 

輸出商品 
（輸出額） 

輸出先 
・輸出額 

アメリカ穀物協会 

大麦、トウモロコシなど 
（不明） 

 ワシントンD.C. に本部を持ち、10 の海外事務所を備え、50 カ
国以上の国々で市場開拓プログラムを展開 

 州のチェックオフ・プログラム、農業関連企業、州政府関連団
体などの会員（140以上）からの拠出金や米国政府からの市

場開拓資金、外国の協力団体からの支援も得て、全世界で
2800万ドル近い市場開発プログラムを実施 

ノルウェー水産物審議会 

サーモン/トラウト、タラ、遠洋魚、 
伝統的加工品（魚の塩漬け、干物等）、エビ等 

（約8,900億円） 

 ノルウェーのトロムソに本部を持ち、ブラジル、中国、フランス、
ドイツ、イタリア、日本、ポルトガル、スペイン、アメリカ、ス
ウェーデン、シンガポールの11ヶ国を持つ 

 今後は魚種によって中東やアフリカ等の市場開拓も視野に入
れる計画 

アメリカ穀物協会のオフィス展開 

出所）U.S. Grains Council ホームページより 出所)ノルウェー水産物審議会HPより  

ノルウェー水産物審議会のオフィス展開 

Tromsø ● 

       ● 

Lisbon  
Madrid ● Beijing ● 

London ● 

Stockholm ● 

● Hamburg 
● Milan 

● Moscow 

● Tokyo 

Singapore ● 

Paris ● 

● Rio de  
  Janeiro 

● Boston Japan 
Taiwan Egypt 

China 

Tanzania 

Mexico 

Korea 
Washington,D.C. 

Western Hemisphere 

Office(Regional) 

Office(Country) 

Representative 

South and  
Southeast Asia 

Middle East / Africa 
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団体名 

輸出先 
・輸出額 

輸出商品 
（輸出額） 

フォンテラ 

原材料向けの全粉乳・脱脂粉乳、 
バター、チーズ、ホエイ等 

（約5,296億円※） 

 10,500戸の酪農家によって所有された酪農共同組合で、
ニュージーランド最大の企業 

 一企業としての生乳取り扱い量は世界一 （2,200万トン）日本
の総生乳生産の約3倍である 

 原料乳製品輸出のグローバルリーダーで140カ国に販売、乳
製品の世界貿易の三分の一を占める 

フォンテラのグローバルネットワーク 

出所） 2014年3月17 日(月) 「対日投資に関する有識者懇談会」内閣府より 

ⅢーⅠ．ターゲティング 

 
フォンテラや韓国JINROも同様に世界各エリアに拠点を展開 

※2003/04年 

韓国 jinro 

酒類（ビール、焼酎、ウィスキー等） 
（不明） 

 ビール、ソジュ（焼酎）、ウィスキー、ワイン、マッコリを50カ国
以上に輸出している 

 販売代理店・人拠点：日本、中国、台湾、モンゴル、米国、カ
ナダ、ラテンアメリカ、欧州、アフリカ、アジア・中央アジア・中
東、オーストラリア、NZ 

 海外オフィス：日本、米国、ロシア、中国 
 

出所）韓国 jinro HPより 

JAPAN KOREA 
CHINA 

TAIWAN HONG KONG 
PHILIPPINES 

VIETNAM 
MALAYSIA 
SINGAPORE 

NEW ZEALAND 

CANADA 

USA 

MEXICO 

CHILE 

BRAZIL 

VENEZUELA 

SOUTH AFRICA 

ALGERIA 

AUSTRALIA 

INDONESIA 

SRI LANKA 

UAE 
SAUDIA ARABIA 
EGYPT 

SWITZERLAND 

UK 
NETHERLANDS 

GERMANY 
RUSSIA 

Europe Asia 

Middle East 

Africa 

Oceania 

North America 

South America 

韓国 jinroのグローバルネットワーク 



ⅢーⅠ．ターゲティング  

 
ワシントン州リンゴ委員会やゼスプリも世界各国に拠点を設けている 
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団体名 

輸出商品 
（輸出額） 

輸出先 
・輸出額 

ワシントン州リンゴ委員会 

レッドデリシャス、ゴールデンデリシャスなど 
（不明） 

 同委員会は、州法に基づき、州からの委任によって成立してい
る公的な機関 会員組織ではなく、ワシントン州の約25,000戸
のリンゴ生産者全てを代表している 

  海外には、約30ヶ国/地域について、計14名/社に代表を委託 

ワシントン州リンゴ委員会のグローバルネットワーク 

出所） 2014年3月17 日(月) 「対日投資に関する有識者懇談会」内閣府より 

ゼスプリ 

キウイフルーツ 
（2014/15年：約971億円） 

 ゼスプリは現在、ゼスプリグループ（ZESPRI Group Limited）を
持ち株会社とする 

  ニュージーランド産キウイフルーツのゼスプリインターナショナ
ルと各国のマーケティング子会社、ニュージーランド産以外の
生産管理を行うゼスプリフレッシュプロデュース、その他、調査
や投資を扱う子会社等の25社を保有している 

 全体で約250人を雇用している 
 ニュージーランド以外の13ヶ国、17ヶ所の子会社を設立 

主な輸出先国と2014/2015年の輸出実績 
輸出先国 輸出額 

日本 430百万ドル(約384億円) 

中国 187百万ドル(約167億円) 

スペイン 169百万ドル(約151億円) 

韓国 100百万ドル(約89億円) 
※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用  

出所）ゼスプリＨＰより 

Canada United 
Kingdom 

China / Hong 
Kong Malaysia 

Mexico Western 
Europe Taiwan Singapore 

Central 
America Russia India Vietnam 

Colombia Middle East Thailand Indonesia 

Venezuela 



ⅢーⅠ．ターゲティング 

一方で、フランス穀物協会はEU・北アフリカ中心の事業展開。 Sri Lanka Tea Boardの拠
点展開はUAEとロシアの2か所のみであるが、世界各国に輸出されている 
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団体名 

輸出商品 
（輸出額） 

輸出先 
・輸出額 

フランス穀物輸出協会 

小麦、大麦、トウモロコシなど 
（不明） 

 パリに本部を置き、中国、モロッコ、エジプト、アルジェリアの4
カ国に支部をもつ 

 主な輸出先としてはアルジェリア、エジプト、モロッコが挙げら
れ、3カ国で全体の54%を占める(2014年度) 

 アジアへの輸出額は全体の20%程度 

フランス穀物輸出協会のグローバルネットワーク 

出所)フランス穀物輸出協会HPより 

Sri Lanka Tea Board 

茶 
（約1,520億円） 

 グローバル市場において、セイロン茶が「最も切望される飲み
物（MOST ASPIRED BEVERAGE）」としてのポジションを獲
得することを目指している。 

 拠点は、UAEとロシアの2か所のみ。UAE事務所では中東、湾

岸、西アフリカ市場へのプロモーション。ロシア事務所は、ロシ
ア連邦ならびにCIS市場へのプロモーションを行う。 
 

Main Destinations of Sri Lankan Tea Exports 2012 

出所Sri Lanka Tea Board ＨＰより 

Country Qty. 
(Kg.) 

Value 
(Rs.) 

FOB 
(Rs./Kg.) 

%Share –  
Volume 

%Share –  
Value 

Diff. in FOB* 
(Rs./Kg.) 

 
Russia 47,250,313 26,861,817,131 568.50 15.4 15.9 16.24 
Iran 38,125,937 22,359,546,157 586.47 12.5 13.2 34.20 
Syria 24,718,795 13,238,591,632 535.57 8.1 7.8 (16.70) 
Iraq 23,483,363 10,636,265,163 452.93 7.7 6.3 (99.34) 
Turkey 23,131,102 11,459,307,236 495.41 7.6 6.8 (56.86) 
Libya 16.325.958 6,452,045,763 395.20 5.3 3.8 (157.06) 
UAE 11,582,777 6,200,968,119 535.36 3.8 3.7 (16.90) 
Azerbaijan 10,591,385 5,699,647,356 538.14 3.5 3.4 (14.12) 
Japan 9,545,484 6,097,967,217 638.83 3.1 3.6 86.57 
Jordan 9,397,691 4,504,109,682 479.28 3.1 2.7 (72.99) 
Total 214,152,805 113,510,265,456 530.04 70.0 67.2 (22.22) 



ⅢーⅠ．ターゲティング 

 
オランダ花き協会は、国を選定しながらの事業展開を進めている 
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団体名 

輸出商品 
（輸出額） 

輸出先 
・輸出額 

オランダ花き協会（BBH） 

切花・鉢物類 
（輸出先上位4ヶ国で約4,600億円）※2007年時 

 ターゲットとする世界の国々は、輸出額によって選定され
ており、輸出対象地域は、ほぼEUに限定されている。 

 BOS ENCONSULTANCY GROUP の分析によって、
オランダにとって有益な対象国が選定されている 

 対象国では、消費グループを設定し、各国内での消費者
の絞り込みもしている 

切花 鉢 物 

コア・グループ その他 コア・グループ その他 
ドイツ 
オランダ 
フランス 
イギリス 

ベルギー 
デンマーク 
オーストリア 
スウェーデン 
スイス 
イタリア 
ポーランド 
ロシア 
チェコ 
アイルランド 
ハンガリー 
スペイン 
ノルウェー 
クロアチア 

ドイツ 
フランス 
オランダ 
イギリス 

ベルギー 
デンマーク 
オーストリア 
スウェーデン 
スイス 
イタリア 
ポルトガル 
スロベニア 
アイルランド 
ハンガリー 
スペイン 
ギリシャ 
チェコ 
スロバキア 
ノルウェー 
クロアチア 
フィンランド 
ロシア 

オランダ花き協会の対象国分類（2009年） 
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多くの活動は、マーケテ
ィング戦略に紐づき実施
されるため、 
本レポートでは、 
“ⅢーⅡ.マーケティング
戦略”～“Ⅳ－Ⅰ．輸出
体制構築”までを一体的
に整理・記載している 

P.  3 

P.  6 

P.  8 

P.14 

P.14 

P.23 

P.26 

P.35 

P.93 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

ノルウェー水産物審議会やフォンテラなどでは、多様な需要家への商品供給を実施できるよ
うに幅広な商品ラインナップを揃え、積極的なプロモーション活動を実施している 
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 また、大衆層も取り込むため、価格面での競争（低価格化）についての活動も推進している 

 商材としては、穀物や畜産物といった食品原料や木材などが規模の経済および付加価値向上の観点から、これらのような
取り組みを推進していると想定される 

ノルウェー 
水産物審議会 

フォンテラ 

アラスカシーフード 
マーケティング協会 

商品戦略 

品種・商品に関するフルラインナップ (サーモン、タラ、
魚の塩漬け、干物など) 
品質ラインナップも取り揃える(品質ラベルの導入) 

原料向けから、乳製品まで幅広いラインナッ
プ 

国×ターゲット毎の商品開発によるラインン
ラップ拡充 

品種・商品に関するフルラインナップ 
スーパーマーケットのプライベートブランド
（PB）商品展開 

プロモーションミックス、イメージ戦略の展開 
ソーシャルメディア、ブロガーの活用 
統一商品としてブランド管理 

地域ブランディング 

プロモーションミックスの展開 
成熟国における差別化プロモーション 
統一商品としてブランド管理 

プロモーション戦略 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

参考） 
アラスカシーフードマーケティング協会の商品戦略 
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SALMON 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
King 
Sockeye 
Coho 
Keta 
Pink 

WHITEFISH 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
Halibut 
BlackCod (Sablefish) 
Alaska Pollock 
Cod 
Sole/Flounder 
Rockfish 

SHELLFISF 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
King Crab 
Snow Crab 
Shrimp/Spot Prawns 
Oysters 
Dungeness Crab 
Weathervane callops 

アラスカシーフードマーケティング協会は、季節性も踏まえた商品フルラインナップ戦略を展開し、単品・一定期間の商品提
案ではなく、長期に亘る多様な商品提案を可能にしている 

商品ラインナップ(生鮮品) 

加工品やレシピ提案の例 

出所）アラスカシーフードマーケティング協会ＨＰより 

サーモンのオーブンオ
ムレツ 

中華風かに和え 

クラブチャウダー 

カナッペおにぎり 

タラのクリームスープ 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

参考） 
ノルウェー水産物審議会のプロモーション戦略 
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 ノルウェーシーフードのブランド力向上、消費者への理解促進のツールとして、NORGEロゴを作成 

 その際、ノルウェーシーフードについて「冷たく澄んだ海」とコンセプトを設定しイメージ戦略を展開 

 各種イベント、セミナー、TVCM、POP作成・配布、WEBサイト運営などプロモーションミックスの企画・運営を実施 

時期 プロモーション 概要 

2013.08 パブリシティ（PR） ノルウェー塩さばの親子食育イベントを開催 

2013.09 広告 東京、大阪地区にてノルウェー生サーモンのTVCMを放
映。「ZIP!」や「スッキリ!!」等の情報番組を中心に、朝食・
昼食・夕飯周辺の時間帯で放映。 

2014.04 人的販売 有名ホテルやレストランのシェフやメディア各社を招致し、
ブランドプレゼンテーション及び賞味会を開催 

2014.06 パブリシティ（PR） 子供達の魚食普及推進を目的としたイベントを開催(ノル
ウェー国漁業副大臣が園児と塩さばサンドでピクニック) 

2014.06 パブリシティ（PR） 「日本の寿司から世界のSUSHIへ、ノルウェーサーモンと

共に」と題し、メディア向けプレゼンテーション＆賞味会を
開催 

2014.09 パブリシティ（PR） 「2014鯖サミットin鳥取」に参加 

2014.11 人的販売 新宿伊勢丹食品イベントスペースにてノルウェー国の有
名シェフを招き、ノルウェーサーモン試食イベントを開催 

2014.11 広告 ノルウェー塩さばの新POPを展開 

2014.11 広告 東京、大阪、名古屋地区にてノルウェー生サーモンの
TVCMを放映 

実施された主なプロモーション活動 

ブランド管理の方針 

多少な品種・商品を統一
商品としてブランド管理 
「冷たく澄んだ海」とコン

セプトを設定し、イメージ
戦略 

コンセプトに
基づきプロ
モーション 

出所）ノルウェー水産物審議会ＨＰより 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

オランダ花き協会やゼスプリ、Sri Lanka Tea Boardなどは、自身の商品の独自性・差別性
を重視し、それらの商品を販売する独自の流通体制を構築しようとしている 
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 商品を絞り込んでいるため、他商品との低価格競争が起こりにくいものと想定され、自主的な価格コントロールを実施し易
いという利点もあると考えられる。 

流通戦略 商品戦略 

ワイン・オブ・チリ 

Scotch Whisky  
Association 

ゼスプリ 

  競争を回避するための差別化した流通
チャネルの確立 

品質重視の流通体制の構築 

  輸入代理店絞り込みによる競争回避 
  卸売市場、卸業者とのリレーション強化
による流通拡大  

特定品目特化（チリのワイン品種） 

商品差別化戦略(品質管理） 

品種改良・品種独占(ゴールド種のキウイフ
ルーツはゼスプリが品種育成者権をもつ) 

高品質化・品質安定重視 

Sri Lanka Tea 
Board ライセンス制度による流通統制 統一ブランド構築による 品質管理 

The Tea Board 
Kenya 

生産統制による品質管理 
（茶製造業者の認可） 

流通統制・管理 
現地ネットワーク拡大 

オランダ花き協会 

花の商品性の追求と情報発信によるブ
ランド価値の向上 
特定地域における圧倒的なシェアによ
る商品の展開 

販売ルートごとの選択と集中 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築  

参考） 
オランダ花き協会の商品戦略（低価格戦略）と輸出対象国の選択・集中 
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 EU圏において、オランダ花きは圧倒的なシェアを維持するため、生産性と効率性の向上を図っている。 

 また、ターゲティングとして、花き輸出額とマーケット・リサーチ等の結果をもとに有望な輸出対象国を「コア・グループ」と「そ
の他のグループ」に分けている。 

 まず、国ごとの消費動向を分析する。そして、その国で花きの消費が見込める販売形態は、専門店なのか、スーパーマーケットなのか、
ガーデンセンターなのかということを見極め、それぞれにアプローチ方法を研究。例えば、ドイツでは量販店での販売が15％のみである
が、イギリスでは75％である。 

主要国における花きの生産効率（単位：万€） 

 1haあたりの生産額が他国の約2倍ほどあり、品種と設備投資の「選択と
集中」の戦略が効果的に働いていることが分かる。 

切花 鉢 物 
コア・ 

グループ 
その他 コア・ 

グループ 
その他 

ドイツ 
オランダ 
フランス 
イギリス 

ベルギー 
デンマーク 
オーストリア 
スウェーデン 
スイス 
イタリア 
ポーランド 
ロシア 
チェコ 
アイルランド 
ハンガリー 
スペイン 
ノルウェー 
クロアチア 

ドイツ 
フランス 
オランダ 
イギリス 

ベルギー 
デンマーク 
オーストリア 
スウェーデン 
スイス 
イタリア 
ポルトガル 
スロベニア 
アイルランド 
ハンガリー 
スペイン 
ギリシャ 
チェコ 
スロバキア 
ノルウェー 
クロアチア 
フィンランド 
ロシア 

オランダ花き協会の対象国分類（2009年） 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

参考） 
ゼスプリのマーケティング戦略 
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 ゼスプリのマーケティング戦略は主に３つある。 

1. 【商品戦略：品質管理】 
育成権や複数商標を取得し、ニュージーランド本社で一括管理することで、全世界で同品質のブランド価値をもつ
商品を展開 

2. 【商品戦略：グローバル展開】 
南半球と北半球の季節差を利用することで、ニュージーランド産と日本産（品質は同一）を切れ目なく市場に提供 

3. 【流通およびプロモーション戦略】 
小売店を中心とした流通戦略とテレビCMを活用した効果的な販売促進を実施 

グローバル規模での産地リレーを展開 
育成者権を取得することで品種開発を
独占し、さらに商標権も取得 

１商品について複数の商標を取得 
ゼスプリ 

ZESPRI 

ゼスプリ・ゴールド 

ZESPRI・GOLD 

Zespri 

出所）農林水産業者・食品関係事業者のための知的財産活用マニュアル 
    農林水産省知的財産戦略2020 

出回り時期 

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

日本産 

ニュージーランド産 



ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築  

参考） 
ゼスプリの生産・物流における品質管理体制 
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生産 物流 

グリーンキウイは主に糖度
、ゴールドキウイは主に果
肉の色で収穫基準を設定。
1個づつ手作業で収穫 

高品質なキウイフルーツ（ド
ライマター量、糖度、硬度、
色、果実保存性など）に対
して各種のインセンティブを
支払って高品質産品の生
産増加を促進  

パッカーに対して厳しい品
質管理基準を設けており、
その検査を受けて、品種や
サイズごとに箱詰される 

箱ごとにバーコードが付け
られ、栽培履歴が箱単位で
追跡可能 

自国の他、輸出相手国現
地にも品質管理担当を置き、
追熟が必要なキウイフルー
ツが最も良い状態で顧客ま
で届けられるように倉庫か
ら店頭の各ポイントで品質
のチェックを行っている  

 ゼスプリは高品質なキウイに関するインセンティブの支払いや流通時に各種モニタリングを実施することで、品質の劣化を
防いでいる。 

出所）ゼスプリＨＰより 
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ⅢーⅡ．マーケティング戦略/Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

ゼスプリは、キウイ輸出を周年で一元的に管理できる立場を活かして、 
輸出する国や地域によって販売価格を変更し、販売量と収益の最大化を図っている 

ゼスプリの価格戦略 

 ゼスプリはニュージーランド産キウイフルーツの輸出業者かつマーケティング
組織であり、ニュージーランド産キウイフルーツの輸出を一手に担っている。 
 
～中略～ 
 
 ゼスプリの特徴は、品質管理と現地でのプロモーション活動の双方に高いコス
トをかけていることに加えて、輸出独占の強みを活かした価格戦略で国や地域
によって販売価格を変えることによって販売量と収益を最適化していることが挙
げられる。また、ゼスプリが品種育成者権を有するゴールド種のキウイフルーツ
については、イタリアや米国、日本等での生産委託も実施して、果実の周年供
給を可能にしている。  

出所）平成23年度 国別戦略的マーケティング事業 
    主要輸出国の輸出促進体制調査より 

ニュージーランドのキウイ輸出額・量の推移 

690,562 654,350 697,579
748,521

845,260

376,601 361,066 406,383 366,536 364,789

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2008 2009 2010 2011 2012

金額（1,000US$） 
数量（トン） 

 ニュージーランドのキウイの輸出数量は、ここ数年は横ばいであるが、
輸出額については拡大を続けている 

ニュージーランドのキウイの国別輸出量と単価分布（2012） 

単価（1,000US$/トン） 

数量（トン） 
出所）FAOSTATより作成 

Japan

China, mainland
China, Taiwan 

Province of

Spain

Republic of Korea

Australia

China, Hong Kong 
SAR

Italy

United States of 
America

Malaysia
IndonesiaSingapore

Thailand

Canada

United Arab 
Emirates

India

Brazil

Russian 
Federation

Mexico

South Africa

Viet Nam

Philippines

Kuwait

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

数量よりも単価で売上・利益獲得（仮説） 

数量と単価を 
コントロールして 
売上・利益獲得 

（仮説） 単価よりも数量を重視して 
売上・利益獲得（仮説） 

出所）FAOSTATより作成 

※要因不明 

 ニュージーランドからのキウイ輸出は、右図のように国や地域によって販売数量と単価が異なっている。 
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Ⅳ－Ⅱ．輸出団体の役割 

 
販売＋流通・物流の範囲でのサポートに重点をおいている団体も多い 
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輸出にあたっての輸出団体の役割 

調達 生産 加工 流通・物流 販売・アフター 

フランス穀物 
輸出協会 

－ 
国内の生産者への
情報提供活動  

－ 
輸出業者への情報
提供活動 

展示会への参加 

 専門家を通じた
流通 網の構築 
各国市場でのｱﾆｭ
ｱﾙ試飲ｲﾍﾞﾝﾄ・商
談会の実施 

見本市の開催 
ブロガー向けのプ
ロモーション活動 

ワイン・オブ・チリ - - - 

アラスカシーフー
ドマーケティング

協会 

－ － － － 

プロモーションミッ
クスの企画・運営 
プロモーション素材
提供 
インターネット運営 

 展示会への出店
や商業派遣 

 販促キットの配布 
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用

したﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

ベルジュラックワイン 
同業者委員会 

- - - - 

 輸出拡大にあたっては、需要と供給のバランスが重要があるが、そのうち、需要創造をまず優先しているものと想定される 



Ⅳ－Ⅱ．輸出団体の役割 

ノルウェー水産物審議会やフォンテラ、Sri Lanka Tea Boardなどでは、生産面から販売まで
の全ての行程について、関与・支援している 
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輸出にあたっての輸出団体の役割 

調達 生産 加工 流通・物流 販売・アフター 

ノルウェー 
水産物審議会 

－ 

差別化要素に関す
るプロファイル管理 
品質管理制度の導
入 

品質管理制度の導
入 

輸出業者の認可・登
録を実施 
輸出先国の関税等に
関する情報提供、二
国間貿易交渉ｻﾎﾟｰﾄ 

ﾏｰｹｯﾄ分析・情報提
供、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築 
販促活動補助、プロ
モーションミックスの
企画・運営  

- 

 協会販促プログラ
ムの規格・運営 
 会員の販促活動を

行う際の資金援助 

フォンテラ 

地域に合わせた 
 製品開発 
品質基準策定 
サプライチェーン
管理 

 世界基準の品質
及び安全システム
の整備 
サプライチェーン
管理 

 輸送方法の開発 
サプライチェーン
管理 

- 

 品質向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（資金的援助） 

 商標認定制度 
 生産者に対する

各種認定支援 

 生産設備の更新
に対する資金的
援助 

 輸出入業者のラ
イセンス制度 

 トレーニングプロ
グラムの実施 

 海外プロモーショ
ンイベントの実施 

 認定マークの普及
促進活動 

Sri Lanka Tea 
Board 

 長期安定供給体
制の構築のための
計画策定 

 生産者の拡大 
 効率的なルート
開発（実証実験の開
始） 

 海外交渉の実施 
 海外ネットワーク
の強化 

Scotch Whisky  
Association 

- 

 世界各国に対して一定数量の輸出を実施していくために、輸出数量の確保という観点から、生産部分についても関与する
必要があるものと想定される 
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Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案 （まとめ） 

 
競合の輸出団体は、以下のサイクルを回すための組織設計やアセット確保を進めている 
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メンバー・アセットの強化 
• 商流や輸出実績を背景に新た 

な資産を獲得する 
• ヒト（組織・生産者など） 
• モノ（拠点、機器など） 
• カネ（予算など） 
• 情報（ノウハウなど） 

実施結果の振り返り 
• 新たな実績や失敗事例につい

ては、その要因を分析するとと
もに、今後の戦略・戦術づくり
の参考として活かしていく 

戦略・戦術実行 
• 戦略や戦術に基づいて、輸出拡

大に向けた取り組みを実施 
• 各種アセットの稼働管理を徹底

し、効率的な業務遂行を目指す 

戦略・戦術作り 
• 輸出戦略に沿ったうえで、現状

利用可能なアセットを活用し、そ
の時点で最も望ましい輸出拡大
に向けた戦略や戦術を構築す
る 

輸出団体の成長サイクル 

輸出団体 
の求心力 

 戦略・戦術作りや戦略・戦術の実行、また、実施結果の振り返りについては、日本国内における輸出団体内部での検討や
輸出戦略実行委員会などで既に実施されてきている事項である。 

 今後は、それら活動に加えて、メンバーやアセットの強化を図り、より大きな・幅広い戦略、戦術を展開できるようしていくこ
とが重要と考えられる。 



Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  ヒト（組織・生産者など） 

フォンテラは、マネジメント層に業界外からの登用を積極的に行っており、多様な視点での
経営戦略やマーケティング戦略の検討が行える体制を整えている 
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役職・名前 経歴 

【Director 】 
Ian Farrelly 

Ian had a 20-year career in the banking industry including 15 years as head of ASB’s Rural Division. Ian is also a director 
of First Mortgage Managers Limited, Spectrum Dairies Limited, Fortuna Group Limited and is an Advisor to Waikato Stud. 

【Director 】 
David Jackson 

David spent more than 30 years with accounting firm Ernst & Young in a variety of roles, and served as Chairman of the 
board of management for the firm in New Zealand from 1999 to 2002. David is a Fellow of the New Zealand Institute of 
Chartered Accountants. 

【Director 】 
David MacLeod 

David MacLeod was elected to the Fonterra Board in 2011 and is a member of the Audit and Finance Committee and the Co-
operative Relations Committee. David also serves on the boards of Port Taranaki Limited and A.J. Greaves Electrical 
Limited.  

【Director 】 
John Monaghan 

John Monaghan was elected to the Fonterra Board in 2008 and is Chairman of the Co-operative Relations Committee and 
serves on the People, Culture and Safety Committee and the Risk Committee. Prior to joining the Board John was Chairman of 
the Fonterra Shareholders’ Council for a three-year period.  

【Director 】 
Sir Ralph Norris 

He was Chief Executive of the Commonwealth Bank of Australia for six years until 2011 and prior to that served as Chief 
Executive and Managing Director of Air New Zealand Limited from 2002 to 2005. Sir Ralph had a 40-year career in banking 
and served as the Managing Director and Chief Executive of ASB Bank Limited from 1991 to 2001.  

【Director 】 
John Waller 

He is Chairman of the Bank of New Zealand and is a director of National Australia Bank Limited, BNZ Investments Limited, 
Haydn & Rollett Limited, National Equities Limited, Alliance Group Limited, Sky Network Television Limited, Property For 
Industry Limited and Donaghys Limited. John was a partner at PricewaterhouseCoopers for more than 20 years.  

参考 
【Chairman】 
John Wilson 

He is director of Turners & Growers Limited and is a chartered member of the Institute of Directors in New Zealand. John lives 
on his dairy farm near Te Awamutu and jointly owns a dairy farming business based near Geraldine, South Canterbury. He is on 
the Executive Board of the New Zealand China Council. 

 フォンテラのボーディングメンバーは、下記以外に10名、合計で17名で構成されている 

フォンテラのボーディングメンバー経歴（一部） 



Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  ヒト（組織・生産者など）  

ノルウェー水産物審議会は、水産業界と緊密な関係を保つため、各魚種(サーモンとサーモ
ントラウト、白身魚、エビ、保存品〈塩、塩蔵、干物〉、浮魚)ごとにマーケティング顧問を設置 
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ノルウェー水産物審議会における商品別マーケティング顧問の設置 

商品別マーケティング顧問 

人事・総務 

海外事務所・国代表 

サーモン、 
トラウト 

タラ 遠洋魚 従来加工品 エビ、 
貝類 

国内市場 情報・ＰＲ 市場分析 

漁業省 

理事会 

ＣＥＯ 

マーケティング 
ディレクター 

サーモン、トラウト 

タラ 

エビ 

遠洋魚 
（ニシン、サバ、シシャモ） 

従来型加工品 
（魚の塩漬け、干物等） 

国内市場 

環境情報 
管理 

マーケティング諮問委員会 



Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  モノ（拠点、機器など） 

実行にあたっての海外現地のネットワーク・拠点を構築するために、海外の競合団体は、 
自身で拠点を構築したり、代理店を通じてアウトソースするなどしている状況にある 
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自身の拠点を構築している例 代理店や協力先などを通じてアウトソースしている例 

 ノルウェー水産物審議会 
 ブラジル、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポルト

ガル、スペイン、アメリカ、スウェーデン、シンガポール
の11ヶ国に拠点を保有 

 
 アメリカ穀物協会 

 中国、エジプト、日本、韓国、メキシコ、台湾、タンザニア
など多数の現地拠点を保有 
 

 フランス穀物輸出協会 
 中国、モロッコ、エジプト、アルジェリアの4カ国に支部を

保有 

 

 アラスカシーフードマーケティング協会 
 日本と中国、欧州3ヵ所の計5ヵ所に、PR企業等に委託

の形式で現地事務所を置いている 
 

 
 ベルジュラックワイン同業者委員会 

 広告代理店を通じた海外活動拠点を有する 

 
 ワイン・オブ・チリ 

 カナダ、ブラジル、日本等では、広告代理店と年間契約
を結び、イベントや記事広告などのオペレーションを請
け負わせている 

 
 



Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  カネ（予算など） 

 
海外の競合団体は、様々な方法で活動費の獲得に努めている 
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国内 海外 

輸出団体 消費者 生産者 
・業界団体 

自国政府・自治体 輸出先国政府・自治体 

流通業者 

補助金の獲得 

会員費・参加費 

出荷に対する課徴金 

売上 

売上 会員費 
・参加費 流通業者 

海外の競合団体の活動費獲得方法 

具体例 

（補助金の獲得） 
米国食肉輸出連合会などは、FASのMAP資金
等の補助金を獲得している 

（会員費） 
ワイン・オブ・チリは、毎月固定会員費と、会社
の規模に合わせた非固定制の参加費を収入と
している。 

（課徴金） 
ピップフルーツニュージーランドは、生産者の出
荷に対して課徴金を徴収する権限を持っている 

 資金獲得の例として、補助金の獲得、会員費の獲得、課徴金としての資金獲得がある。 
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Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  カネ（予算など） 

 
米国茶業協会は、人材育成を通じて自主財源の確保と茶の普及促進を行っている 

米国茶業協会（Tea Association of the USA）
の関連機関スペシャルティティー学院（STI）が、

茶に関するカリキュラムを開発し、関連人材の
育成に取組んでいる。 

カリキュラムで段階に応じて、茶の生産方法、
淹れ方、飲･み方等を包括的に指導するととも
に、認定制度を提供している。 

受講に当たっては会員になる必要がある。会費、
受講料が団体の自主財源となっている。 
 法人に対しては事業規模に応じた課金を実施 

▪ 50万ドル未満    250ドル 
▪ 50-2百万ドル未満 500ドル 
▪ 2-5百万ドル未満  750ドル 
▪ 5百万ドル以上   1000ドル 

 茶生産国、個人会員、政府関係者なども会員に
なれる。 

スペシャルティティー学院（STI）の会費 

出所）スペシャルティティー学院（STI） 

Tea Importers/Brokers/Wholesalers: 
Defined as firms importing/exporting specialty teas from producing countries into the United States and/or selling specialty teas. 
Revenue from tea between $0 and $500,000         $250 
Revenue from tea between $500,000 and $2.0 Million         $500 
Revenue from tea between $2.0 Million and $5 Million         $750 
Revenue from tea over $5.0 Million          $1,000 
 
Tea Retailers and Restaurant/Food Service/OCS Operators: 
Tea Retailers, defined as firms operating retail operations selling or brewing specialty teas as their primary product line and Restaurant/Food 
Service/OCS Operators, defined as firms providing food and beverage services which include brewed specialty teas as an ancillary product categor  
1 -3 locations            $250 
4 -10 locations            $500 
11 - 20 locations            $750 
20 plus locations            $1,000 
 
Allied/Service/Distribution Companies: 
Defined as firms manufacturing, servicing or distributing specialty tea-related products or services to firms engaged in any facet of the 
specialty/premium tea industry. 
Revenue from tea between $0 and $500,000         $250 
Revenue from tea between $500,000 and $2.0 Million         $500 
Revenue from tea between $2.0 Million and $5 Million         $750 
Revenue from tea over $5.0 Million          $1,000 
 
Specialty Tea Growers: 
Defined as individuals or firms involved in the growing and manufacturing of quality orthodox teas. 
Cultivation under 250 hectares           $250 
Cultivation between 250 and 1,000 hectares         $500 
Cultivation between 1,000 and 2,000 hectares         $750 
Cultivation over 2,000 hectares           $1000 
 
Producing Country Associations: 
Defined as governmental and non-governmental organizations involved with the growing of tea within their origin growing countries. 
Regular membership            $4,000 
Spotlight/Special Event membership (one country per year)        $15,000 
Renewal Special Event*           $5,000 
*Only countries that have paid for the Spotlight/Special Event once are eligible for this Renewal Special Event. This fee will  
include yearly membership dues and one special event for that year such as a tea tasting. 
 
Individual Members:           $250 
Defined as individuals or firms having a general interest in the specialty tea industry. 
 
Govermental and Non-Governmental Organizations:        $250 
Defined as trade associations other than tea associations, members of the trade and consumer press, members of  
governmental and non-government 
organizations, members of educational and research groups, and other organizations having a general interest in the specialty tea industry. 
Non-voting membership 
 
Founding/Charter Members of STI:          $250 
Founding/Charter Members (see list at www.teausa.org) as approved by the STI Advisory Board, shall receive an on-going $250 discount to their 
annual dues or full credit for their dues if such amount is equal to $250. 



Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  情報（ノウハウなど） 

ノルウェー水産物審議会などは、市場の分析・統計、また戦略作りを専門に行う部署を保
有することで、リサーチ結果などに基づいた戦略検討を行える環境を整えている 
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 ノルウェー水産物審議会以外にも市場調査・分析を実施する部署を組成している団体は複数存在する。 

市場調査・分析を行う部署 市場調査・分析部隊を有する団体 

 Tea Board of india 
 Global Strategies 

 ノルウェー水産物審議会 
 市場分析 

 アメリカ穀物協会 
 Global Strategies 

 MLA豪州食肉家畜生産者事業団 
 Innovation 

 ベルジュラックワイン同業者委員会 
 R&D 

 
 

Tea Board of Indiaの例 

など 

Field Offices 

International 
Promotion 

Domestic 
Promotion 

3 International 
Offices 

Headed by DTP 

Licensing 
(CL) 

Promotion 
(DTP) 

Statistics 
(Statistician) 

Labour Welfare 
(WLO) 

Others – (Legal, 
Security,Supply,Stores,Hindi Cell,etc.) 

Ministry of Commerce 

Chairman 
Tea Board of India 

Deputy Chairman 

Structure of the Tea Board 

2 Zonal Offices 
(Headed by EDs) 

14 Regional Offices 

Establishment 
(Secretary) 

Finance 
(FA&CAO) 

Development 
(DTD) 

Research(Dir (R)) 



・・・のマーケティング戦略 

Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案  情報（ノウハウなど）  

MLA豪州食肉家畜生産者事業団は、市場情報から団体としてのKey Success Factor（成
功要因）の導出まで分析を実施したうえで、個別商品の戦略を構築している 
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団体としてのKSF（成功要因）の導出 個別商品の戦略構築 

出所）MLA豪州食肉家畜生産者事業団ホームページ 

 KSFは、競争環境において他社との優位性を築くために最も重要な要素。KSFが抽出できると、現段階での自社の実力と
のギャップを測ることができ、現実的で効果的な戦略目標を定めることが可能になります。 

 KSFは、抽出手法としては、業界のベストプ ラクティス分析、顧客分析などが挙げられる。 

ＭＬＡ´ｓ Ｓｔｒａｔｅｇｙ 
Key 
success 
factors 

Leading edge 
innovation 

Levy payer 
focused 

Global 
competitiveness 

Thought 
leadership 

Enhanced 
industry 
structures 

Strategic 
focus 

Strategic R&D 
partnerships 

Stakeholder 
needs 

Value chain 
efficiency and 
profitability 

Building demand Roles, 
responsibilities, 
accountability 

Actions Objectives: 
 
・ Build industry 
    capability 
・ Increase onfarm 
    productivity 
    (more animals to 
    market,sooner) 
・ Develop 
    industry 
    leadership 
    skills 
 
Approach: 
 
・ Collaborative 
    long-term 
    partnerships 
・ Support of 
    research 
    organisations 
 
 

Objectives: 
 
・ To deliver 
    strategies 
    targeted at the 
    needs of  
    segments 
・ To promote 
    MLA 
 
Approach: 
 
・ Segmentation  
    of levy payer 
    by production 
    type and 
    geographic 
    area 
・ Development 
    of datebase 
・ Targeted  
    services and 
    communication 
 
 

Objectives: 
 
・ To maximize 
    the value of 
    the meat 
    and livestock 
    industry for  
    the producer 
・ To actively 
    assist the 
    live export 
    industry 
 
Approach: 
 
・ Promotion of 
    animal  
    welfare and 
    industry 
    value to the 
    nation 
・ Promotion of 
    benefits of 
    international 
    business units 
    through 
    rural media 

Objectives: 
 
・ Build industry 
    capacity 
・ Anticipate and 
    deliver to 
    customer 
    demands 
 
Approach: 
 
・ Date-driven 
    marketing 
    strategies 
・ Addressing 
    consumer 
    environmental, 
    animal health 
    concerns 
 
 
 

Objectives: 
 
・ Assist industry 
    to deliver on 
    the MISP 4 
・ Create industry 
    awareness of 
    industry  
    structures and 
    MLA’s role 
 
Approach: 
 
・ Support and 
    communication 
    of industry 
    structures 
・ Development 
    of aligned 
    strategic and 
    operational 
    plan and 
    reporting 
    systems 

Enablers 
 

Internal organizational cultural change through engaged staff ( improved feedback ), performance 
management  plans, effective external and internal communication, leadership, talent and succession planning. 

ラム肉のマーケティング戦略 

牛肉のマーケティング戦略 
 
 

＜項目＞ 
 Objective 
 Key Issues 
 Strategic Imperatives 

 
 Market knowledge 
 Product distribution 
 Product integrity “Brand Australia” 
 Product differentiation 

・individual brands 
 Export market growth 

 & sustainability 
 



目次 

35 

Ⅰ．背景と目的 

Ⅲ－Ⅰ．ターゲティング戦略 

ⅢーⅡ．マーケティング戦略 

Ⅳ－Ⅰ．輸出体制構築 

付属資料 A．調査対象団体概要 

Ⅳ－Ⅱ．輸出団体の役割 

Ⅴ．国内の輸出団体の成長に向けたロードマップ案 

Ⅱ．エグゼクティブサマリー 

Ⅲ．戦略策定 

Ⅳ．体制構築 

付属資料 B．日本食のプロモーション事例・現地パートナー 一覧 

P.  3 

P.  6 

P.  8 

P.14 

P.14 

P.23 

P.26 

P.35 

P.93 



36 

付属資料 A．調査対象団体概要 

 
収録団体一覧 

品目 No 輸出団体 現地語名 国 団体HP URL
1 ノルウェー水産物審議会 Norwegian Seafood Council ノルウェー http://www.seafoodfromnorway.jp/
2 アラスカシーフードマーケティング協会 Alaska Seafood Marketing Institute アメリカ http://japanese.alaskaseafood.org/
3 韓国水産貿易協会 Korea Fishery Trade Association 韓国 http://www.kfta.net/Main/
4 サーモン・チリ Salmon Chile チリ http://www.salmonchile.cl/es/
5 アメリカ穀物協会 US Grains Council アメリカ http://grainsjp.org/
6 National Farmers' Federation National Farmers' Federation オーストラリア www.nff.org.au
7 フランス穀物輸出協会 France Export Céréales フランス http://franceexportcereales.org/en/

8 ベルジュラックワイン同業者委員会
Conseil Interprofessionnel des Vins de la Region de 
Bergerac_CIVRB フランス

http://www.vins-bergerac.fr/
http://www.franceshoku.com/Bergerac2010/

9 ワイン・オブ・チリ Wines of Chile/Vino de Chile チリ http://www.winesofchile.org/
10 韓国jinro Hitejinro Co., Ltd. 韓国 -
11 Scotch Whisky Association Scotch Whisky Association イギリス http://www.scotch-whisky.org.uk/
12 オランダ花き協会（BBH） Bloemenbureau Holland（Flower Council of Holland） オランダ http://www.flowercouncil.co.uk/
13 台湾区花き輸出業同業公会 Taiwan Floriculture Exports Association 台湾 http://tfea-jp.tfea.org.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=1
14 ワシントン州リンゴ委員会 Washington State Apple Commission_WAC アメリカ http://www.bestapples.com/

15 ゼスプリ Zespri ニュージーランド
http://www.zespri.com/
http://www.zespri-jp.com/index.html

16 ピップフルーツニュージーランド Pipfruit NZ Inc. ニュージーランド http://www.pipfruitnz.co.nz
17 韓国ナシ輸出組合 Korea Pear Export Association_KPEA 韓国 -
18 ASOEX(果実) The Chilean Fruit Exporters Association_ASOEX チリ http://www.asoex.cl/
19 フォンテラ Fonterra ニュージーランド http://www.fonterra.com/global/en

20 米国食肉輸出連合会 U.S. Meat Export Fedeartion アメリカ
https://www.usmef.org/
htps://www.americanmeat.jp/index_trd.html

21 Australian Wagyu Association Australian Wagyu Association オーストラリア http://www.wagyu.org.au/
22 MLA豪州食肉家畜生産者事業団 Meaat & Livestock Australia オーストラリア http://www.aussiebeef.jp/b2b/
23 Tea Association of U.S.A.inc Tea Association of U.S.A.inc アメリカ http://www.teausa.com/
24 Tea Board of indea Tea Board of indea インド http://www.teaboard.gov.in/
25 Sri Lanka Tea Board Sri Lanka Tea Board スリランカ http://www.pureceylontea.com/
26 The Tea Board Kenya The Tea Board Kenya ケニア http://www.teaboard.or.ke/
27 カナダ林産業審議会(COFI) Council of Forest Industries Canada_COFI カナダ http://www.cofi.or.jp/
28 アメリカ広葉樹輸出協会(AHEC) American Hardwood Export Council アメリカ http://www.ahec-japan.org/

茶

林産

水産物

穀物

酒類

花き

青果物

畜産物
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組織名 

ノルウェー水産物審議会 
（Norwegian Seafood 
Council_NSC） 
 

設立年度  1991年 

ビジョン・ミッション 
 ノルウェー国内のみならず世界規模でノルウェー

シーフードに対する関心と意識の向上を図る 

取扱品目 
 サーモン/トラウト、タラ、遠洋魚（ニシン、サバ、シシャ

モ）、伝統的加工品（魚の塩漬け、干物等）、エビ等 

輸出実績 

 2013年の実績としてAquacultureで42.3ビリオンノル
ウェー クローネ、Fisheriesで18.7ビリオンノルウェー 
クローネとなっている 
 

 2004年から2009年までは輸出増の傾向にあったが、
2010年以降横ばいで推移。しかしながら、2013年は
再び輸出増となり、2004年以降の最大の輸出額と
なった 

予算規模 
 2014年の予算は433百万クローネ（約64.4億円） 
 2010年の予算は320百万クローネ（約47.6億円） 

※為替レートは 2015年04月の14.89 円／NOKを使用 

組織図 

 NSCはノルウェーのトロムソに本部を有する。 
 NSCの本部機構は、CEOの下に、サーモン/トラウト、タラ、遠洋魚（ニシン、サバ、シ

シャモ）、伝統的加工品（魚の塩漬け、干物等）、エビ・貝類の5つの魚種別マーケティ
ング部の他、国内市場部、情報/PR部、市場分析部、人事・総務部が配置される形と
なっている。 

 なお、各魚種別マーケティング部には魚種ごとに1名ずつ「ブランドマネジャー」と呼ば
れる責任者が置かれ、それぞれの魚種についてのマーケティング活動を統括している。 

グローバルネットワーク 

 ブラジル、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポルトガル、スペイン、アメリ
カ、スウェーデン、シンガポールの11ヶ国 

 今後は魚種によって中東やアフリカ等の市場開拓も視野に入れる計画 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ノルウェー水産物審議会HPより 
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海外事務所・国代表 
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トラウト 

タラ 遠洋魚 従来加工品 エビ、 
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国内市場 情報・ＰＲ 市場分析 

漁業省 

理事会 

ＣＥＯ 

マーケティング 
ディレクター 

サーモン、トラウト 

タラ 

エビ 

遠洋魚 
（ニシン、サバ、シシャモ） 

従来型加工品 
（魚の塩漬け、干物等） 

国内市場 

環境情報 
管理 

マーケティング諮問委員会 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

EU： 36.1BN （約5,375億円） 

①全世界×全方位 
ASIA： 9.8BN（約1,459億円） 

Eastern Europe：9.5BN（約1,414億円） 

North America： 2.7BN （約402億円） 
※すべて2013年のデータを示す※billion=10億として算出 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品種・商品に関するフルラインナップ 
（サーモン/トラウト、タラ、遠洋魚（ニシン、サバ、シシャモ）、伝統
的加工品（魚の塩漬け、干物等）、エビ等） 

 品質に関するフルラインナップ 
（品質ラベルの導入：既に「スクレイ」と呼ばれる産卵期のタラ、ハ
リバ、イワナ、トラウト、タラ、エビの7つの製品について品質ラベル
が導入されている。） 

価格戦略  － 

流通戦略  － 

プロモーション戦略 

 プロモーションミックス（販促＋広告＋PR＋人的販売）の展開 
• 販売促進：小売店での販促活動など 
• 広告：ＴＶＣＭ、POP展開など 
• パブリシティ（PR）：メディアへの記事掲載など 
• 人的販売：試食イベント開催など 

 コンセプト設定による競合品との差別化・イメージ戦略の展開 
• ノルウェーシーフードについて「冷たく澄んだ海」 とコンセプ

トを設定 
 ソーシャルメディア、ブロガーの活用 

• 近年の傾向である、インターネットのブロガーの活用や、
フェイスブックを始めとするソーシャルメディアも活用してい
る。 

 統一商品としてブランド管理 
• ノルウェーシーフードのブランド力向上、消費者への理解促

進のツールとして、ノルウェー原産国ラベル（NORGE ロゴ）
を展開 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 差別化要素に関するプロファイル管理 
• 冷たく澄んだ海のコンセプト、プロフェッショナリズム、近代的な設備・

技術、安全性、持続的資源管理 
 品質維持に向けた品質ラベル管理・運営ラベルの認証を受けるために、各

生産者はNSCに申請を行い、第三者機関による審査・認証を受ける必要が
ある） 

加工 
 品質維持に向けた品質ラベル管理・運営（ラベルの認証を受けるために、各

生産者はNSCに申請を行い、第三者機関による審査・認証を受ける必要が
ある） 

流通 
物流 

 輸出業者の認可・登録を実施 
 輸出支援 

• 関税、輸入割当等に関する情報提供、EFTA、WTO、二国間貿易交
渉サポート 

販売 
・アフ
ター 

 マーケットの分析・統計情報の提供 
• 主要マーケットにおける競合状況、需要トレンド、ポジションに関する

情報収集・分析 
• 講演、セミナーの開催 
• メディアへの記事掲載 
• ニュースレター「マーケットパワー」の配布 

 市場アクセスを推進するためのデータベースの構築 
• 各市場の輸入割当量や関税、取引状況など 

 販促活動補助 
• 「ジョイントキャンペーン」と呼ばれる個別企業とのタイアップ販売促進

スキームを展開（NSCが費用の50％～100％を負担） 
 プロモーションミックスの企画・運営 

• 各種イベント、セミナー、TVCM、POP作成・配布、WEBサイト運営な
ど 

 事業者向け販売促進グッツの管理・提供 
• 写真（5,000以上）と映像のデータベース、レシピブック、プロファイル

資料など 

※為替レートは 2015年04月の14.89 円／NOKを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ノルウェー水産物審議会HPより 
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組織名 

アラスカシーフードマーケ
ティング協会（Alaska 
Seafood Marketing 
Institute_ASMI） 

設立年度  1981年 

ビジョン・ミッション 
 ASMIは、以下の事項を通じてアラスカ産水産物

の価値の向上を図る 

取扱品目 
 サーモン、スケトウダラやニシン、オヒョウ、ギンダ

ラ、マダラ、エビ、カニ等 

輸出実績 

 2013年： $3,272,417,048（約3,925億円） 
 2012年： $3,204,907,044（約3,844億円） 
 2011年： $3,246,866,765（約3,894億円） 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

予算規模 

 2014年支出$24,000,000(約28.7億円) 
※出所：2014 Annual Report 

 予算内訳：MAP補助金60%、水産物業界出資金
20％、アラスカ州補助金20％ 

※出所：平成23年度 輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査 

組織図 

 本部事務所 
• アラスカ州のジュノー（Juneau） 
• 国際マーケティング部門が所属 
• 9名の職員 

 シアトル事務所 
• 水産物の加工業者や輸出業者対応 
• 国内マーケティングを担当 
• 10名の職員 

 
※アラスカ産水産物に関する水揚と加工、輸出に至る過程は、実際はシアトルを中心とす
るワシントン州で行われているが、ASMIはアラスカ州の団体であることから、州の住民
を雇用し、州内での活動を行う義務があるため、全ての活動本部をワシントン州に設置
せず、国際活動についてのみジュノーを本部とする選択がなされた。 

グローバルネットワーク 

 日本と中国、欧州3ヵ所の計5ヵ所に、PR企業等に委託の形式で現地事
務所を置いている 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書 
アラスカシーフードマーケティング協会HP、2014 ALASKA SEAFOOD ANNUAL REPORTより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

中国：917百万ドル（約1,100億円）（2013年） 

②特定地域×全方位 
 
※中国、日本、韓国で輸出の半数以上を 
  占めている 

日本：598百万ドル（約717億円）（2013年） 

韓国：382百万ドル（約458億円）（2013年） 

カナダ：347百万ドル（約416億円）（2013年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品種・商品に関するフルラインナップ 
    （サーモン、スケトウダラやニシン、オヒョウ、ギンダ   
     ラ、マダラ、エビ、カニ等） 
 スーパーマーケットのプライベートブランド（PB）商品展開（時とし

て海外市場において実施） 

価格戦略  － 

流通戦略  － 

プロモーション戦略 

 プロモーションミックス（販促＋広告＋PR＋人的販売）の展開 
• 販売促進：各種クローズド懸賞等の企画・実施など 
• 広告：ＴＶＣＭなど（地域代表が必要に応じて実施） 
• パブリシティ（PR）：アラスカ産シーフードショーなど 
• 人的販売：フェアの開催など 

 成熟国における差別化プロモーション 
• 英国等の成熟した市場にて、有名シェフとの関係を築き、最

終的に彼の番組の1回分をアラスカで の撮影といった取り
組みをしている 

• 日本に置いて、長期フェア対応FSP（フリクエント・ショッ
パーズ・プログラム）を展開 

• 持続可能性のある製品が付加価値を持つ市場では持続可
能性関連のプログラムを通じたブランディング活動を展開 

 統一商品としてブランド管理 
• 各出資者が平等に扱われるとの原則に基づいて、アラスカ

水産物のロゴの使用を促進している。 

輸出団体の役割 

調達 

 － 

生産 
 － 

加工 
 － 

流通 
物流 

 － 

販売 
・アフ
ター 

 プロモーション素材提供 
• 各国のアラスカ産水産物産業を助けるため、ASMIは加工

業者を中心にマーケティング材料として使用できる無料の
画像、素材、ビデオ、レシピ集などを豊富に揃えたプロモー
ション素材集を提供している。 

 インターネットの運営 
• ホームページの運営し、情報提供に努めている 

 プロモーションミックスの企画・運営（各種イベント、セミナー、
TVCM、POP作成・配布、WEBサイト運営など） 

 時として海外市場においては、スーパーマーケットのプライベー
トブランド（PB）商品と連携したプロモーションを実施することが
ある 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書 
アラスカシーフードマーケティング協会HP、2014 ALASKA SEAFOOD ANNUAL REPORTより 
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組織名 

韓国水産貿易協会 
（Korea Fishery Trade 
Association_KFTA） 

設立年度  1986年 

ビジョン・ミッション 

 KFTAの役割は、政府の政策に応じ、水産業と水
産物貿易の発展に寄与し、会員の共同利益の増
進を図ること。 

 KFTAの設立と運営には政府の意向が深く関与し
ているため、その主な活動は政府からの委託事業
を実施すること。 

取扱品目  カキ、アワビ、マグロ、海苔、ナマコ、ヒラメ 

輸出実績 

 2014年： 2.067,265千ドル(2,479億円) 
 2013年： 2,151,951千ドル(2,581億円) 
 2012年： 2,362,050千ドル(2,833億円) 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

予算規模  輸出促進予算：2.7億 
※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

組織図 

グローバルネットワーク 

 － 

General 
Assembly 

President 

Exective 
 Director 

Board of  
Directors Subcommittees 

Seoul 
 Main Office 

Busan 
 Local Office 

Auditor 

マネジメント体制 
General Assembly 
Board of Directors 
Exective Director 
Subcommittees 
Auditor 

拠点 
Seoul Main Office 
Busan Local Office 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書 
韓国水産貿易協会HP、 2014年12月末現在水産物輸出入統計より 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

日本：764百万ドル（約916億円）（2014年） 

④特定地域×特定層 
中国：309百万ドル（約370億円）（2014年） 

アメリカ：217百万ドル（約260億円）（2014年） 

タイ：143百万ドル（約171億円）（2014年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 特定品目特化 
  （カキ、アワビ、マグロ、海苔、ナマコ、ヒラメ） 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 － 

プロモーション戦略 

 パブリシティ（PR）＋広告重視 
• パブリシティ（PR）：韓国産水産物の優位性

を広報 
• 広告：空港や港、スーパーなどの人が多く集

まる場所に宣伝用POPを掲載 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 
 海苔の異物選別機（金属探知機）の購入支援 

• 高品質海苔の製造に必要な異物選別機の購入を支援。購入費用の50%が政府
により補助される。 

加工  － 

流通
物流 

 輸出商品の購入に係る融資の斡旋 
• 輸出業者が商材を購入するのに必要な融資を受けられる様、水産業発展基金へ

の斡旋を行う。協会が斡旋を行うことで、生産者団体は年3%、一般企業は年4%
の低金利で融資を受けることができる。 

 海外バイヤー招待による商談支援 
• 輸出関連業者やエージェントから推薦のあった海外バイヤーを招待し、輸出業者

との商談を設定する。また、商談を通じて韓国産水産物の信頼感を醸成し、直接
契約を結べるよう支援する。商談会は、毎年ソウルと釜山で1回ずつ開催し、各回
約50名のバイヤーを招待している。その際には、貸切バスの送迎や専門通訳な
どバイヤーに対する便宜供与を行い、バイヤー1人に対して輸出業者7~8社との
商談をアレンジしている。 

販売 
・アフ
ター 

 優秀水産物広報 
• 空港や港などの人が多く集まる場所に宣伝用POPを掲載する他、上海の大型

スーパー内においてPOP広告等を実施している。 
 販売促進支援 

• 韓国産水産物の海外市場開拓と競争力強化のために、販売促進活動の支援を
行う。2011年は、157業者の商品が掲載されたカタログを1万部作成し、KOTRA
海外貿易館や国際博覧会に来場したバイヤーなどに配布した。また、カタログの
収録業者を紹介するウェブサイトを開設し、海外バイヤーへの斡旋等に活用して
いる。 

 海外展示会の参加支援 
• 国際水産博覧会において、韓国館の運営や輸出相談会の実施、現地メディアの

招待などを実施する。また、輸出業者が出展するためのブース代、商品運送費、
航空運賃代、通訳費、販促費等を支援する。2011年はボストン、ブリュッセル、東
京等で開催された博覧会に9回参加しているほか、上海、香港、バンコク等におけ
る水産物展にも出展している。また、釜山国際水産貿易EXPOでは、中国や日本
など海外から多くのバイヤーが参加するようにMOUの締結や招待状の送付等を
行っている。 

 海外市場における価格調査 
• 販売価格の虚偽申告による脱税を防止するため、中国やロシア等の海外市場に

おける韓国産水産物の価格調査を実施する。 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書 
韓国水産貿易協会HP、 2014年12月末現在水産物輸出入統計より 
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組織名 

サーモン・チリ 
（Salmon Chile） 

設立年度  1986年 

ビジョン・ミッション 
 サーモン・チリは、安全なサーモンを提供すること

と、環境に配慮した業界にすることの2点を最も重
要な目的としている 

取扱品目  サケ、ギンザケ、ニジマス、キングサーモン 

輸出実績 

 2014年： 4,361 $Millions （5,231億円） 
 2013年： 3,517 $Millions （4,218億円） 
 2012年： 2,890 $Millions （3,466億円） 
 2011年： 2,926 $Millions （3,510億円） 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

予算規模  － 

組織図 

コンタクト拠点は以下の４拠点 
Metropolitan Region 
La Araucanía Region 
Los Lagos Region 
Aysén Region 

 
組織として少なくとも以下の２つを有している 
Salmonchile A. G. Team 
The Salmon Technology Institute 

グローバルネットワーク 

 － 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、サーモン・チリHPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

アメリカ：544百万ドル（約652億円）（2015年度） 

③全世界×特定層 
日本：375百万ドル（約449億円）（2015年度） 

ブラジル：220百万ドル（約263億円）（2015年度） 

ロシア：99百万ドル（約118億円）（2015年度） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 特定品目特化 
• サケ、ギンザケ、ニジマス、キングサーモン 

 用途特化 
• サンパウロを中心にひろがるスシ文化に目を

つけたサーモンの輸出がはじまり、ここ数年
で飛躍的に伸びた。 

価格戦略  － 

流通戦略 

 外食特化 
• サンパウロを中心にひろがるスシ文化に目を

つけたサーモンの輸出がはじまり、ここ数年
で飛躍的に伸びた。 

 チャネル拡大戦略 
• ブラジルでは、寿司レストランにのみ入ってい

たサーモンを、少しずつスーパーでも扱われ
るように、消費者やスーパーの教育などに力
を入れてきた。 

プロモーション戦略 
 地域ブランディング 

• サーモン・チリとして、チリ産をアピールしたブ
ランディングを進めている 

輸出団体の役割 

調達 

 － 

生産 

 － 

加工 

 － 

流通
物流 

 － 

販売 
・アフ
ター 

 協会販促プログラムの企画・運営 
 会員の販促活動を行う際の資金援助 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、サーモン・チリHPより 
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組織名 

アメリカ穀物協会 
（US Grains Council） 

設立年度  1960年 

ビジョン・ミッション 
 市場開拓と貿易機会の拡大を通じた生活向上を

目指している 

取扱品目 
 大麦、トウモロコシ、グレイン･ソルガム（ソルガム

きび）、およびその関連製品 

輸出実績  － 

予算規模 

 国際プログラムの総価値（金額ベース）： 
 資金サポート計20,004,744ドル（約23億円）（2014年度） 
 非資金サポート計7,928,684ドル（約9.5億円）（2014年度） 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

組織図 

ワシントンにある本部には以下の組織が存在している 
 Executive Team 
 Global Programs 
 Global Strategies 
 Trade Policy and Biotechnology 
 Communications 
 Membership 
 Finance & Administration 
 Grains Foundation 
 Outside Legal Counsel 

グローバルネットワーク 

Country Offices：中国、エジプト、日本、韓国、メキシコ、台湾、タンザニア 
Regional Offices：Middle East/Africa（チュニジア）、Southeast Asia（マレーシア）、
Western Hemisphere（パナマ） 
USGC Representatives：インド、フィリピン、ベトナム、ブラジル、カナダ、コスタリカ、コロ
ンビア、アルジェリア、モロッコ、サウジアラビア、南アフリカ、スペイン、ポルトガル、チュニ
ジア、トルコ 

出所）アメリカ穀物協会HP、 2014 Annual Reportより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

日本：大麦：167.5（TMT） 
日本：とうもろこし：11,856（TMT） 
中国：ソルガム：4,267（TMT） 
中国：DDGS：4,367,517(MT)  

①全世界×全方位 
 
※50を超える国々で活発な市場
開拓プログラムを展開 

メキシコ：大麦：93.2（TMT） 
メキシコ：とうもろこし：10,478（TMT） 
日本：ソルガム：291（TMT） 
メキシコ：DDGS：1,576,190(MT) 

リビア：大麦：20.5（TMT） 
韓国：とうもろこし：4,982（TMT） 
メキシコ：ソルガム：224（TMT） 
韓国：DDGS：692,452(MT) 

台湾：大麦：10.9（TMT） 
コロンビア：とうもろこし：3,460（TMT） 
スーダン:ソルガム：169（TMT） 
ベトナム：DDGS：655,011(MT) 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略  － 

価格戦略  － 

流通戦略  － 

プロモーション戦略 

 顧客との関係強化 
• 海外顧客に対する追加的付加サービスの提

供 
 イベント実施 

• イベント実施、海外コネクションの維持・活用
など 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産  － 

加工  － 

流通
物流 

 － 

販売 
・アフ
ター 

 海外顧客に対する追加的付加サービスの提供 
• 技術支援や経営の効率化に関する情報を提供するなど付

加価値の高いサービスを提供することで長年信頼を得てい
る。 

 イベント実施 
• 再生可燃料協会（RFA)とともに開催したExport Exchange 

2014では、各国からの200名近いバイヤーが参加し、現地
の農場や、輸出用ターミナル、エタノールプラントの視察、
また現地サプライヤーとの対面や、最新の市場動向を知る
機会を得た。 

 海外コネクションの維持・活用 
• 米、伯、亜（アルゼンチン）のトウモロコシ生産者からなる国

際トウモロコシ連盟（MAIZALL）が欧州、中国にバイオテク
ノロジーの重要性を強調する取り組みを支援することや、
環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）や環大西洋貿易投
資パートナーシップ（T-TIP）の協議に穀物業界の代表とし
て参加するなどしている。 

※作物によって出所異なる：大麦：USDA GATS - December2014、とうもろこし：USDA GATS - January2015、ソルガム：USDA GATS - January 
2015、、DDGS：Department of Commerce,U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics - February 2015  

※単位：MT： Metric Ton 、TMT： Thousand Metric Tons 

出所）アメリカ穀物協会HP、 2014 Annual Reportより 
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組織名 

National Farmers' 
Federation_NFF 

設立年度  1979年 

ビジョン・ミッション 

 ビジョン 
• “オーストラリアにおける強力かつ、進歩的で持続可

能な農業セクターを構築すること” 
• 進歩的 – 近代的・革新的・適応性のある変化をもた

らす進歩 
• 持続可能性 – 経済的・環境的･社会的な持続可能性 
• 農業経営セクター – 農業およびその関連企業・コミュ

ニティを取り込んだ農業経営 
 ミッション 

• 国内外の代表や支援団体を通して、オーストラリア
政府、議会および地域社会へ働きかけること。 

• オーストラリアに強力かつ、進歩的で持続可能な農
業セクターをつくること。 

• 総合力とリーダーシップを提供すること。 

取扱品目 
 牛肉、綿、乳製品、ドライフルーツ、ヤギ、穀物、米、食肉、

砂糖、羊毛 

輸出実績 

 2012-13年： 380億ドル（約3.4兆円） 
 2010-11年： 325億ドル（約2.9兆円） 
 2008-09年： 321億ドル（約2.9兆円） 

※すべて農産物輸出額を示す 
※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 

予算規模  － 

組織図 

以下の組織で構成されている 
 NFF Board、Members、Commettees and Taskforces、NFF 

Secretarlat 
 

グローバルネットワーク 

 － 

出所） National Farmers‘ Federation HP、 Annual Review 2013–14、 NFF Farm Facts: 2012より 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

中国：$7.8 billion（約7,130億円）  

①全世界×全方位 
日本：$4.3 billion（約3,934億円） 

EU：$2.7 billion（約2,470億円） 

インドネシア：$2.6 billion（約2,379億円） 
※すべて2012-13年のデータを示す 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品種・商品に関するフルラインナップ 
• 牛肉、綿、乳製品、ドライフルーツ、ヤギ、穀

物、米、食肉、砂糖、羊毛 

価格戦略 

 高品質の製品相応の値段設定 
• 生産力強化 
• 農業従事者の団結促進 

 農業近代化を通じた安定・低コスト生産 
• 近代農家の認知向上 
• 農業従事者の団結促進 

流通戦略 

 販路拡大 
• 国際交渉への参加 

プロモーション戦略 
 － 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 

 生産力強化 
• 農業経営および生産力に関する政策がオーストラリア農家

の生産力の強化、競争力の最大化につながるよう努める。 
 近代農家の認知向上 

• 次世代を魅了、育成し、引き継ぐことを農業セクターの第一
目的とし、NFFは農業教育や能力開発に積極的に関与し
ている。 

 各種交渉への参加 
• 農業部門の代表を務め諸問題の解決や決定に努める。 

 農業従事者の団結促進 
• 今後の政策において総意を得られるよう、農業従事者の団

結を促進する 

加工 
 － 

流通
物流 

 － 

販売 
・アフ
ター 

 国際交渉への参加 
• グローバルマーケットにおける新規輸出市場の獲得や貿

易歪曲の低減に努める。 
 メディアとの協力体制の構築 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 

出所） National Farmers‘ Federation HP、 Annual Review 2013–14、 NFF Farm Facts: 2012より 
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組織名 

フランス穀物輸出協会 
（France Export 
Céréales―FEC） 

設立年度  1997年 

ビジョン・ミッション 
 FECの設立目的はフランス産穀物（小麦、大麦、ト

ウモロコシ）の輸出促進と、国内の穀物業界への
情報提供である 

取扱品目  小麦、大麦、トウモロコシなど 

輸出実績  － 

予算規模 

 FECの年間予算は230万ユーロ（約2.9億円） 
※為替レートは 2015年04月の128.91円／EURを使用 

 大まかには約80%が海外における活動に充てら
れ、残りの20%が国内の穀物業界を対象とした情
報提供活動に充当される。 

組織図 

 － 

グローバルネットワーク 

 パリに本部を置き、中国、モロッコ、エジプト、アルジェリアの4カ国に支
部がある。 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、フランス穀物輸出協会HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

アルジェリア：26% （2014/15年） 

②特定地域×全方位 
エジプト：18% （2014/15年） 

モロッコ：10% （2014/15年） 

アジア：20% （2014/15年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 特定商品特化 
• 製粉用小麦、デュラム小麦、大麦、トウモロコ

シ 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 － 

プロモーション戦略 

 － 

輸出団体の役割 

調達 

 － 

生産 

 国内の生産者への情報提供活動 

加工 

 － 

流通
物流 

 輸出業者への情報提供活動 

販売 
・アフ
ター 

 展示会への参加 
• SOPEXAやUBIFRANCEを通じて参加する場合が多い。 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、フランス穀物輸出協会HPより 
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組織名 

ベルジュラックワイン同
業者委員会（Conseil 
Interprofessionnel des Vins 
de la Region de Bergerac 
– CIVRB） 

設立年度  1960年代 

ビジョン・ミッション 
 ベルジュラックワインの国内外における販売促進

とメンバーの収益向上、ワインの品質維持・改善
のための調査研究を目的として活動 

取扱品目  ワイン 

輸出実績 

 － 
※活動地域は大きくEU市場とその他市場に分けられ、EU市場ではイ

ギリス、ドイツ、ベルギー、オランダが主要なターゲットになってい
る。その他市場では、中国、日本、カナダがメインで、今後はアメリ
カ市場にも力を入れていく方針である。 

予算規模  輸出促進予算：2200万円 

組織図 

 理事会の下に5つの委員会と3つの小委員会を有する 
• テクノロジー委員会 
• 品質委員会 
• マーケティング委員会 
• 予算委員会 
• コミュニケーション委員会 

 また、R＆D部隊を有する 
 

グローバルネットワーク 

 広告代理店を通じた海外活動拠点を有する 
 

 

 

• 輸出小委員会 
• フードサービス小委員会 
• 小売小委員会 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ベルジュラックワイン同業者委員会HPより 

輸出 

ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 
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ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

予算 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

品質 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

会員1,200 
（生産者、卸売業者、 

輸出業者） 
理事会（18名） 

事務局（12名） 

R&D（10名） 

海外活動拠点（広告代理店） 

ベルジュラックワイン同業者委員会の組織図 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

ベルギー：30% （2012年） 
④特定地域×特定層 
 
※先進国中心の展開 
ベルギー、イギリス、オランダで、輸出の過半数
を超えている状況にある。ただし、数量は小さ
いが、他国への輸出増にも取り組んでいる 

イギリス：19% （2012年） 

オランダ：14% （2012年） 

中国：12% （2012年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 － 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 － 

プロモーション戦略 

 パブリシティ（PR）＋販売促進＋人的販売活動重
視 

• パブリシティ（PR）：セミナー開催、ワインコン
クール実施など 

• 販売促進：販促キット、リーフレットの作成・配
布など 

• 人的販売：商業ミッションの派遣など 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 
 － 

加工 
 － 

流通
物流 

 － 

販売 
・アフ
ター 

 展示会への出展、商業ミッションの派遣 
• 海外におけるプロポーションの核となる活動で、展示会への出展とメ

ディアへの周知を行うと同時に生産者や輸出業者を募って商業ミッ
ションを派遣する。 

 セミナー開催 
• ベルジュラックワインに対する理解向上のため、レストランのオー

ナー、ソムリエ、バーテンダー、ワイン専門店、スーパーのワインバイ
ヤー等を招いたワインセミナーを数多く開催。 

 販促キット、リーフレットの作成・配布 
• 店頭販売用の販促キットやリーフレットは海外でのプロモーションに

おいて重要なツールと位置付けられ、各国言語に対応して作成して
いる。 

 消費者向けプロモーション 
• 海外市場では特にインターネットを活用した広告は費用対効果が大

きく、各国で幅広く展開されている。 
 ワインコンクールへの参加 

• ワインコンクールへの定期的な参加は国内外におけるベルジュラック
ワインの認知度向上のための重要なプロモーション戦略となっている。
ただ、ワインコンクールは数が多すぎるためCIVRB本部のマーケティ
ング委員会で年間5~6つを厳選し、生産者と戦略を練って参加してい
る。 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ベルジュラックワイン同業者委員会HPより 
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組織名 

ワイン・オブ・チリ（Wines 
of Chile/Vino de 
Chile） 

設立年度  － 

ビジョン・ミッション 

 「チリワイン」の価値を向上させることによって国際
市場においてチリワインのイメージと認識を強化し、
小規模・大規模生産者、サプライヤー、ワイナリー、
輸出業者などすべてのチリワイン産業のステーク
ホルダーのために、平均価格、売上、付加価値を
高める 

取扱品目  ワイン 

輸出実績 

 2009年： 1,139,166 (USD1,000)（約1,366億円） 
 2008年： 1,164,098 (USD1,000)（約1,396億円） 
 2007年： 1,080,941 (USD1,000)（約1,296億円） 
 2006年：  824,982 (USD1,000) （約989億円） 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

予算規模 

 VDC/WOCの予算は公開されていない。 
 VDC/WOCは、毎月固定会員費と、会社の規模に

合わせた非固定制の参加費を収入としている。 
 イベントを行う際にはProChileに案を提出し、認証

をうけると50％～60％の援助を受けられる。 

組織図 

 サンティアゴ、ロンドン、ニューヨークに支社があり、カナダ、アイルランド、
デンマークにも駐在員がいる 

グローバルネットワーク 

 WOCの海外事務所は、英国と米国（ニューヨーク）の2ヵ所 
• チリのボトルワイン輸出では、量ベース、金額ベース共にイギリスが1

位、アメリカが2位の顧客であるため 
• 英国、米国のいずれの現地事務所も、スタッフはチリ人の駐在員で

はなく、現地のマーケットに詳しい人を現地採用している。 
 近い将来、中国（上海か香港）に事務所を開設する予定 
 カナダ、ブラジル、日本等では、広告代理店と年間契約を結び、イベントや

記事広告などのオペレーションを請け負わせている 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ワイン・オブ・チリHPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

アメリカ：213百万ドル（約255億円）（2011年） 

③全世界×特定層 
 
※上位４カ国は輸出全体の3割程度、ロ
シアやブラジルなどにも輸出している 

イギリス：212百万ドル(約254億円）（2011年） 

日本：91百万ドル（約109億円）（2011年） 

中国：89百万ドル（約106億円）（2011年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 チリのワイン品種 
• カベルネソービニオン(CS)、カルメネール、

ソービニオンブラン(SB)など代表的な品種。
その他シラー、ピノ・ノワール、カリニャンなど。 

価格戦略 

 価格基準設定 
• 米国市場の基準として、常にUS$10以上の

小売価格としている 

流通戦略 

 競争を回避する流通設計 
• 他とは異なった流通チャンネルでの存在感を

高める。 

プロモーション戦略 

 広告＋パブリシティ重視 
• 広告：広告記事やニュースレター 
• パブリシティ：イベント開催や見本市出展 

 インターネットの活用 
• ブロガー向け試飲イベント 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産  － 

加工  － 

流通
物流 

 他とは異なった流通チャンネルでの存在感を高める。 
• レストラン・パブ・バーやアルコール専門家を通じた流通網の構築

の構築 
• ワインライター、バイヤー、ソムリエの招待 
• オンラインブロガーのテイスティング 
• ソムリエサミットの開催 

 各国市場でのアニュアル・試飲イベント・商談会 
• ロンドンでアニュアル・トレード・テイスティングのイベント 
• ブラジル、サンパウロで40社以上が参加した試飲イベント

（ProChileとの合同イベントとなり、オリーブオイルなども展示） 
• 個別の商談プログラムも実施 

販売 
・アフ
ター 

 広告活動 
• 広告記事やニュースレターの発行 
• 専門雑誌での広告 

 イベント開催 
• 年間チリワイン賞とイノベーション賞 
• 世界中で毎年、計80ほどのイベントが予定されている。 

 国際見本市及び一般人に向けた見本市 
• ワインを中心とした専門見本市の場合は、ProChileとの合同出展

より独自で出展することが多い。なお、プロジェクトとして認められ
た場合はProChileの予算援助がある。 

 ブロガー向けプロモーション 
• ワインブロガーのためのホームページを開設、ワイナリー情報や、

他のブロガーがお互いのインフォメーションをやりとりできるように
している 

• 毎年ブロガー向けのイベントを行っている 

※為替レートは 2015年04月の119.96円／USDを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ワイン・オブ・チリHPより 
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組織名 

韓国jinro 
(Hitejinro Co., Ltd.) 

設立年度 
 2011年（Jinro Ltd と Hite Brewery Co., Ltd.が合

併 

ビジョン・ミッション 
 高いクオリティを維持・提供する一番の会社 
 韓国No1アルコールメーカーとしてグローバル展

開を進める 

取扱品目 
 ビール、ソジュ（焼酎）、ウィスキー、ワイン、マッコ

リ、他 

輸出実績  － 

予算規模 

 流動資産: 622,301 Million won（約675億円）  
 固定資産: 2,682,346 Million won（約2,913億円） 
 総資産:3,304,646 Million won（約3,588億円） 
 売上: 1,605,639 Million won （約1,157億円） 
 売上原価: 915,046 Million won（約933億円）  
 販管費: 595,286 Million won （約646億円） 

 ※すべて2014年データをしめす 
※為替レートは 2015年04月の0.1086 円／KRWを使用 

組織図 

 － 

グローバルネットワーク 

 販売代理店・拠点：日本、中国、台湾、モンゴル、米国、カナダ、ラテンア
メリカ、欧州、アフリカ、アジア・中央アジア・中東、オーストラリア、NZ 

 海外オフィス：日本、米国、ロシア、中国 

出所）韓国jinro HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

輸出額内訳不明 ①全世界×全方位 
 
※ビール、ソジュ（焼酎）、ウィス
キー、ワイン、マッコリを50カ国以
上に輸出している 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

  新商品開発重視 
• フレーバーを変えるなど新商品の開発を進め

る 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 商品品質確保 

プロモーション戦略 

 企業ブランドの構築（創造と信頼） 

輸出団体の役割 

調達 

 商品品質確保 
• HITEDJINROの品質を維持向上するためのバリュー

チェーンを構築 
（調達から店頭まで品質管理を行う”HITEDJINRO‘s 
Quality UP SYSTEM”を展開） 

生産 

加工 

流通
物流 

販売 
・アフ
ター 

 グローバルネットワークの構築 

出所）韓国jinro HPより 
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組織名 

Scotch Whisky 
Association (SWA) 

設立年度  1912年 

ビジョン・ミッション 

 スコッチウイスキーを世界中に広めることがＳＷＡ
の役割 

 ＳＷＡはスコッチウイスキー産業をスコットランドお
よびイングランドの経済および文化的側面におい
て重要な産業と位置づけをしている 

取扱品目  スコッチ・ウイスキー 

輸出実績  39.5億ポンド （約7,023億円）(2014年) 
※為替レートは 2015年04月の177.82 円／GBPを使用  

予算規模 

 収入（会費収入）：680万ポンド （約12億円）(2014) 
※為替レートは 2015年04月の177.82 円／GBPを使用  

 支出：人件費その他経費に50%、スコッチウイス
キーの法的保護等に20-25%、キャンペーンや政
府関係等に15-20%、運営等に10% 

組織図 

 最高責任者＆取締役 
 

 委員会 
• SWAは年次総会で選出されｒ12から16人から構成される委員会によ

る運営。また委員会により、サポートメンバーが任命される。 
 

 SWA 部門 
• 広報 
• 法務 
• 海外 
• 運用・技術 
• 経理 
• 情報管理 

グローバルネットワーク 

 － 

出所） Scotch Whisky Association HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

USA：£750million（約1,333億円）（2014年） 

③全世界×特定層 
France：£445million（約791億円）（2014年） 

Singapore：£201million（約357億円）（2014年） 

Taiwan：£197million （約350億円）（2014年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 差別化戦略 
• スコッチウィスキーの品質管理に注力（効果

的なルート開発） 
• 長期安定供給体制の構築 

価格戦略  － 

流通戦略 

 ブランド維持のための品質重視の流通 
• 輸出市場におけるウイスキーの品質確保に

も努めている 
 販路拡大 

• WTO交渉参加など 

プロモーション戦略 

 スコッチウィスキーとしての地域ブランドの確立 
• 海外交渉の実施 

（スコッチウイスキーの銘柄保護に尽力） 
• 海外ネットワークの強化 

 パブリシティ（PR）の実施 
• イベント開催など 

輸出団体の役割 

調達 

 長期安定供給体制の構築 
• スコッチウイスキー産業は、約88%のスコットランドの大麦を使用。大

麦の長期供給は必要不可欠であるため、それが達成される計画づく
り等を進めている 

生産 

 生産者の拡大 
• Scottish Craft Distillers’ Association等とともに活動し、SWA主催に

よる酒造家フォーラムの開催等を行い。新規参入含め生産者の拡大
に努めている。 

加工 
 － 

流通
物流 

 効率的なルート開発 
• 流通加工の在り方検討 
• 実証実験の実施 

販売 
・アフ
ター 

 海外ネットワークの強化 
• 東アフリカ地域におけるウイスキーの品質保護を目的とし、ケニア、

エチオピア、タンザニア、ルワンダ、ウガンダ、ブルンジを訪問。 
 海外交渉の実施 

• SWAの前代表がメキシコ訪問。スコッチウイスキーの普及促進およ
び、テキーラ取締機関との協定に調印 

• 2014年3月、オーストラリアにおいてスコッチウイスキーの商標登録
を達成 

• 欧州委員会やWTOへのロビー活動 
 イベント開催 

• スコットランドの国民的飲料に関するエキシビジョンを聖Giles教会で
開催。スコッチウイスキーを中央ステージに展示 

※為替レートは 2015年04月の177.82 円／GBPを使用  

出所） Scotch Whisky Association HPより 
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組織名 

オランダ花き協会
(Flower Council of 
Holland_BBH) 

設立年度  1980年 

ビジョン・ミッション 
 オランダの花や植物についてヨーロッパの消費者

へのプロモーションを実施する 

取扱品目  切花・鉢物類 

輸出実績  － 

予算規模 

 予算2009年2300万ユーロ（約29.6億円） 
※為替レートは 2015年04月の128.91円／EURを使用 

 消費者用プロモーション 45％、商業活動サポート
とトレーニング15％、商業活動プロモーション 
10％ 管理費10％など 

組織図 

 理事会と、DE RAAD（評議会）がある 
 理事会には、業者の代表、生産者の代表、政府、園芸生産委員会（PT）

の代表が参加している。 
 DE RAAD（評議会）はアドバイス機関であり、メンバーは商業者(小規模

｛小売商}、大規模)、生産者の代表者からなる。 

グローバルネットワーク 

 ドイツとフランスとイギリスにスタッフを配置している 

出所）平成20年度農林水産貿易円滑化推進委託事業オランダ花き輸出戦略調査報告書 
オランダ花き協会HP、オランダの花き産業レポートより 



付属資料 A．調査対象団体概要 

 
12．オランダ花き協会（BBH） ～2/2：取組概要～ 

60 

主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

ドイツ：1,557百万€（約2,007億円）（2007年） ④特定地域×特定層 
※ターゲットとする世界の国々は、輸出額によって

選定されるが、それだけでなくこの他にBOS 
ENCONSULTANCY GROUP の分析によって、オ
ランダにとって有益な対象国が選定されている 

※各国内に消費グループを設定し、彼らを中心と
したターゲティングを展開している 

イギリス：934百万€（約1,204億円）（2007年） 

フランス：704百万€（約907億円）（2007年） 

イタリア：356百万€（約458億円）（2007年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略  － 

価格戦略  － 

流通戦略 

 販売ルートの毎の選択と集中 
• 国ごとの消費動向を分析し、その国で花きの消費が見込め

る販売形態は、専門店なのか、スーパーマーケットなのか、
ガーデンセンターなのかということを見極め、それぞれにア
プローチ方法を研究している。 

プロモーション戦略 

 広告・パブリシティ（PR）重視 
• 広告：ＴＶＣＭなど 
• パブリシティ（PR）：王室での行事の時などで花や鉢物を使

用 
 個別国における最適なプロモーションミックスの展開 

• ドイツでのプロモーション活動の手法は、セミナー、アドバイ
スが主な活動で、ポスター、ノベルティ（宣伝用配布物）など
は殆ど行っていない。これは、ノベルティなどを好まない国
民性にもよるとのことである。 

• フランスでは、セミナー、販売アイデアの提案、宣伝広告の
アドバイスなどの協力を実施。また、各メデイアを使い、花
きの消費をあげる努力をしている。 

• ドイツでは、フリーランスのエージェントに委託契約で活動
が行われている。このエージェントは、マーケティングの専
門家であり、量販店スーパーを専門に、スーパー販売担当
者と一緒に宣伝、広告、売り場設定などの販売促進を行っ
ている。また、展示会への出展も行っている。 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 コストダウン推進 
• 設備投資により、徹底的に自動化（オートメーション化） 

 品質管理の実施 
• ＶＢＮによる細かい標準化の取組が行われている。ＶＢＮが定めた基準に沿う

ということが大前提にあり、お互いのコンセンサスをもとに決められているので
はあるが、これが遵守されているかどうかを確認するチェック体制として、市
場での全品目の検査が毎回行われている。 

加工 
 － 

流通
物流 

 コールドチェーンの整備とバーコードによる商品管理の実施 
• 市場での買い付けから梱包、出荷までのコールド・チェーンを整備し、また、

バーコードによる商品管理を徹底している。これにより作業効率を高め、リー
ドタイムを削減することにより、顧客へ最短の時間での納品（オンタイムデリバ
リー）を可能にしている。 

※１９９６年より卸売市場主導により、情報の標準化が行われ、約１５年以上かけて、す
べての情報をデジタル化することに成功した。これにより商品を見なくてもネット上でセリ
が行われる、セリのバーチャル化が進み、情報に基づく売買が一般的な慣習になった。
また、市場の透明性への不安感を広げることなく、多くの情報が入手可能となったり、さ
まざまな供給システムやWebショップとそれらとの関係が育成された。 

販売 
・アフ
ター 

 商品性の追求・情報発信 
• 効果的な花色の取り合わせ方の普及 
• 花のアレンジ方法の普及 
• ギフト用アレンジの提案 
• 梱包方法についての提案と普及 
•  季節事のトレンドの発信 
•  季刊紙「Holland Flowers」の発刊（花屋向けの情報誌） 

 ホームぺージの運営 
 販売促進ツールの開発・提供 
 キャンペーンの企画・運営 

※為替レートは 2015年04月の128.91円／EURを使用 

出所）平成20年度農林水産貿易円滑化推進委託事業オランダ花き輸出戦略調査報告書 
オランダ花き協会HP、オランダの花き産業レポートより 
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組織名 

台湾区花き輸出業同業
公会 

設立年度  － 

ビジョン・ミッション 

 国際經濟政策に合わせて、同業者の輸出業務の
改善‧発展に協力し、同業者の共同利益の增加を
目的として、国内外の市場の調査及び開拓に力を
注ぐ 

取扱品目 
 花卉 

• 菊、グラジオラス、コチョウラン 

輸出実績 

 2000年： 46,535千ドル（約55億円） 
 1999年： 42,352千ドル（約50億円） 
 1998年： 30,061千ドル（約36億円） 
 1997年： 17,987千ドル（約21億円） 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

予算規模  － 

組織図 

 － 

 

グローバルネットワーク 

 － 

 

出所）台湾区花き輸出同業公会HP、千葉県HP_台北の花市場について、 
LIN SHENG-CHIEN（2001.12）台湾における花卉産業の輸出変容と輸出促進の条件より 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

日本：21,746(千ドル)（約26億円）（1999年） 

④特定地域×特定層 
 
※日本と韓国で輸出額の過半数を
超える 

韓国：6,918(千ドル) )（約8.2億円）（1999年） 

アメリカ：5,777(千ドル)（約6.9億円）（1999年） 

香港：2,882(千ドル)（約3.4億円）（1999年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 － 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 － 

プロモーション戦略 

 台湾花きのブランディング活動 
• 花卉展覧会に出展 

輸出団体の役割 

調達 

 － 

生産 

 － 

加工 

 － 

流通
物流 

 バケット流通の普及 
• バケットはオランダのプロコナタイプに似たもので台湾で作

られたもので、生産者はバケットの補償金にバケットあたり
60NTを払い、バケットが返されると50NT戻ってくる仕組み 

販売 
・アフ
ター 

 花卉展覧会への出展活動 
• 花卉展覧会に出展し、多くの賞を獲得 

 市場調査 
• 海外の展覧会に出展することで、各商品の市場における潜

在力、各国の輸送や檢疫問題などを把握している 
 マーケティング戦略検討 

• 表現方法、販売方法を検討 
 国民外交活動 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

出所）台湾区花き輸出同業公会HP、千葉県HP_台北の花市場について、 
LIN SHENG-CHIEN（2001.12）台湾における花卉産業の輸出変容と輸出促進の条件より 
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組織名 

ワシントン州リンゴ委員
会（Washington State 
Apple Commission – 
WAC） 

設立年度  1937年 

ビジョン・ミッション 
 ワシントンのリンゴを世界のリンゴ業界でのリー

ダーへ導くため、ワシントンリンゴを守り、プロモー
トし、業界を成長させていくこと 

取扱品目 
 レッドデリシャス、ゴールデンデリシャス、ガラ、フ

ジ、グラニースミス、ブレイバーン、ハニークリスプ、
クリップスピンク、カメオ 

輸出実績  － 

予算規模 

 2012/13年は、MAP補助金が470万ドル（約5.6億
円）で、賦課金が200万ドル（約2.3億円）と推定さ
れる 

 賦課金の約40％が米国リンゴ協会とノースウェス
ト果樹協会に拠出されている 

 2010/11年度はWAC予算が計910万ドル（約10.9
億円）、うち550万ドル（約6.5億）が輸出促進予算 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

グローバルネットワーク 

 海外には、約30ヶ国/地域について、計14名/社に代表を委託している。 
• ベトナム/ラオス/カンボジア、インドネシア、インド/スリランカ/バングラ

ディシュ/パキスタン、タイ、香港/中国、台湾、マレーシア/シンガポー
ル、カナダ、中東、英国/西欧州/北アフリカ、南米、中米、ロシア西部、
ロシア極東 

組織図 

 同委員会は、州法に基づき、州からの委任によって成立している公的な機
関 

 理事は 14 人で、うち 9 名が生産者、4 名が輸出業者やマーケッターの代
表で、1 名がワシントン州農務局長 

 会員組織ではなく、ワシントン州の約25,000戸のリンゴ生産者全てを代表
している 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ワシントン州リンゴ委員会HPより 
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ワシントン州リンゴ委員会のグローバルネットワーク 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

Mexico：10,537,036(2013/14) ①全地域×全方位 
※ワシントンリンゴ委員会は世界60カ国以上に輸出しており、
輸出先を3つのタイプに分類している： 
 成熟国（輸出量が多いが増加率は低い） ：カナダ、イギリ

ス、メキシコ、台湾 
 途上国 （輸出量は少ないが増加率が高い） ：インドネシア、

中国、インド 
 未開拓国（今後新たな輸出可能性が高い） ：南アフリカ、

豪州 

Canada：6024,639(2013/14) 

UAE (Dubai) ：2,603,112(2013/14) 

Taiwan：2,476,736(2013/14) 
※単位不明 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略  － 

価格戦略  － 

流通戦略 

 － 
• 海外へのリンゴ輸出の大部分は小売店で販売

されてはいる状況 

プロモーション戦略 

 プロモーションミックスの展開 
• 販売促進：小売店での販促活動など 
• 広告：POP展開、チラシ、ビラコンテンツの提供

など 
• パブリシティ（PR）：セミナー運営など 
• 人的販売：試食イベント開催など 

 ソーシャルメディアの活用 
• 近年の傾向である、インターネットのブロガーの

活用や、フェイスブックを始めとするソーシャル
メディアも活用している。 

 統一商品としてブランド管理 
• ロゴのブランド化とパッケージへのロゴ利用促

進を通じて、ワシントン産リンゴブランド価値を
向上させている 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産  － 

加工  － 

流通
物流 

 輸入業者との定期的な会合による情報交換 
 リンゴの保存方法や陳列方法について、小売業者に対するトレーニ

ング 
• 小売店舗対抗の「売り場作りコンテスト」を主宰しており、一番美しく、

また消費者の興味を惹くようなワシントン州産リンゴの陳列をした業
者を表彰している 

販売 
・アフ
ター 

 プロモーションミックスの検討・実施 
• ワシントン州のリンゴが販売されている海外30カ国における宣

伝、プロモーション、PR、教育、市場開拓活動を実施している 
 販売促進資材の提供 

• Export marketing support (including stock photography, 
posters, bins and other point-of-sale materials) is available 
to help promote Washington apples. 

 販売促進プログラムの運営 
• More extensive activities such as consumer sampling and 

co-operative advertising are available in markets where the 
WAC has programs. 

 米国産生鮮果物展示会の企画・運営 
• 米国産果物数種類（ワシントン産リンゴ、米国産なし、ぶどう、ざ

くろ、桃）の合同で実施 
 ソーシャルメディアでの情報発信 

• フェイスブックなどで新しいレシピを掲載するなどしている。 
 オンライン消費者調査 

• iPad 2が当たる懸賞を掲げてオンライン調査を行うなどしてい
る。 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ワシントン州リンゴ委員会HPより 
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組織名 

ゼスプリ（ZESPRI） 

設立年度  1988年 

ビジョン・ミッション 
 キウイフルーツにおけるグローバルなカテゴリー

リーダーになること 

取扱品目  キウイフルーツ 

輸出実績 
 2014/15年： $1.086 billion（約971億円） 
 2013/14年： $0.921 billion（約823億円） 

※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

予算規模 

 固定資産： 114,927( $’000)（約102億円） 
 流動資産： 346,352( $’000)（約309億円） 
 純資産： 109,548 ( $’000)（約97億円） 
 負債： 351,731( $’000)（約314億円） 
 年間収入額： 1,458,942 ( $’000)（約1,305億円） 

※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

組織図 

 ゼスプリは現在、ゼスプリグループ（ZESPRI Group Limited）を持ち株会社 
 ニュージーランド産キウイフルーツのゼスプリインターナショナルと各国の

マーケティング子会社、ニュージーランド産以外の生産管理を行うゼスプリ
フレッシュプロデュース、その他、調査や投資を扱う子会社等の25社を保
有している 

 全体で約250人を雇用している 

グローバルネットワーク 

 ニュージーランド以外に、13ヶ国（日本、台湾、中国、韓国、豪州、ベル
ギー、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、英国、米国）に
マーケティングと品質管理、および現地での生産管理のために17ヶ所の
子会社を設立 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ゼスプリHP、 ANNUAL REPORT 2014/15 より 
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ニュージーランドキウイフルーツ業界の構図 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

日本： 430百万ドル（約384億円） （2015年度） 

③全世界×特定層 
 
※日本・中国・韓国で、輸出の6割程度 
ただし、2009/10年シーズンには約60ヶ
国で38万トンのキウイフルーツを販売した。 

中国： 187百万ドル（約167億円） （2015年度） 

スペイン：169百万ドル（約151億円）（2015年度） 

韓国： 100百万ドル（約89億円） （2015年度） 
※Group sales revenue– by location of external customers 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 高品質化 
• 高品質なキウイフルーツの生産増加を促進 

 品質安定重視 
• 流通時の品質劣化を防ぐために各種モニタリングを実施 

 品種改良・品種独占 
• ゴールド種のキウイフルーツはゼスプリが品種育成者権を有する 

価格戦略 

 国別の輸出価格設定による収益最大化 
• 価格を輸出相手国のレベルに応じて地域を変えることによって、価

格と販売量を最適化している。 
 通年一定の価格固定による安定顧客開拓 

• 毎年ゼスプリの各地域のマーケティングマネジャーが目標価格を設
定し、ほぼそれに準じた価格で販売 

流通戦略 

 輸入代理店絞り込みによる競争回避 
• 輸入商社を国/地域あたり1社ないし数社に絞っている（例えば、日

本では1社、台湾では3社） 
• 不要な競争を防ぎ、価格と数量をコントロールできる環境を築いてい

る 
 卸売市場、卸業者とのリレーション強化による流通拡大 

• 卸売市場と伝統的な卸売会社/商店に対しても働きかけ 

プロモーション戦略 

 プロモーションミックスの展開 
• 販売促進：ポップ試食イベントなど 
• 広告：ポスターや様々な媒体広告、有名人採用など 
• パブリシティ（PR）：音楽イベント主催/協賛等など 
• 人的販売：レストランやカフェ、スパ等と提携販売など 

 インターネットの活用 
 小売店への直接営業 

• 営業・販売担当を置いたスーパーマーケット等への直接販売交渉 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 研究開発の実施 
• 品種や生産・選別技術、健康機能性等に係る調査研究 

 高品質製品に関するインセンティブの支払い 
• 高品質なキウイフルーツ（ドライマター量、糖度、硬度、色、果実保存

性など）に対して各種のインセンティブ24を支払って高品質産品の生
産増加を促進 

 周年供給体制の確立 
• ゼスプリが品種育成者権を有するゴールド種のキウイフルーツにつ

いては、イタリアや米国、日本等での生産委託も実施して、果実の周
年供給を可能にしている 

加工 
 － 

流通
物流 

 流通時の品質劣化を防ぐために各種モニタリング 
• ゼスプリは、国内対策としては、パッカーに対して厳しい品質管理基

準を課し、輸出相手国現地にも品質管理担当を置き、追熟が必要な
キウイフルーツが最も良い状態で顧客まで届けられるように倉庫から
店頭の各ポイントで品質のチェックを行っている 

 輸出先国におけるパートナーネットワークの構築 
• 輸入業者とは常に意見交換のできる環境を作り、毎年マーケティング

の方針と内容、販売目標等に彼らの意見を良く反映させるようにして
おり、輸入業者らからの信頼は厚い。また、輸入業者や有力な卸売
業者らから意見を聞くだけでなく、彼らを招いたパーティーの開催や、
ニュージーランドへの招待、あるいは中国等へ親睦旅行を企画したり、
様々なグッズを提供するなどを行っている。 

販売 
・アフ
ター 

 プロモーションプランの企画・運営 
• プロモーション活動や広告等の内容については、現地の広告代理店

やPR会社等を招いたコンペを開催し、最も良い企画を採用 

※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ゼスプリHP、 ANNUAL REPORT 2014/15 より 
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組織名 

ピップフルーツニュージー
ランド 
（Pipfruit NZ Inc.） 

設立年度  1908年 

ビジョン・ミッション 
 りんご、なしの海外市場開拓を通じて、ニュージー

ランドのピップフルーツ業界の成長に寄与すること 

取扱品目  りんご・洋ナシ・梨 

輸出実績 

 2014年： 536.4($Million)（約479億円） 
 2013年： 475.3($Million)（約425億円） 
 2012年： 341.6($Million)（約305億円） 
 2011年： 363.3($Million)（約324億円） 

注：数値はリンゴのみ 
※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

予算規模 

 予算額：約2.8億円（2010/11年） 
※全体の予算額や使途については公表されていないが、
2010/11年のリンゴ出荷量は国内消費向け6万トン、輸出29万
トンの計35万トンであることから、同年の予算額はおよそ438
万ニュージーランドドル（約2.8億円）程度あったと推計される。 
※りんご及びなし生産者の生鮮果実出荷に対して課徴金を徴
収する権限を持つ 

組織図 

 ピップフルーツニュージーランドは、生産物に対する賦課金を資金基盤とし、
生産者（約1000農家/企業）を代表する業界団体組織である。加えて、生産者
以外にも、パッカー/輸出業者、アソシエイト（苗木・農薬・コンサルティング等）、

名誉会員等を会員としており、業界全体の利益を調整する役割も持つ。理事
会は、生産者とパッカー/輸出業者の代表ら7名で構成される。 

グローバルネットワーク 

 － 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、 Pipfruit NZ  HP、 Fresh Fact 2014より 

New Zealand 
Pipfruit Orchardists 

Researchers, Consultants 
and Suppliers 

Consultative Groups 
Grower PH Operator Marketer Research 

Pipfruit New Zealand 

ピップフルーツニュージーランドを取り巻く関係者 



付属資料 A．調査対象団体概要 

 
16．ピップフルーツニュージーランド ～2/2：取組概要～ 

68 

主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

Asia：33%（2014年） 
①全世界×全方位 
 
※アジア、ヨーロッパと幅広く輸出
を展開 

Continental Europe：31%（2014年） 

America：16%（2014年） 

U.K.&Ireland：14%（2014年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 新商品開発 
• クラブ制品種の開発と運営 
• 生産者への情報提供 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 流通ネットワークの構築 
• マーケットパネル（Market Panel） 

 商流構築 
• 国際交渉 

プロモーション戦略 

 販売促進活動 
• マーケットパネル（Market Panel） 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 

 クラブ制品種の開発と運営 
• ピップフルーツニュージーランドとアップルアンドペアーオーストラリアが45%をずつ

を出資、残りの10%を民営化された育種研究機関であるプラントアンドフードリサー
チが負担し、Prevarブランドとして、新しいリンゴとナシ品種の開発に約1,080万ド
ルを投資しており、「スイーティー（Sweetie）」等のいくつかの品種を開発している。 

 生産者への情報提供 
• 技術、経済、マーケティング関連の情報提供により、生産者の競争力ある生産をサ

ポートしている 

加工 

 マーケットパネル（Market Panel） 
• リンゴ・ナシのパッカーと輸出業者ら21社を「マーケットパネル（Market Panel）」とし

て組織し、リンゴ・ナシの輸出協調の促進と輸出相手国での販売促進活動等も実
施している。マーケットパネルへの参加は任意であるが、メンバーによる輸出は現
在、ニュージーランド産リンゴ・ナシ輸出の約9割を占めている。 

流通
物流 

 マーケットパネル（Market Panel） 
• リンゴ・ナシのパッカーと輸出業者ら21社を「マーケットパネル（Market Panel）」とし

て組織し、リンゴ・ナシの輸出協調の促進と輸出相手国での販売促進活動等も実
施している。マーケットパネルへの参加は任意であるが、メンバーによる輸出は現
在、ニュージーランド産リンゴ・ナシ輸出の約9割を占めている。 

販売 
・アフ
ター 

 イベント開催 
• 2011年にはNZTEの協力を得て、2011年3月にインドのクリケット世界大会の機会

を利用して、ムンバイでインドにおける「100% Pure Apples from New Zealand」ブ
ランドの立ち上げイベントを開催 

 マーケットパネル（Market Panel） 
• リンゴ・ナシのパッカーと輸出業者ら21社を「マーケットパネル（Market Panel）」とし

て組織し、リンゴ・ナシの輸出協調の促進と輸出相手国での販売促進活動等も実
施している。マーケットパネルへの参加は任意であるが、メンバーによる輸出は現
在、ニュージーランド産リンゴ・ナシ輸出の約9割を占めている。 

 国際交渉 
• ニュージーランドは豪州の検疫措置による事実上のリンゴの輸入禁止に対して、長

年WTOで争ってきた 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、 Pipfruit NZ  HP、 Fresh Fact 2014より 
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組織名 

韓国ナシ輸出組合
（Korea Pear Export 
Association_KPEA） 

設立年度  2008年 

ビジョン・ミッション 

 同組合は、韓国産ナシの海外輸出を拡大すること
を目的とし、将来的には、輸出業者等と協力しな
がら、韓国産ナシ統一ブランドの設立や、輸出窓
口の一本化（シングルデスクによるマーケティン
グ）、相手国側の主要流通業者の限定、これら施
策による長期にわたる韓国ナシのブランド構築を
図ろうとしている。 

取扱品目  なし 

輸出実績  － 

予算規模  － 

組織図 

 － 

グローバルネットワーク 

 － 

 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書より 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

輸出実績不明 

－ 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品質管理を通じたプレミアムブランドポジションの
獲得 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 － 

プロモーション戦略 

 広告＋パブリシティ重視 
• 広告：試食イベント用チラシの制作及び配布 
• パブリシティ：海外バイヤーを招待したセミ

ナーの実施 

輸出団体の役割 

調達 

 － 

生産 

 中央集荷システムによる品質管理。 
• 同一の品質基準が保たれる様、生産者へのトレーニン

グや教育を実施 
 輸出相手国の検疫制度の周知 
 マーケティング結果を生産現場へと活かすための産官学連携

チームの構築 

加工 

 中央集荷システムによる品質管理。 
•  最先端技術による包装施設を8か所で運営 

流通
物流 

 中央集荷システムによる品質管理 
• バイヤーはインターネットを通して商品の生産履歴や、

供給可能量・時期を確認することができる 

販売 
・アフ
ター 

 プロモーションプログラムの構築 
• 試食イベント用チラシの制作及び配布 
• 生産農家が参加する競合産地の試食品評会 
• 海外バイヤーを招待したセミナーの実施 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書より 
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組織名 

The Chilean Fruit 
Exporters Association 
(ASOEX)  

設立年度  1935年 

ビジョン・ミッション 
 ASOEXのミッションは、輸出の促進と保護、新規市場の開

拓することと、会員の専門的、技術的な発展を促進するこ
と 

取扱品目 

 ナシ状果果実（リンゴ、ナシ） 
 キウイフルーツ 
 核果果実（ネクタリン、モモ、プラム、アプリコット、チェリー） 
 亜熱帯及び柑橘類果実（アボガド、レモン、オレンジ、マン

ダリン、グレープフルーツ） 
 ベリー類（ブルーベリー、ストロベリー、ラズベリー、ブラック

ベリー） 
 外来果実（チェリモヤ、ヒラウチワサボテン、ビワ、柿、マル

メロ、イチジク、ザクロ） 
 木の実及び乾燥果実（ウォルナッツ、プルーン、レーズン、

アーモンド、ヘーゼルナッツ） 

輸出実績  － 

予算規模  － 

組織図 

 General Managerの下に以下の５つの部署を設置している 
• Finance and Accounting  
• Product Promotion  
• Technical Area  
• Operational and Information Area 
• Computing and Information 

グローバルネットワーク 

 2ヶ所 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ASOEX HPより 

Members' Meeting 

Director 

President 

External and Internal 
Advisers 

General Manager 

Financial Controller 

Product 
Committees General Secretary 

Finance and 
Accounting Product Promotion Technical Area Operational and 

Information Area 
Computing and 

Information 

ASOEXの組織図 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

輸出実績不明 

－ 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 商品品質の維持・向上 
• チリGAP（Chile G.A.P.®） 
• 持続可能ガイドの作成 
• 調査研究、情報発信 

 果物に関するフルラインナップ戦略 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 商流構築 
• 国際対応 

プロモーション戦略 

 パブリシティ活動 
• イベント参加、セミナー開催 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 

 チリGAP（Chile G.A.P.®） 
• チリGAPとは、食品安全、企業の社会的責任（CSR）、環境保

護のための持続可能プログラム 
• このプログラムの実施により、生産者及び輸出者は、

GLOBAL GAP、China GAP、USA GAPから認証されている
チリGAPの取得が可能 

 持続可能ガイドの作成 
• CSRや環境の観点から自身の会社の評価ができるガイド、そ

れにより他国の買い手の需要に応えることが可能 
 調査研究 

• 調査、発展、イノベーションのサポート 
• 技術情報の周知 

加工 
 － 

流通
物流 

 国際対応 
• チリのフルーツのが々な市場へ参入するための、国際植物衛

生協定への対応 

販売 
・アフ
ター 

 イベント参加、セミナー開催 
• 「Positivo debut chileno en Feria Fruit Attraction」2013年10

月16日-18日＠マドリード 
• 「ASIA FRUIT LOGISTICA」2013年9月4日-6日＠香港 
• 「WORLDFOOD MOSCOW」2013年9月16日-19日＠モスク

ワ 
• セミナーの開催 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、ASOEX HPより 
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組織名 

フォンテラ（Fonterra) 

設立年度  2001年 

ビジョン・ミッション 

 乳製品は栄養上の可能性を無限に持つ製品である
ため、乳製品を世界に広げること 

 フォンテラブランドが乳製品トップブランドとして顧客
に認知されること 

 誰にでもどこにでも毎日、乳製品の栄養を届けること 

取扱品目 
 原材料向けの全粉乳・脱脂粉乳、バター、チーズ、ホ

エイ等 

輸出実績 

 2003/04年：5,921 百万NZ$（約5,296億円） 
 2002/03年：5,640 百万NZ$（約5,044億円） 
 2001/02年：7,057 百万NZ$（約6,312億円） 
 2000/01年：6,982 百万NZ$（約6,245億円） 

※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

予算規模 

 固定資産：10,753百万NZ$ （約9,618億円） 
 流動資産：8,043百万NZ$ （約7,194億円） 
 純資産：6,422百万NZ$ （約5,744億円） 
 負債：12,374百万NZ$ （約1.1兆円） 
 年間収入額：9,746百万NZ$ （約8,717億円） 

※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

組織図 

 約1万1千人のニュージーランドの 
酪農家を株主とする株式会社 

 ニュージーランドで生産される生乳 
の95 パーセントを集乳しており、 
世界の集乳量では3.5%を占め、 
乳製品売上高ではNestle、Danone 
、Fresh and Foods、Lactalis、 
Dean Foodsに次ぐ6番目となっている 

グローバルネットワーク 

 海外拠点50ヶ国 
  ※世界中に子会社を保有 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、フォンテラHP、農畜産業振興機構HP―より 

酪農家・酪農企業 

株主委員会 理事会 

フォンテラ 
ミルク 

コミッショナー 

中国 その他アジア 
• Fonterra (China) 

Limited Hong Kong 
• Fonterra Commercial 

Trading (Shanghai) 
• Fonterra Commercial 

Trading (Shanghai) 
Beijing Branch 

• Fonterra Commercial 
Trading (Shanghai) 
Guangzhou Branch 

• Fonterra (Ing.) Ltd 
Taiwan Branch 

• Fonterra (Japan) 
Limited 

• Fonterra 
(Philippines) Pasig 
City 

• Fonterra (SEA) 
Singapore 

• Fonterra (Thailand) 
Bangkok 

• Fonterra Asia Ltd 
Korea Branch 

• Fonterra Brands 
(Thailand) Bangkok 

• Fonterra Brands Asia 
Holdings Singapore 

• Fonterra Brands 
Indonesia 

• Fonterra Brands 
Lanka 

• Fonterra Brands 
Malaysia 

• Fonterra Brands 
Philippines 

• Fonterra Brands 
Taipei 

• Fonterra Brands 
Vietnam 

• New Young North 

フォンテラの海外オフィス例（アジアのみ） 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

米国： 626百万NZ$（約599億円）（2003/4年） 

③全世界×特定層 
中国： 373百万NZ$（約333億円）（2003/4年） 

フィリピン： 345百万NZ$（約308億円）（2003/4年） 

メキシコ： 340百万NZ$（約304億円）（2003/4年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 原料向けから、週製品まで幅広いラインナップ 
 国×ターゲット毎の商品開発によるラインンラップ拡充 

• 地域に合わせた商品開発 
• ターゲット消費に合わせた商品とそのブランディング 

 品質管理 
• 品質基準策定 
• サプライチェーン管理 
• 牛乳生産への投資 

価格戦略 

 販売価格向上 
• 価値向上 
• サプライチェーン管理 

流通戦略 

 周辺サービスの提供による需要拡大 
• 食品サービスの促進 

 品質管理 
• 輸送方法開発 
• 品質管理 
• サプライチェーン管理 

プロモーション戦略 

 周辺サービスの提供による需要拡大 
• 食品サービスの促進 

 ブランディング 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 

 地域に合わせた製品開発 
• 新興経済地域及び、乳製品需要の増加に合致した製品に集中し、生産量及び価値の増加

を図る 
• 新製品で新規市場を開拓（アジア、ラテンアメリカ、中東、北アフリカ等新興経済地域への投

資） 
 ターゲット消費に合わせた商品とそのブランディング 

• 小児及び母体用高栄養乳製品の業界におけるリーディングポジションの促進 
• 高齢化社会に焦点を当てた、高カルシウムミルク「Anlene」ブランド事業の促進 

 品質基準策定 
• 厳しい品質基準により管理された高品質牧草地による高品質牛乳の生産 

 価値向上 
• 顧客に対する製品価値を上げることによる、世界乳製品オークションであるグローバル・デ

イリー・トレード（GDT/GlobalDairyTrade）の価格を上回る価格の実現 
 サプライチェーン管理 

• ニュージーランドの牛乳製造工場やサプライチェーンの効率化 
 牛乳生産への投資 

• 高品質な牛乳の供給促進による牛乳生産量の増加計画 

加工 

 サプライチェーン管理 
• 全ての製品加工現場に世界基準の品質及び安全システムを整備 
• 製品は安全に包装され、輸送中の汚染リスクを最小化する開封明示シールを使用 
• 全ての製品包装にはコードが付与され、サプライチェーン全ての過程での追跡が可能 

流通
物流 

 輸送方法開発 
• 最先端の牛乳品質検査技術を使用したタンカーの使用の促進 
• 製品搭載前に全ての輸出用コンテナの洗浄、点検、テストを実施。製品搭載後はコンテナを

安全に封鎖 
 品質評価 

• 輸出前に、輸出国の規制当局や顧客の要求に基づいた品質評価を実施 
 サプライチェーン管理 

• ニュージーランドの牛乳製造工場やサプライチェーンの効率化 

販売 
・アフ
ター 

 ターゲット消費絞り込み商品とブランディング 
• 小児及び母体用高栄養乳製品の業界におけるリーディングポジションの促進 
• 高齢化社会に焦点を当てた、高カルシウムミルク「Anlene」ブランド事業の促進 

 食品サービスの促進 
• 料理人指導による調理量増加・食品廃棄量削減・栄養価のある調理法等の促進 
• ベーカリーにおけるクリームやバター等の乳製品事業の促進 
• ブランディング 
• オーストラリア、ニュージーランド、アジア、ラテンアメリカにおける強いブランド力の保持 

※為替レートは 2015年04月の89.45 円／NZDを使用 

出所）平成23年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進体制調査報告書、フォンテラHP、農畜産業振興機構HP―より 
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組織名 

米国食肉輸出連合会
（U.S. Meat Export 
Fedeartion） 

設立年度  1976年 

ビジョン・ミッション 
 「世界のテーブルに米国産食肉を！」をキャッチフレーズと

して、輸出促進を通じて米国の牛肉、豚肉、羊肉業界の価
値と収益性を高めることを目標としている。 

取扱品目  牛肉・豚肉・ラム肉 

輸出実績 

 U.S. BEEF 
• 2014年：7.135$Billions(約8,559億円) 
• 2013年：6.157$Billions(約3,787億円)  
• 2012年：5.511$Billions(約6,610億円)  
• 2011年：5.420$Billions(約6,501億円)  

 U.S. PORK 
• 2014年：6.674$Billions(約8,006億円)   
• 2013年：6.049 $Billions(約7,256億円)  
• 2012年：6.322$Billions(約7,583億円) 
• 2011年：6.108$Billions(約7,327億円)  

 U.S. LAMB 
• 2014年：27.3 $Millions(約32.7億円) 
• 2013年：28.1$Millions(約33.7億円) 
• 2012年 ：26.2 $Millions(約31.4億円) 
• 2011年：30.1 $Millions(約36.1億円) 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 
※billions=10億として算出 

予算規模 

 固定資産： $100,106（約1,200万円） 
 流動資産： $15,088,775（約18.1億円） 
 負債：$8,640,814（約10.3億円） 
 年間収入額： $37,156,928（約44.5億円） 
出所：Statements of Financial Position as of September, 30 2014 
 USMEFの予算は、2011年は3,682万ドルであった。うち、農務省

FASのMAP資金等の補助金が56%を占め、その他に牛肉、豚肉、
飼料穀物、大豆の各生産者団体から拠出されるチェックオフを主
な財源としており、それぞれ22%、11%、4%、4%を占めている。 

組織図 

CEOの下にマーケティング＆コミュニケーション、オペレーション、輸出
者向けサービス、コミュニケーションの４組織を有している 

グローバルネットワーク 

ASEAN/シンガポール、カリブ海、中国/北京、中国/香港、中国/上海、中国/南中国、ヨー
ロッパ/ブリュッセル、日本/東京、韓国/ソウル、メキシコ/メキシコシティ/モンテレイ、中東/カ
イロ、中東/レバノン、ロシア/モスクワ、ロシア/サンクトペテルブルク、南アメリカ/リマ、台湾/
台北 

出所）米国食肉輸出連合会HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

日本：牛肉：1,579($Millions)（約1,894億円） 
日本：豚肉：1,932($Millions)（約2,317億円） 
メキシコ：ラム：14.8($Millions)（約17.7億円） 

①全世界×全方位 
 
※USMEF の主要な相手国は、近隣のメ
キシコ、カナダのほか日本、中国・香港、
韓国、台湾等のアジア諸国となっている。
近年は、中国やその他新興国市場でのプ
ログラムを増加させている。 

メキシコ：牛肉：1,166($Millions)（約1,398億円） 
メキシコ：豚肉：1,558($Millions)（約1,868億円） 

カリブ海：ラム：4.49($Millions)（約5.3億円） 

香港/中国：牛肉：1,151($Millions)（約1,380億円） 
カナダ：豚肉：905($Millions)（約1,085億円） 

カナダ：ラム：4.12($Millions)（約4.9億円） 

カナダ：牛肉：1,030($Millions)（約1,235億円） 
香港/中国：豚肉：775($Millions)（約929億円） 

中東：ラム：0.964($Millions)（約1.1億円） 
※すべて2014年のデータを示す 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 
 部位別戦略 

• 全ての部位の有効な販売によって利益の最大化を図る 

価格戦略  － 

流通戦略 

 商流構築に向けたリレーション強化 
• 現地バイヤーへの教育と米国産食肉に対するロイヤル

ティー（忠誠心）の育成 
• 外食および小売部門それぞれの輸出現地市場でのプレゼ

ンス拡大 
• 国際交渉（市場アクセスの確保） 

プロモーション戦略 

 イメージ戦略の展開 
• 米国産食肉に対する商品イメージの改善 

 プロモーションミックスの展開 
• 販売促進：協力マーケティングプログラムなど 
• 広告：ＴＶＣＭ、メディア活用など 
• パブリシティ（PR）：フェアの実施など 
• 人的販売：インストア消費者カウンセリングなど 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産  － 

加工  － 

流通
物流 

 輸出業者のカウンセリング 
• USMEF の輸出業者サービスチームが、輸出業者と頻繁にコミュニケーションをとり、

各国/地域の輸出阻害要因や課題等を常に明確にし、対処する。 
 税関職員のトレーニング 

• 税関で不要な時間がかかることの無いように税関職員に教育（中国・メキシコで実施） 
 シェフトレーニング 

• 日本、中国、フィリピン、ロシア、香港、ベトナム等で、ホテルやレストランのシェフに対
して米国産牛肉・豚肉等の調理法や特徴等をトレーニング形式で紹介。 

 バイヤー及び小売店食肉担当者のトレーニング 
• 米国牛肉・豚肉等へのロイヤリティを高めるため、小売店のバイヤーや食肉担当者に

対しても、米国産食肉の特徴や販売方法について教育。 
 カッティングのデモンストレーション 

• インポーター、バイヤー、シェフ、肉屋向けに、輸出業者らから食肉のカット方法につい
てのデモンストレーターを出して、中国、メキシコ、ロシア等を回ってデモンストレーショ
ンを行う。 

 国際交渉（市場アクセスの確保） 
• 利用可能な全ての手段を用いて、市場アクセスを確保することも実施している 

販売 
・アフ
ター 

 デモンストレータによる普及活動 
• 米国産牛肉の各種部位を用いた調理法等を消費者に紹介する。（日本で実施） 

 インストア消費者カウンセリング 
• 売り場にスタッフが立ち、調理法等を直接消費者に教える。（メキシコ・ドミニカで実施） 

 協力マーケティングプログラム 
• 現地の外食企業や小売店等と協力し、様々なフェアや有名シェフによるデモンストレー

ション、インターネットでの消費者プログラムを実施。該当する輸出業者等からも出資
を得る。 

 メディア 
• メディアを通じ、一般消費者に対して米国の畜産及び食肉産業に関する紹介や、BSE

や豚インフルエンザ等に関する情報提供、調理法や米国産食肉の特徴等の紹介を
行っている。 

 アプリ開発 
• 日本では、米国産牛肉・豚肉を使った100種のレシピを紹介するiPhoneアプリを開発。 

出所）米国食肉輸出連合会HPより 
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組織名 

オーストラリア和牛協会
（Australian Wagyu 
Association Ltd） 

設立年度  － 

ビジョン・ミッション 
 関係省庁との連携、ブランド構築、血統管理、消費

者への周知、品質管理、知識普及により、オースト
ラリア産和牛の育成促進を目指す。 

取扱品目  Wagyu beef 

輸出実績 
 2014年：$5448（約498千円） 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 
※実際の輸出額ではなく、輸出による収入 

予算規模 

 資産：$ 670,872 （約6,139万円）(2014) 
 収入：$ 796,333 （約7,287万円） (2014) 
 支出：$ 848,424 （約7,763万円） (2014) 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 

組織図 

Executive Officerの下に、Genetic Improvement Program、
Communication & Marketing Program、Corporate Services 
Programの３つのプログラムを有している 

グローバルネットワーク 

 なし（国内のみ） 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 

出所）オーストラリア和牛協会HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

輸出先詳細不明 

－ 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 商品特化（Wagyu特化） 
• 2世代目の和牛牛肉 

 品質向上 
• オーストラリア産和牛の遺伝獲得量および品

質の向上 
 品質の信頼性向上 

• 和牛繁殖マニュアルの作成 
• 和牛繁殖証明プログラム 
• メンバー向けコミュニケーション 

価格戦略  － 

流通戦略 
 サプライチェーン管理 

• サプライチェーンのすべての分野で国内外の
オーストラリア和牛の需要増を目指す 

プロモーション戦略 

 パブリシティ活動 
• イベント開催 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 オーストラリア産和牛の遺伝獲得量および品質の向上 
• 和牛の遺伝子解析におけるブリードプランの利用（ブリード

プラン＝豪州で構築された肉牛の遺伝能力評価システム） 
• 和牛遺伝子共同研究プロジェクト 
• SMARTREC登録システム（和牛独自の血統管理システ

ム） 
• DNA鑑定 

 和牛繁殖マニュアルの作成 
 和牛繁殖証明プログラム 

加工  － 

流通
物流 

 2世代目の和牛牛肉 
• 100％和牛のDNAを持つ2世代目の和牛牛肉を世界市場

向けに販売 

販売 
・アフ
ター 

 メンバー向けコミュニケーション 
• 和牛アップデートマガジン 
• AWAウェブサイト 
• eニュース 

 イベント開催 
• 2012年 和牛会議開催 
• ブランド牛コンペ開催 
• メディアへの掲載 

出所）オーストラリア和牛協会HPより 
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組織名 

MLA豪州食肉家畜生産
者事業団 
（Meat & Livestock 
Australia Limited） 

設立年度  1998年 

ビジョン・ミッション 

 オーストラリアの牛肉・羊肉・ヤギ肉の輸出促進を
目的とした組織。 

 オーストラリア政府とも連携し、生産者の収益性向
上と国際競争力向上を目指す。 

取扱品目  赤身肉（牛肉・羊肉・ヤギ肉）、家畜 

輸出実績 

 赤身肉: $9 billion（約8,235億円） (2013-14) 
 牛肉: $6.4 billion （約5,856億円） (2013-14) 
 ラム肉: $1.5 billion （約1,372億円） (2013-14) 
 マトン: $772 million （約706億円） (2013-14) 
 ヤギ肉: $199 million （約182億円） (2013-14) 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 
※billion=10億として算出 

予算規模 

 資産：$105,969 thou.（約96億円） (2014) 
 収入：$188,541 thou. （約172億円）(2014) 
 支出：$181,113 thou. （約165億円）(2014) 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用 

組織図 

 取締役会 
 事業部門：8部門 

グローバルネットワーク 

 海外オフィス 
北米-ワシントンDC、欧州-ブリュッセル、ロシア-モスクワ、中東/北アフリカ-ド
バイ、日本-東京、韓国-ソウル、中国-北京、台湾-台北、南アジア-シンガポー
ル、インドネシア-ジャカルタ、フィリピン-マニラ、マレーシア-クアラルンプール 
、ベトナム-ホーチミンシティ 

出所） MLA豪州食肉家畜生産者事業団HP、 MLA Annual Report 2013-14より 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

日本：牛肉： $1.44 billion（約1,317億円）（2013-14年） 
アメリカ：ラム： $398 million（約364億円）（2013-14年） 

①全世界×全方位 
 
※北米、欧州、中東、東アジア、東南アジ
アと全世界にネットワークを構築し、各種
食肉を展開 

アメリカ：牛肉：  $1.36 billion（約1,244億円）（2013-14年） 
中東：ラム： $368 million（約366億円）（2013-14年） 

韓国：牛肉： $895 million（約819億円）（2013-14年） 
中国：ラム： $218 million（約199億円）（2013-14年） 

中国：牛肉： $789 million（約722億円）（2013-14年） 
※上位かどうか不明 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 安全性特化 
• 食品安全性研究 
• 農場食品安全システム 
• 輸出先国の安全基準の取得 

 

価格戦略 
 － 

流通戦略 

 流通網の効率化 
• サプライチェーンの整備、サプライチェーンマ

ネジメントの実施 
• 家畜のトレーサビリティ 

 流通網の拡大 
• WTO等への交渉 

プロモーション戦略 

 ブランディング 
• イメージ戦略、消費者教育 

 プロモーション・ミックスの展開 
• サンプリング活動、料理デモ、 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 

 生産者のネットワーク化 
 サプライチェーンの整備、サプライチェーンマネジメントの実施 

• 国内生産者から輸出先国のエンドユーザーまでのサプラチェーンを
構築し効率化する 

 業界動向等に関する情報提供 
• 卸、小売、レストラン、消費者、及び競合となりうる商品等の動向を調

査し、市場分析を行う。また、その市場の動向をモニタリングする 
 商品開発 

• 顧客目線の商品開発や提供されるシチュエーション(ファーストフード
やレストラン)に応じた商品の開発をトライアル展開する 

加工 
 加工業者のネットワーク化 
 サプライチェーンの整備、サプライチェーンマネジメントの実施 
 業界動向等に関する情報提供 

流通
物流 

 エクスポーターのネットワーク化 
 サプライチェーンの整備、サプライチェーンマネジメントの実施 
 業界動向等に関する情報提供 
 出版物等を通じた小売、レストランなどの教育 
 家畜のトレーサビリティ 
 WTO等への交渉 
 ハラール認証取得による販路の拡大 

販売 
・アフ
ター 

 市場情報調査 
• 消費者トレンド、商品分析、チャネルトレンド、競合動向 

 WEBを活用した販売 
 イメージ戦略、消費者教育 

• 広告や国家間交渉を通じて牛肉、羊肉の汎用性、安全性、信頼性、栄養評価
を消費者に認知させる 

 サンプリング活動、料理デモ 
• サンプリング活動、料理デモ、その他人的販売を通じて消費者需要を喚起す

る 

※為替レートは 2015年04月の91.51円／AUDを使用※billion=10億円として算出 

出所） MLA豪州食肉家畜生産者事業団HP、 MLA Annual Report 2013-14より 
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組織名 

米国茶業協会 
（The Tea Association 
of the USA, Inc.） 

設立年度  1899年 

ビジョン・ミッション 
 米国茶業界のスポークスマンとしての役割をもち、

協議会の活動を通じて米国の茶業界を発展させる
ことを目的とする。 

取扱品目 
 紅茶、緑茶など、茶全般 

 米国の茶の消費は84%が紅茶、15%が
緑茶であり、紅茶が中心 

輸出実績  － 

予算規模  － 

組織図 

 本部はニューヨーク。 
 

 以下の３つの組織から構成 
 「米国茶業協会（The Tea Association of the USA, (USTA)）」：

行政に対する業界利益の主張を担当 
 「米国茶業協会 広報事業部（The Tea Council of the USA）」：広

報を担当 
 「スペシャルティティー学院（Specialty Tea Institute™ (STI)）」：

教育・人材育成を担当 
 

 委員会組織 
• 仲裁委員会、コミュニケーション委員会、 消費者包装委員会など全

21委員会 

グローバルネットワーク 

 使用農薬について、FDAなどの米国国内機関や、FAOなどの国際機関と
ともにガイドライン作りを行っている。 
 

 カナダ茶業協会等と交流イベントを開催 

出所）米国茶業協会HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

不明（協会会員のみ閲覧可能） 

④特定地域×全方位 
※米国における茶の愛好家拡大、消費拡大を推進 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品質向上 
 優れた茶に対する表彰制度（Gold Medal 

Tea Competition）を創設 
 白茶（パイチャ。中国茶の一種）、ウーロン

茶、緑茶、紅茶の4カテゴリに分かれ、品
質を競わせている。 

 品質管理 
• 技術、知識教育、自主規格など 

価格戦略  － 

流通戦略  － 

プロモーション戦略 

 広報、パブリシティ（PR）の実施 
• 広報誌「State of the US Tea Industry 

Report」の発行 
• 新聞、雑誌、ラジオ等を通じた茶のプロモー

ション 
 シンポジウム等のイベント開催 

輸出団体の役割 

調達 
 － 

生産 

 技術、知識教育 
• STI（スペシャルティティー学院）が4段階のカリキュラムを

開発、技術・知識教育、資格認定（STI Tea Specialist、
STI Tea Professional 等）を実施。 

• トレーニングプログラムの受講者は1000人を超え、125人
以上の認定インストラクターを輩出。 
 

 国内市場における業者の地位の保護 
 自主規格、ガイドラインの確立 

加工 
 － 

流通
物流 

 － 

販売 

 広報 
• 広報誌を通じた茶に関する知識普及（健康増進への寄

与等を強調） 
 

 シンポジウム開催 
• 1991年、ワシントンDCで米国茶業協会がティー＆ヘル

スシンポジウムの第一回目を主催。以降、医学や科学
分野の専門家を招いての国際的なシンポジウムを開催。 

出所）米国茶業協会HPより 
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組織名 

Tea Board of india 

設立年度  1954年 

ビジョン・ミッション 
 技術革新や効果的な管理体系などを通じて、イン

ドをグローバルな茶のマーケットにおける生産及
び供給のリーダーにしていくこと 

取扱品目  茶 

輸出実績 

 2014年： 664.26(Mill US$)（約796億円） 
 2013年： 744.24(Mill US$)（約892億円） 
 2012年： 701.64(Mill US$)（約841億円） 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

予算規模  － 

組織図 

以下の部署が存在 
 秘書 
 金融 
 開発 
 調査 
 ライセンス 
 プロモーション 
 統計 
 労働 
 その他 

（法務など） 

 

グローバルネットワーク 

 海外事務所3箇所（モスクワ、ロンドン、ドバイ）、日本、米国、カナダの紅
茶協会に加盟 

出所） Tea Board of India HPより 

Field Offices 

International 
Promotion 

Domestic 
Promotion 

3 International 
Offices 

Headed by DTP 

Licensing 
(CL) 

Promotion 
(DTP) 

Statistics 
(Statistician) 

Labour Welfare 
(WLO) 

Others – (Legal, 
Security,Supply,Stores,Hindi Cell,etc.) 

Ministry of Commerce 

Chairman 
Tea Board of India 

Deputy Chairman 

Structure of the Tea Board 

2 Zonal Offices 
(Headed by EDs) 

14 Regional Offices 

Establishment 
(Secretary) 

Finance 
(FA&CAO) 

Development 
(DTD) 

Research 
(Dir (R)) 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

ロシア：98.23(Mill US$)（約117億円）（2014年） 

④特定地域×全方位 
 
※特に、ロシア、カザフスタン、英国、米国、イ
ラン、エジプト、パキスタン、ＵＡＥを重視 

イラン：81.33(Mill US$)（約97億円）（2014年） 

アメリカ：56.82(Mill US$)（約68億円）（2014年） 

イギリス：56.75(Mill US$)（約68億円）（2014年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品質管理 
• 品質基準に基づき、証憑管理を実施（ダージリン、テライ、

アッサム、ニルギリ等） 
• 生産者管理（生産者・製造者の登録制度） 

 品質向上 
• ISO/HCCPの有機栽培茶認証の取得支援 

価格戦略 
 価格のモニタリング 

• モニタリングを実施しているもの詳細は不明。 

流通戦略 

 流通統制 
• 輸出業者・梱包業者・貯蔵業者、仲買人・取引所等のライセ

ンス制度・認証制度を実施 
• 輸出業者のライセンスは3年ごとに更新が必要 

プロモーション戦略 

 地域ブランド戦略の推進 
• 地域ブランド（ダージリン、テライ、アッサム、ニルギリ等）を

活用し、効果的なプロモーションを実施。 
 市場ニーズの把握 
 パブリシティを通じたブランド価値向上 

• パブリシティ：イベントの実施 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 業者登録、産地認証を実施。 
•  登録していない業者は茶葉取引所（市場）に参加することができない。 
• ロゴは7種類。ダージリン、ドアーズ・テライ、アッサム（2種）、ニルギリ（2種）、

カングラ。アッサムとニルギリについては、紅茶の製法別に2種類のロゴが存
在する。 ダージリンについては、他の産地ロゴよりも認定が厳しい（法律が
存在）。 
 

 
 

 生産効率化支援 
• 茶の共同集荷所の設置 
• コンテナ、保管庫、計量機材等の整備 
• 茶園の大規模化支援（助成金等） 
• 茶樹の更新に対する支援（助成金等） 

 品質向上に向けた調査研究活動、補助 
• リサーチセンターを設置し、品質向上、生産性向上のための調査研究を実施 
• 茶葉ブレンド、パッキングのための設備導入、更新支援 
• ISO/HCCPの有機栽培茶認証の取得支援 

 労働者・労務環境支援 
• 教育、医療、衛生環境等 

加工  加工における技術及び資金的支援 

流通
物流 

 資金的支援 
• 輸出業者が海外見本市への参加する場合などに、旅費を助成するなどのイ

ンセンティブ施策を実施 

販売 

 市場調査の実施 
• 現地小売店、スーパー等でサンプル調査を実施 

 販売促進活動 
• 国際見本市、展示会への参加 
• 海外でのプロモーションイベントの開催 
• 海外（日本、アメリカ、カナダ）の紅茶協会等に特別会員として参加 

 中東向けにアラビア語でのHP開設、SNSにより情報を発信。 

※為替レートは 2015年04月の119.96 円／USDを使用 

出所） Tea Board of India HPより 



組織図 

 評議会・各種委員会 
• 評議会（議長Chairperson・評議会メンバーMembers of the Board） 
• 監査委員会（Audit Committee） 
• 販促・マーケティング委員会（Promotion &Marketing Committee） 

 
 スタッフ部門 

• 人事・総務・財務部門（Main Secretariat） 
• 品質管理部門（Tea Commissioner’s Division） 
• 販売促進部門（Tea Promotion Division） 
• 研究部門（Analytical Laboratory） 
• テイスティング部門（Tasting Unit）・ 
• IT部門（Internal Audit and Information Technology Divisions） 
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組織名 

Sri Lanka Tea Board 

設立年度  1976年 ※民間団体が議会承認を得て政府機関化 

ビジョン・ミッション 

 スリランカの茶産業の持続的発展を通じて、スリランカ茶の
輸出を促進し、国に外貨収入をもたらす。これにより、大規
模農園（プランテーション）産業の経済的発展を確かなもの
とする。 

 グローバル市場において、セイロン茶が「最も切望される
飲み物（MOST ASPIRED BEVERAGE）」としてのポジ
ションを獲得することを目指す。 

取扱品目  茶 

輸出実績 

 2012年：169.0(Rs.Bn.)（約1,520億円） 
 2011年：151.8(Rs.Bn.)（約1,369億円） 
 2010年：151.2(Rs.Bn.)（約1,364億円） 

※為替レートは 2015年04月の0.90228円/LKRを使用 
※billion＝10億として計算 

予算規模 

 固定資産：6.8億 Rs=約6.1億円 
 流動資産：29.2億Rs=約26.3億円 
 純資産：34.5億Rs＝約31.1億円 
 負債：36.0億Rs＝約32.4億円 
 年間収入額：2.9億Rs=約2.6億円 

※すべて2012年のデータを示す 
※為替レートは 2015年04月の0.90228円/LKRを使用 

グローバルネットワーク 

 現地事務所（UAE、ロシア） 
• UAE事務所では中東、湾岸、西アフリカ市場へのプロモーションを行う。

ロシア事務所ではロシア連邦ならびにCIS市場へのプロモーションを行う。 

出所） Sri Lanka Tea Board HP、Sri Lanka Tea Board Annual Report 2012より 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

ロシア：26,861百万Rs.（約242億円）（2012年） 

④特定地域×全方位 
 
※従来は、英国を含むヨーロッパ中心に輸出し
ていたが、近年はロシア・中東にシフトしている。 

イラン：22,359百万Rs.（約201億円）（2012年） 

シリア：13,238百万Rs.（約119億円）（2012年） 

イラク：10,636百万Rs.（約95億円）（2012年） 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品質管理 
• 品質基準に基づく統一ブランドを構築 
• 生産者管理（生産者・製造者の登録制度） 

 品質向上 
• 残留農薬を減らす取り組みを展開 

価格戦略 

 価格統制 
•  茶統制法（Tea Control Act）により、茶製造業者（工場）は、

茶栽培業者に対して茶業局が定めた価格で茶葉を買い取
らなければならないよう定められている。 買い取り価格は
茶業局のHPにて提示されている。 

• 茶製品の売上額は茶栽培業者68％：茶製造業者32％の割
合で分配しなければならない。ただし売上が平均額を超え
ている場合には、超えた分の金額については50％：50％で
分配される。 

流通戦略 
 流通統制 

• 輸出業者・梱包業者・貯蔵業者・輸入業者のライセンス制
度 

プロモーション戦略 

 輸出国別のブランド戦略での収益最大化 
•  国の統一ブランド「セイロン茶」と、各地域ブランド（ヌワラエ

リヤ、ウバなど）を、輸出国・輸出地域ごとに使い分け、効
果的なプロモーションを実施している。 

•  国の統一ブランドとしての国際的な食品・飲料見本市への
参加 

 パブリシティを通じたブランド価値向上 
• パブリシティ：イベントの実施 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 セイロン茶の商標である「ライオンマーク」の認定制度 
• 生産過程においてISO 3720の基準を満たしている。 
• 100％セイロン茶で構成されている（他の産地の茶葉とブレンドされていない）。 
• スリランカでプリ・パッケージされている 
• ライオンマークの認知度を高めるため、ライオンマークの広告も行っている 
• 7つの地域ブランドについても認証制度と商標を用いたプロモーションを行う 

 エコフレンドリーな茶の認定マーク 
• オゾン層破壊防止に配慮して生産されているセイロン茶に対しては、「オゾン

フレンドリー茶葉」としての認証マークを付与している。 
 生産者・製造者の登録制度 

•  生産設備や茶葉の品質について、基準を満たさないと業者登録ができない。 
•  登録していない業者は茶葉取引所（市場）に参加することができない。 

 茶葉の品質管理 
• 品質のモニタリング・抜き打ち検査の実施 
• 茶葉の取り扱い方法に関する規制 

 品質向上プログラム“B Leaf 60” 
• 残留農薬を減らす取り組みに対して、資金的援助を実施 

 生産者に対する各種近代化支援 
• 生産設備の近代化や茶樹の植え替え・更新への助成金制度 
• 流通業者に対するトレーニングプログラムの提供 
• 残留農薬を減らす取り組みに対する資金的支援 
• 優れた生産者に対する表彰制度・格付け制度 
• 零細・小規模生産者に対する支援により、生産規模の拡大を促進 

 統計の収集・整備 
 適正な生産・取引のモニタリング 

加工  生産設備の更新・近代化に対する資金的援助 

流通
物流 

 輸出業者・梱包業者・貯蔵業者・輸入業者のライセンス制度 
•  輸出業者に「スリランカ産」を名乗るためのルールを守らせる。 
•  輸出前のセイロン茶に対して、ISO 3720に基づきランダムに抜き打ち検査を

実施し、セイロン茶として輸出できる品質が保たれているかチェック。 
 茶葉流通業者に対するトレーニングプログラムの提供 

販売 

 海外でのセイロン茶のプロモーションイベントの実施 
•  海外での「スリランカエキスポ」や、「茶フェスティバル」などの大規模イベント

に参加し、セイロン茶をプロモーション 
• 2012年には17の国際見本市に参加。中国、ヨーロッパ、日本、メキシコなど 

 FacebookなどＳＮＳも活用したプロモーションを実施 
 機関紙の発行 

※為替レートは 2015年04月の0.90228円/LKRを使用 

出所） Sri Lanka Tea Board HP、Sri Lanka Tea Board Annual Report 2012より 
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組織名 

ケニア茶業局 
(The Tea Board 
Kenya) 

設立年度  1950年 

ビジョン・ミッション 
 茶の振興に向けた生産、加工、流通と調査研究の

統括 
 世界におけるケニヤ茶の普及 

取扱品目  茶 

輸出実績 

 2014年： 499.0(Qty in M. Kgs) 
 2013年： 494.4(Qty in M. Kgs) 
 2012年： 429.6(Qty in M. Kgs) 
 2011年： 421.0(Qty in M. Kgs) 

予算規模 

 資産： 5.03億KSHS（2011年度）（約6.5億円） 
 収入： 2.47億KSHS（2011年度）（約3.1億円） 
 支出： 2.82億KSHS（2011年度）（約3.6億円） 

※為替レートは 2015年04月の1.2948円/KESを使用 

組織図 

農業省に属する国家機関であり、製茶業の最高意志決定機関でもある茶業局の
理事会は16人のメンバーで構成され、そのうち11人は茶業界から直接選出され
る。 
 人事財務委員会（Staff and Finance Committee） 
 販売・生産委員会（Promotion $ Production Committee） 
 監査委員会（Audit Committee 
※ The Tea Board Kenyaとしての戦略計画を策定 
※ 年度ごとにAnnual Reportを公表 
 

グローバルネットワーク 

 なし 

出所） The Tea Board Kenya HP、 Annual Report and Account 2010/2011、駐日ケニア共和国大使館HPより 

生産 政策、規制、研究 貿易・振興 

農業省 

ケニア 
茶業局 

小自作農 

大規模農園 

ニャヨ茶生産帯 
開発ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

EATTAメンバー 

茶販売促進 
エージェント 

ケニア茶業 
研究財団 

ケニア茶業局と業界関係者との連携 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

エジプト：20,197百万K.sh（約261億円） 

④特定地域×全方位 
 
※エジプト、パキスタン、イギリス、アフガニスタン、スー
ダン（2.4万トン）で、総輸出量の75%を占めている。 
ただし、そのほかに全世界46の市場に輸出している。
（出所：駐日ケニア共和国大使館） 

パキスタン：17,135百万K.sh（約221億円） 

イギリス：15,071百万K.sh（約195億円） 

アフガニスタン：12,031百万K.sh（約155億円） 
※すべて2010年データを示す 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 生産統制 
• 茶製造業者の認可 
• セミナー実施 
• 調査の実施 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 流通統制・管理 
• 流通業者の登録、モニタリング、取引の監視 

 現地ネットワーク拡大 
• 海外大使館との協働 
• イベント参加 

プロモーション戦略 

 パブリシティ重視 
• 見本市、シンポジウム等の開催 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 茶製造業者の認可 
• 茶の生産ライセンスの発行（4工場） 
• 規制の遵守状況を確認するため、茶工場（99件）のモニタリングの実

施（94%は良好） 
  ケニヤ産マーク（The Kenya Tea Mark of Origin）の認定（6社） 
 調査の実施、情報提供 

• 茶の生産、加工、病害虫対策に係る調査の実施 
 セミナー実施 

• 産業の競争力向上に向けて、IT利活用促進フォーラムを開催（7箇
所） 

加工  － 

流通
物流 

 流通業者の登録、モニタリング、取引の監視 
• 梱包業者（89件）、バイヤー（69件）、仲買人（8件）、倉庫業者（50件）

のモニタリングの実施 
 海外大使館との協働 

• テルアビブ、ベルリン、モスクワ、カナダ、パリ、オーストラリア、ボツ
ワナ、韓国、ナイジェリア、ロシア、クアラルンプール、南アフリカ 

販売 

 ポータルサイト活用 
• 市場情報、茶の生産情報、登録事業者名（茶生産者、バイヤー、仲

買人、梱包業者、倉庫業者）等を提供 
 見本市、シンポジウム等の開催 

• 茶週間（Tea Weak）とナイロビ国際見本市（Nairobi Trade Fair）の
開催 

•  米国の市場開発（2010/10/14-17） 
• The Gulf Food Exhibition（UAE）（2011/2/26-3/2） 
• モスクワ茶シンポジウム、ロシア・カザフスタンへのミッション

（2011/2/7-12） 
• サウジアラビアへのミッション（2011/6/19-23） 
•  英国におけるPR（2011年6月） 

 マーケティングだけでなくスリランカ等の競合国のベンチマーク調査を実施 

 ※為替レートは 2015年04月の1.2948円/KESを使用 

出所） The Tea Board Kenya HP、 Annual Report and Account 2010/2011、駐日ケニア共和国大使館HPより 
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組織名 

カナダ林産業審議会
（Council of Forest 
Industries 
Canada_COFI ） 

設立年度  － 

ビジョン・ミッション 

 カナダのブリティッシュ・コロンビア（British 
Columbia）州とアルバータ（Alberta）両州内で生
産される林産物の品質管理と国内または海外市
場に対する普及・促進活動 

取扱品目  林産物 

輸出実績  － 

予算規模  － 

組織図 

 組織体制不明 
 

※カナダのブリティッシュ・コロンビア（British Columbia）州とアルバータ
（Alberta）両州で、州政府から州有林の経営権（Forest Tenure）を与えら
れている一次林産企業（Primary Forest Industries）によって組織されて
いる非営利団体の連合組織 

グローバルネットワーク 

 カナダ、日本（東京）、中国（上海、北京）、韓国（ソウル）、英国（ロンドン） 

出所）カナダ林産業審議会HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

輸出先詳細不明 

－ 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 品質維持 
• 品質評価 
• 品質管理 
• ガイダンス作成・公開 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 市場開発 
• 国際的な市場開拓を模索 

プロモーション戦略 

 パブリシティ（PR）活動 
• コンベンション開催 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産 

 品質評価 
• 木材生産に関する知識と経験が豊富なスタッフにより、品

質評価 
 品質管理 

• 木材生産に関する知識と経験が豊富なスタッフにより、品
質管理を実施 

 教育プログラム 
• 林業における環境、労働安全衛生の維持促進につとめ、

次世代の林業従事者育成のために実施 
 ガイダンス作成・公開 

• COFIは安全衛生について定めたガイダンスを公開。また、
伐採区域から生産設備に至る作業環境の安全性確保のた
め、労働安全衛生関連機関と連携。COFIは「林産物製造
業者諮問グループ」とも密接に連携。 

加工  － 

流通
物流 

 国際的な市場開拓を模索 
• 貿易担当部門を通して、実施。国外向けの活動については、

カナダウッドグループ（カナダ国内の複数の木材関連協会
からなる団体）との連携により実施。 

販売 
・アフ
ター 

 コンベンション開催 
• COFIが毎年開催しており、カナダ西部における林業分野

のコンベンションとして最大規模。 

出所）カナダ林産業審議会HPより 



付属資料 A．調査対象団体概要 
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組織名 

アメリカ広葉樹輸出協会
（American Hardwood 
Export Council_AHEC） 

設立年度  － 

ビジョン・ミッション 

 アメリカ広葉樹についての情報提供と技術的支援
を目的に設立され、米国農務省海外農務局(FAS)
木材輸出促進プログラムの一環として、各種活動
を実施 

取扱品目 

 アメリカ広葉樹 
• アルダー(Alder) /アッシュ(Ash) /アスペン(Aspen) /バス

ウッド(Basswood) /ビーチ(Beech) /バーチ(Birch) /チェリー
(Cherry) /コットンウッド(Cottonwood) /レッドエルム(Red 
Elm) /ガム(Gum) /ハックベリー(Hackberry) /ヒッコリー＆
ピーカン(Hickory&Pecan) /ハードメープル(Hard Maple) /
ソフトメープル(Soft Maple) /レッドオーク(Red Oak) /サッ
サフラス(Sassafras) /シカモア(Sycamore) /チューリップ
ウッド(Tulipwood) /ウォルナット(Walnut) /ウィロー(willow) 

輸出実績  － 

予算規模  － 

組織図 

 アメリカ ワシントンDCに本部を有する 

グローバルネットワーク 

  ヨーロッパ(イギリス) 
  メキシコ 
  東南アジア(香港)・中国 

出所）アメリカ広葉樹輸出協会HPより 
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主な輸出先および輸出実績 ターゲティング戦略類型（仮説） 

不明 ①全世界×全方位 
 
※50カ国以上でアメリカ広葉樹を
促進するためのプログラムを実行 

マーケティング戦略 取り組み概要 

商品戦略 

 － 

価格戦略 

 － 

流通戦略 

 海外ネットワーク構築 
• 懇談会の開催 

プロモーション戦略 

 販売促進＋パブリシティの重視 
• 広告：各種パンフレットの配布 WEBでの情

報提供、各種調査研究の実施 
• パブリシティ：セミナーの開催、フィールドツ

アー（現地視察）など 

輸出団体の役割 

調達  － 

生産  － 

加工  － 

流通
物流 

 懇談会の開催 
• アメリカ広葉樹製品取り扱いの拡大に向け、アメリカの木材業界に対

する要望や、日本市場の状況などについて意見交換を実施。 

販売 
・アフ
ター 

 トレードサービス(情報交換) 
• ユーザーを訪問して要望や意見を聞き、豊富な資料・情報をもとに生

産地の実情などを交えて意見を交換、経営に役立つアドバイスを実
施。 

 各種パンフレットの配布 WEBでの情報提供、各種調査研究の実施 
 エコ・プロジェクト 

• アメリカ広葉樹の内装材としての需要を喚起するために、アメリカ広
葉樹の低級材に使用して頂き、その特徴である節・色違等のキャラク
ターマークを活かした建築内装とその加工・施工行程をパンフレット
などで紹介。また、家具・木工メーカーにもアメリカ広葉樹材を提供し、
オリジナル家具や小物を制作して貰い、見本市において一般に公開。  

 セミナーの開催 
• ユーザーニーズに応じたテーマを設定し、米日の専門家や、各国か

らゲスト講師を招いて各地でセミナーを開催。 
 ハング・タグ・プロモーション 

• タグ・シール・ＰＯＰスタンドなどのツールを用いて、アメリカ広葉樹が
適切な森林管理のもと、安定供給が可能であり、合法的な材である
ことを一般ユーザーにアピール。 

 フィールドツアー（現地視察） 
• 米国および日本国内の木材会社・加工工場の見学。 

 トレードショーへの参加 
• 日本各地で開催される見本市などに参加し、アメリカ広葉樹で作られ

た家具や小物、フロアーを展示。 

出所）アメリカ広葉樹輸出協会HPより 
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背景・目的 調査内容として盛り込むべき事項 

対象国・対象団体 調査のポイント 主な関連過去調査 

• 2014年度から2015年度頭にかけて、品目別輸

出団体が立ち上がり、輸出拡大に向けた体制が
整った状況にある 
 

• 輸出団体の役割の一つとして海外現地にてプロ
モーションを実施することが挙げられるが、海外
でプロモーションを実施していくには、会場の確
保や代理店との連携など現地パートナーの存在
が重要となってくる 
 

• そのため、今後輸出団体がプロモーションして際
の参考資料として利用できる、現地パートナーの
リストを作成していく 

中国、台湾、シンガポール、アメ
リカ、イギリス 
 
※次ページ参照 

• 日本食に関するプロモーション
事例について整理を実施し、
その中で現地パートナーの有
無や連絡先などを整理にして
いく 
 

• 本調査は対象国が多いことと
公開情報による調査のため、
現地パートナーの一覧作成ま
でに留まっている。実際にパー
トナーとして実績を評価し、連
携していくには、当該国でプロ
モーションを詳細検討する際
に直接コンタクトして判断する
必要がある 

• 平成25年度 
国別マーケティング調査「日本
酒の輸出に関する国全体の効
果的なマーケティングに関す
る調査」 



日本食のプロモーション事例調査 

多くの品目のターゲット国となっている中国、台湾、シンガポール、アメリカ、イギリスにおけ
る日本食のプロモーション事例を中心にリスト化を行う 

地域 国 コメ・ 
コメ加工品 日本酒 牛肉 水産物 青果物 茶 花き 林産物 

アジア 韓国 ★ ○ ○ 

中国（香港） ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 

台湾 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 

タイ ★ ★ 

シンガポール ○ ★ ★ ★ ○ ★ 

マレーシア ★ ★ ★ 

インドネシア ★ ★ ★ 

ベトナム ★ ★ ○ 

フィリピン ○ 

ラオス ★ 

カンボジア ★ 

北米 アメリカ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 

カナダ ★ ★ 

南米 ブラジル ★ 

欧州 イギリス ★ ○ ★ 

スペイン ★ 

イタリア ★ 

ドイツ ★ 

ロシア ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

トルコ ★ ★ 

オセアニア オーストラリア ★ ★ ★ 

ニュージーランド ★ 

凡例 ○：安定市場 
    ★：新興市場 
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 調査の中で把握した他国事例についても、本レポートには記載している 



プロモーションの対象者および目的 

食品輸出時のプロモーション対象には、輸入業者や小売、外食、消費者が存在するが、 
輸出のステップ（ニーズ把握⇒売り込み⇒契約獲得⇒消費拡大）ごとに、その対象の重要度は異なる 
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 食品輸出についてプロモーションを行っていく対象としては、主に海外の事業者および消費者が挙げられる。事業者については、流通構造から
考えると輸入業者や小売、外食が対象となる 

 また、プロモーションといっても様々な目的があるが、輸出のステップごとのプロモーションの対象者とプロモーションを通じて達成すべき事項は
大まかに右下図のように整理される 
 

①輸入業者 
・卸売業者 

②小売 ③外食 ④消費者 

輸出・消費 
拡大 

契約 
獲得 

売り 
込み 

ニーズ 
把握 

市場全体をみ
た情報収集 

小売マーケット
を中心とした 
情報収集 

シェフの 
生声把握 

（一般化には、複数
サンプルが必要） 

消費者の 
生声把握 

（一般化には、複数
サンプルが必要） 

日本 

海外 

製造業者 

卸売業者 

輸出業者 
（エクスポーター） 

①輸入業者・卸売業者 
（ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ） 

②小売 ③外食 

④消費者 

海外における
プロモーション
活動のターゲ
ット 

食品輸出の一般的な流通構造 輸出のステップとプロモーション活動を通じて達成すべき事項 

輸入・流通網
の確保 

小売販売拠点
の確保 

食材利用として
の販売先確保 

－ 
（この段階では対
象にならない） 

商品性＋販売先
（小売・外食）で
輸入契約獲得 

小売店や外食
店と連携した 
消費拡大 



プロモーションの手法 

プロモーション手法についても様々あるが、海外の輸出団体を例にあげると広告や広報、
人的販売といった分野を中心に活動を進めていると想定される 

プロモーショ
ンのジャンル 

海外の輸出団体の活動事例 
水産物 穀物 酒類 花き 青果物 畜産物 茶 林産物 

広告 
 
～媒体を通じた有
償での情報発信～ 

• TVCM 
• ポスター 
• リーフレット 
• POP 
• カタログ 

 

 • 専門誌への広
告掲載 

• リーフレット 
• ネット広告 

• TVCM 
• パンフレット 
• ポスター 

• POP 
• チラシ、ビラ 
• ポスター 

• TVCM 
• POP 

 

 • パンフレット 
 

広報・パブリッ
クリレーション
（PR） 
 
～記事・ニュース
による取り上げ～ 

• ニュースレター 
• メディア投稿 
• ブロガー活用 

 • ニュースレター 
• ブロガー活用 

• 機関紙発刊 
• 王室行事利用 

• SNS活用 
• ブランド立ち上
げイベント 

• メディア投稿 
• コンペ開催 

• SNS活用 
• 機関紙発刊 

 

人的販売 
（直接販売） 
 
～担当者・企業に
よる直接販売～ 

• セミナー 
• 展示会 
• フェア 
• 見本市 
• 試食イベント 
• 講演会 

• 展示会 
• 国内視察会 

 

• セミナー 
• 展示会 
• フェア 
• 見本市 
• 商業派遣 
• 試飲イベント 

• セミナー 
• 展示会 

 

• セミナー 
• 試食イベント 
• 現地連携販売 

• フェア 
• 見本市 
• 店頭実演販売 
• 外食連携販売 

 

• 展示会 
• フェア 
• 見本市 
• シンポジウム 

• セミナー 
• コンベンション 
• フェア 
• 見本市 
• 国内視察会 

販売促進 
（セールス・プロ
モーション） 
 
～クーポン等の人
以外で購買促進～ 

• 懸賞     • サンプリング   
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 今回の日本食のプロモーション事例調査は、以下のプロモーションジャンルのうち、展示会や見本市といったイベント分野を中心に行った 



展示会や見本市といったイベント開催にあたって 

イベント会社への一括発注も想定されるが、個別手配にする場合、イベント開催にあたって、
少なくとも以下の５つの業種・ジャンルについて、現地パートナーが必要と考えられる 
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① 広告代理店、メディア  ：イベントへの来場者増のための各種広告宣伝についてサポートを受ける 

② イベント会社  ：イベント運営当日の受付など運営にあたっての使役業務のサポートを受ける 

③ インポーター  ：展示する商品の輸入業務についてサポートを受ける 

④ 日本食レストラン・日本食シェフ ：当日のクッキングイベントなどのサポートを受ける 

⑤ 会場   ：イベント会場の提供を受ける 

イベント開催時のイメージと想定される現地パートナー 

“①広告代理店、メディ
ア”を通じた来場者増 

受付 

“②イベント会社”を通
じたイベント運営業務 

イベント広場 

ﾌﾞｰｽA 

ﾌﾞｰｽB 

ﾌﾞｰｽC 

ﾌﾞｰｽD 

ﾌﾞｰｽE 

ﾌﾞｰｽF 

ﾌﾞｰｽG 

ﾌﾞｰｽH 

ﾌﾞｰｽI 

ﾌﾞｰｽJ 

ﾌﾞｰｽK 

ﾌﾞｰｽL 

ﾌﾞｰｽM 

ﾌﾞｰｽN 

ﾌﾞｰｽO 

“③インポーター”を通
じた展示・商談商品の 

当該国輸入 

“④日本食レストラン・
日本食シェフ”を通じた 
当日イベントの開催 

⑤会場手配 



日本食のプロモーション事例調査 

中国におけるイベント実施時のパートナー例 
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名称 概要 連絡先 中国 香港 
①広告代理店 
・メディア 

株式会社リンクスコーポレーション 自治体国際化協会の“日本ふるさと名産食品展 in 香港”を受
託 

03-5261-1412 ○ 

（株）NNA ：カンパサール NNA が発行する経済ビジネス情報誌 03-6218-4330 ○ 
YAHOO ! 超市、Yahoo Hong Kong Limited 国際宅急便を使った県内農産物のテスト輸出プロジェクトを実

施 
+852-2882-3899 ○ 

②イベント会社 上海皆信国際貿易有限公司 日本中部食品展を第一八佰伴百貨店（ヤオハン）にて開催 +86-21-5293-0079 ○ 

③インポーター MRT FOODS (HONG KONG) CO.,LTD 輸入商社兼コーディネーター 052-903-5401 ○ 
Shin Tai Ho (HK) Co. Ltd 食品・食材のインポーター、ディストリビューター +852-2647-1138 ○ 

④日本食レストラ
ン・日本食シェフ 

NOBU Intercontinental HongKong 
 （エグゼクティブ寿司シェフ 遠藤秀樹） 

クッキングデモンストレーションを実施 +852 2313 2323 ○ 

焼肉伊呂波 とちぎ和牛・なすひかりフェアにて、同商品を使用したメニューを
提供 

+852 2882 9877 ○ 

⑤会場 小売 SOGO Hong Kong そごう百貨店  コーズウェイベイ店地下2 階食料品売場にて、“日本ふるさと名
産食品展”を実施 

+852 28338338 ○ 

沙田・一田百貨（しゃてぃんやたひゃっか） ひょうご農林水産フェア・商談会の開催を開催 +852 2694-1111 ○ 
上海梅龍鎮伊勢丹 一般消費者向けフェアを開催 +86-21-6272-1111 ○ 
AEON康怡店、イオンストアーズ香港コーンヒル店 香港高級百貨店での通年試験販売 +852  2884 6888 ○ 

レストラ
ン 

Miyabi 雅 “とちぎ和牛＆栃木県産食品レセプション”を開催 -  ○ 

上海雅居楽万豪酒店·Inagiku稲菊 日本餐庁 現地バイヤー、レストラン関係者向けセミナーを実施 +86 21 23129724  ○ 

ホテル
等 

South Pacific Hotel Hong Kong 栃木県食品商談会in香港2013を実施 +852 2572 3838 ○ 
Hotel Novotel Hong Kong Century Business Match-Making of Japanese Agricultural Food 

Products in Hong Kongを開催 
+852 2598 8888 ○ 

花園酒店 農畜水産物PRを実施 +86 20 8333 8999 ○ 
上海新国際博覧中心 FHC China 2015(上海）を実施 +86 21 2890 6888 ○ 
香港コンベンション＆エキシビション・センター 香港フードエキスポなどを開催 +852  2582-1111 ○ 
銅鑼灣（コーズウェイベイ）・香港日本人倶楽部 農畜水産物PRを実施 +852 2577-3669 ○ 

 プロモーションに関する事例調査結果より把握した事業者であり、その他にも事業者は多数存在します。本リストをきっかけとする商談、取引は
各企業の判断と責任の下に行っていただきます。企業に損害等が生じた場合、事務局は責任を一切負わないものとします。 



日本食のプロモーション事例調査 

台湾におけるイベント実施時のパートナー例 
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名称 概要 連絡先 
①広告代理店 
・メディア 

Yahoo！奇摩 （食関連以外） Yahoo！奇摩のリスティング広告を展開 － 

②イベント会社 TAITRA(中華民国対外貿易発展協会) Food Taipei（台北国際食品見本市）などの開催実績を有する +886-2-27255200 

トキオ・ゲッツ （食関連以外） 
日本のアニソン歌手を招致したライブイベント「A-LIVE」をプロデュース 

03-5577-4188 

③インポーター 桑提有限公司 2015 日本酒主義Japanese Sake Exhibitionを主催 +886 2 2511 9358 

④日本食レストラ
ン・日本食シェフ 

祥雲龍吟 グラントオープンを記念したイベントを2日間プロデュース － 

⑤会場 小売 大潤發RTマート 青森県りんご輸出協会が販売促進キャンペーンを実施 0800-010-020  

Wellcome Supermarket (頂好超市) 青森県りんご輸出協会が販売促進キャンペーンを実施 0800-291-261 

SOGO廣三店 青森県りんご輸出協会がステージイベントを実施 0800-432372 

太平洋SOGO忠孝店 青森県りんご輸出協会が販売促進キャンペーンを実施 (02) 2776 - 5555  

漢神百貨店巨蛋店 青森県りんご輸出協会がステージイベントを実施 +886-0800-621-688 

楓康超市中科店 青森県りんご輸出協会がステージイベントを実施 0424618227 

JASONS Market Place 青森県りんご輸出協会が販売促進キャンペーンを実施 － 

CARREFOUR STORES (TAIWAN) CO., LTD.  青森県りんご輸出協会が販売促進キャンペーンを実施 0809-001-365 

裕毛屋 新潟フェア in 台湾実施。台湾で日本食品を販売している食品スーパー +886 4 2245 3238 

レストラ
ン 

祥雲龍吟 グラントオープンを記念したイベントを2日間プロデュース － 

ホテル
等 

台北101 ビル（B1 南方広場） 東北経済連合会が名産の試食販売イベントを実施 － 

台北世界貿易センタービル2F 東北経済連合会が名産の試食販売イベントを実施 － 

松山文創園區4号倉庫 2015 日本酒主義Japanese Sake Exhibitionの実施会場 (02)2765-1388  

 プロモーションに関する事例調査結果より把握した事業者であり、その他にも事業者は多数存在します。本リストをきっかけとする商談、取引は
各企業の判断と責任の下に行っていただきます。企業に損害等が生じた場合、事務局は責任を一切負わないものとします。 
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名称 概要 連絡先 
①広告代理店 
・メディア 

AD PLANET GROUP シンガポール大手の広告会社グループ。株式会社大広との合弁会社であ
る「アドプラネット大広」を立ち上げている 

+65 6379 - 5323  

②イベント会社 MP International Pte Ltd 2015年にシンガポールにてOishii JAPANを実施 +65 6297 - 2822 

The Japan Council of Local Authorities for 
International Relations, Singapore  

「World Gourmet Summit」 Opening Receptionを実施 +65 6224 - 7927  

株式会社キュアテックス シンガポールのアンテ ナショップを保有し、他にもイベントの開催や展示
会・商談会・催事への出展などを手掛ける 

03-6457-5265 
+65-6836-9822 

③インポーター TANESEI TRADING Pte Ltd 日本食品専門ストアのJ-Martを運営。Connecting Asia to Japan 
Business Match-Making Eventにおいて、常設店舗を活用したテストマー
ケティングを担当 

+65 67770262 

折原商店 折原商店シンガポール店や日本料理店への日本酒の輸入販売を実施、
「Sake Festival Singapore ～和酒唎酒会」の自主開催している 

+65-6836-5710 

④日本食レストラ
ン・日本食シェフ 

ウィリアム・テオ Emporium Shokuhinのグランドオープニングにて、マグロの解体ショーを
実施 

－ 

ＫＵＲＩＹＡ Connecting Asia to Japan Business Match-Making Eventにおいて、レス
トランを活用したテストマーケティングを担当 

+65 6736 0888 

⑤会場 小売 シンガポール伊勢丹 「ALL 関西フェスティバル in シンガポール（仮称）」の開催場所 03-6810-2520 

Emporium Shokuhin グランドオープニングとして3日間の愛媛フェアを開催 +65 6224 3433 

プラザ・シンガプーラ 静岡フードフェアの実施会場 +65 6332 9298 
折原商店 折原商店シンガポール店や日本料理店への日本酒の輸入販売を実施、

「Sake Festival Singapore ～和酒唎酒会」の自主開催している 
+65-6836-5710 

レストラ
ン 

SAMURAI FOODS PTE LTD コメ・コメ加工品のイベント販売の実施会場 － 

ホテル
等 

マリナベイサンズ・エキスポ＆コンベンションセン
ター 

Connecting Asia to Japan Business Match-Making Eventの実施会場 +65 6688 8868 

マリオットシンガポール World Japanese Rice Fair  in Singaporeでの試食会場 +65 6735 5800 
サンテック・シンガポール 2015年のOishii JAPANの実施会場  +65 6337 2888 

 プロモーションに関する事例調査結果より把握した事業者であり、その他にも事業者は多数存在します。本リストをきっかけとする商談、取引は
各企業の判断と責任の下に行っていただきます。企業に損害等が生じた場合、事務局は責任を一切負わないものとします。 
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名称 概要 連絡先 
①広告代理店 
・メディア 

National Association for the Specialty Food 
Trade 

メールマガジン「Specialty Food News」にジャパンパビリオンの広告を掲
載。 

1-646-878-0301 

②イベント会社 Azix, Inc.  日本食フェスティバル開催のコンサルティング 212.661.3690  

アメリカンアクセス社 Winter Fancy Food Show 2013のジャパンパビリオンにおけるコンサル
ティング＆コーディネート 

818-907-9764 

③インポーター 東京共同貿易株式会社 米ロサンゼルス日本酒商談会などで商品輸入等を実施 03-3835-8101 

JFC インターナショナル Sake Expo & Food Showを開催 800-633-1004 

西本Wismettacグループ 酒・焼酎イベントをマンハッタン区のアスターセンターで開催 201-804-1600 

④日本食レストラ
ン・日本食シェフ 

JOHN GAUNTNER 日本酒や日本の食文化を世界に広めるため、発信している日本酒造青年
協議会認定している「酒サムライ」の一員 

(81) 467-23-6895 

柳橋隆氏 Takashi Restaurant オーナーシェフ － 

⑤会場 小売 ミツワマーケットプレイス いわて物産フェアの開催会場 (310) 782-0335 

レストラ
ン 

Bonsoiree  緑茶を使った料理や菓子づくりの実演を実施 － 

ホテル
等 

The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort 第２回「日本のふるさと食品商談会（ハワイ州）」の開催会場 +1 808-931-7430 

ジャビッツ・センター ニューヨーク国際レストラン＆フードサービスショーの開催会場 － 
McCormick Place Convention Center 全米レストラン協会（ＮＲＡ）ショーの開催会場 +1 312-791-7000 

New School of Cooking ジャパン・フード・ショーケースで利用した料理学校 310-842-9702 

Hawaii Convention Cent THE JOY OF SAKE honolulu 2015の実施会場 808.943.3570 

Caesars Palace Las Vegas Hotel and Casino THE JOY OF SAKE LasVegas 2015の実施会場 702-731-7110  

The French Pastry School of Kennedy-King 
College  

緑茶を使った料理や菓子づくりの実演を実施 312.726.2419 

Kendall College  シカゴ市内の有名料理学校 － 

 プロモーションに関する事例調査結果より把握した事業者であり、その他にも事業者は多数存在します。本リストをきっかけとする商談、取引は
各企業の判断と責任の下に行っていただきます。企業に損害等が生じた場合、事務局は責任を一切負わないものとします。 
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名称 概要 連絡先 
①広告代理店 
・メディア 

EAT-JAPAN Cross Media Limitedが発行する日本食を紹介する雑誌 +44 (0)20 7247 9388  

②イベント会社 Cross Media Limited 英国最大のクールジャパンイベントであるハイパージャパン フェスティバル
の運営支援を実施 

+44 (0)20 7247 9388  

Museum of Sake 日本の匠の技、日本酒を通して日本と英国、欧州を結ぶ教育とPR活動を
展開 

－ 

③インポーター タザキフーズ社 英国ロンドン市に本社を置く英国最大規模の日本食材輸入卸会社 +44 (0)20 8344 3000  

④日本食レストラ
ン・日本食シェフ 

COCORO Restaurant 日本酒や焼酎の試飲試食会などを開催 020 7935 2931 

黒川貴徳 BBC MasterChef Liveにて家庭用握り寿司のクッキングデモを実施 － 
風戸正義 BBC MasterChef Liveにて伝統的握り寿司のクッキングデモを実施 － 
久保田一郎 BBC MasterChef Liveにて朧豆腐のクッキングデモを実施 － 
小野崎義隆 BBC MasterChef Liveにて精進かば焼きのクッキングデモを実施 － 
川澄健 BBC MasterChef Liveにて寿司アートのクッキングデモを実施 － 
栗原はるみ BBC MasterChef Liveにてつくね、ピクルスのクッキングデモを実施 － 
吉武理恵 ロンドン市で日本酒プロモーターとして活躍、酒サムライ英国代表 － 
横山明美 ロンドン初の日本料理学校「ソザイ料理教室」の講師 － 

⑤会場 小売 ジャパンセンター 北陸物産展を開催時にテストマーケティング等を支援 020 3405 1246 

レストラ
ン 

ibuki 英国で日本の文化や物産を紹介する「ジャパン祭り」を支援 020 7286 1496 

ホテル
等 

The O2 HYPER JAPAN FESTIVAL 2015の実施会場 +44 20 8463 2000 
ExCel London The International Food and Drinks Event 2013の実施会場 020 7069 5000 
ノールヴィルパント展示会会場 食品見本市SIAL2014（Salon International del‘Agroalimentaire）の実施

会場 
+33(0) 1.40.68.22.22 

オリンピア・ロンドン BBC MasterChef Liveの実施会場 +44 20 7385 1200 

 プロモーションに関する事例調査結果より把握した事業者であり、その他にも事業者は多数存在します。本リストをきっかけとする商談、取引は
各企業の判断と責任の下に行っていただきます。企業に損害等が生じた場合、事務局は責任を一切負わないものとします。 
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  

株式会社リンクスコー
ポレーション 

日本ふるさと名産食
品展 in 香港の委託
運営を担当 

東京都新宿区神楽坂

6-19フォレストビル

201 

03-5261-1412 http://www.links90.co
.jp/ 

－ 2014 年2 月19 日～

25 日 
日本ふるさと名産食
品展 in 香港 

財団法人自治体国際
化協会 
 
委託運営 
株式会社リンクスコー
ポレーション 

香港 香港そごうコーズウェ
イベイ店地下2 階に
ある食料品売場の催
事場で地方自治体の
名産食品を販売 

（株）NNA ：カンパ
サール 

（株）NNA が発行する
経済ビジネス情報誌 
（2014 年12 月発行
「The Daily NNA 別
冊」第14 号）に 
記事を掲載 

－ － － － 同上 同上 同上 同上 同上 

YAHOO ! 超市 

Yahoo Hong Kong 
Limited 

 

YAHOO香港(雅虎香
港)のネット通販のサ
イト 

27th Floor Sunning 
Plaza ,10 Hysan 
Avenue, Causeway 
Bay 
Hong Kong,   
 

852 2882 3899 https://yahoo.digital
mktg.com.hk/superma
rt/ 

 － 2013年9月12日（木）
～10月25日（金） 

国際宅急便を使った
県内農産物のテスト
輸出プロジェクト 

長野県、ヤマト運輸㈱
と連携 

香港 シンガポール以外で
は、タイ、香港、台湾
でも「長野フェア」を実
施。クレジットカードに
よるオンライン決済と
ヤマト運輸による輸出
業務の代行。 

上海皆信国際貿易有
限公司 
 

日本中部食品展を第
一八佰伴百貨店（ヤ
オハン）にて開催 

中国上海市武定路

327号 領慧国際大
厦 1001室 

（+86）21-5293-0079 http://www.jiexin-
hr.com/index.html 

中華レストランでのテ
スト販売の実施実績
なども有する 

2010年 日本中部食品展 上海第一八佰伴有限
公司、中部食品フェア

IN上海連絡協議会 

中国 来場者数は7日間で
約29,000人、7日間
の売上は、293,001
元 

MRT FOODS 
(HONG KONG) 
CO.,LTD 

輸入商社兼コーディ
ネーター 
 
株式会社 エム・アー
ル・ティー・ジャパンの
香港法人。株式会社
ホクレン通商、株式会
社丸市青果と協同出
資により設立 

FLAT 10,14/F 

HONOUR 

INDUSTRIAL 

CENTRE,6 SUN YIP 

STREET, 
 CHAI WAN, 
HONG KONG 

日本国内連絡先 
052-903-5401 

http://www.mrt-
japan.jp/group.html 

－ 2014 年2 月19 日～

25 日 
日本ふるさと名産食
品展 in 香港 

財団法人自治体国際
化協 

香港 香港そごうコーズウェ
イベイ店地下2 階に
ある食料品売場の催
事場で地方自治体の
名産食品を販売 

Shin Tai Ho (HK) 
Co. Ltd 
新大和(香港)有限公
司 
（シンターホー(香港)
有限公司） 

フェア代理店。 
香港の大手総合商社 

Unit 401,4/F.,Riley 
house, No.88 Lei 
Muk Road, Kwai 
Chung, N.T. 
, Hong Kong 

+852-2647-1138 
 
Email: sth-
hk@shintaiho.com 

http://www.shintaiho.
com/ 

Food Expo 2015 2012年11月12日
（月）～18日（日） 

ひょうご農林水産フェ
ア(展示即売会) 

ひょうごの美味し風土
拡大協議会（ひょうご
のうましFOODかくだ
いきょうぎかい） 

香港 ひょうご農林水産フェ
ア・商談会の開催 
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
NOBU 
Intercontinental 
HongKong  
 
エグゼクティブ寿司
シェフ 遠藤秀樹 
 

日本料理レストラン 
 

 

InterContinental 
Hong Kong 
 18 SALISBURY RD 
TSIMSHATSUI 
KOWLOON HONG 
KONG 

852-2721-1211 http://www.hongkon
g-
intercontinental.jp/n
obu.html 

・4th International 
Rice Congress 
・CEBU Food Expo 
2013 

2012年11月21－22
日 

香港商談会 

Business Match-
Making of Japanese 
Agricultural Food 
Products in Hong 
Kong 

㈱JTB西日本 香港 シェフによる食し方
クッキングデモンスト
レーション 

2013年8月23日～9
月21日 

兵庫県フェア 兵庫県 香港 兵庫県食材を活用し
たコラボレーションメ
ニュー（全８皿で構成
のコースメニュー）を
提供する「兵庫県フェ
ア」を開催 

焼肉伊呂波 実施場所 
香港の日本食レスト
ラン 

2/F., Jardine Center, 
50 Jardine’s Bazaar, 
Causeway Bay, 
Hong Kong 

2882 9877 http://www.iroha.com.
hk/cwb_home 

－ 2014年2月10日～１
か月間 

とちぎ和牛・なすひか
りフェア 

とちぎ農産物マーケ
ティング協会、JA全農
とちぎと栃木県香港
事務所が連携 

香港 フェア開催に当たり、
香港の新聞や雑誌を
活用して幅広くＰＲし、
フェア期間中には、と
ちぎ和牛となすひかり
を使用したメニューを
提供 

SOGO Hong Kong  
そごう百貨店 (崇光百
貨) 

会場提供 555 HENNESSY 
ROAD, CAUSEWAY 
BAY, HONG KONG 

(852)28338338 http://www.sogo.com.
hk/cwb/en/about/loc
ation.php 

日本美食展
(2015.12.8-12.25） 

2014 年2 月19 日～

25 日 
日本ふるさと名産食
品展 in 香港 

財団法人自治体国際
化協会 
委託運営 
株式会社リンクスコー
ポレーション 

香港 香港そごうコーズウェ
イベイ店地下2 階に
ある食料品売場の催
事場で地方自治体の
名産食品を販売 

沙田・一田百貨（しゃ
てぃんやたひゃっか） 

実施場所 
日本産食品を取扱う
新興百貨店 
 
コンセプトは  "Quality 
shopping at Modern 
Japanese Lifestyle 
Department Store" 

New Town Plaza 3, 
2 Shatin Centre 
Street, Shatin, Hong 
Kong 

Customer Hotline: 
+852 2694-1111 

http://www.yata.hk/e
ng/ 

快楽 早餐節 2012年11月12日
（月）～18日（日） 

ひょうご農林水産フェ
ア(展示即売会) 

ひょうごの美味し風土
拡大協議会（ひょうご
のうましFOODかくだ
いきょうぎかい） 

香港 ひょうご農林水産フェ
ア・商談会の開催 

上海梅龍鎮伊勢丹 実施場所 
上海の日系百貨店 

 

中華人民共和国上海
市静安区南京西路

1038号 

(1038 Nanjing W 
Rd, Jing'an, 
Shanghai, China) 

86-21-6272-1111  http://www.isetan.cn
/sh/about/index.html 

秋季食品市 JAPAN 
8/31-9/6 

2015年3月16日（月）
～22日（日） 

World Japanese 
Rice Fair in 
Shanghai 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 

中国 百貨店での一般消費
者向けフェア
「JAPANFAIR」 

AEON康怡店 
イオンストアーズ香港
コーンヒル店 

GMS 香港鰂魚涌康山道2
號康怡廣場(南) 
(Kornhill Plaza 
(South), 2 Kornhill 
Road, Quarry Bay, 
Hong Kong) 

 
2884 6888 

http://www.aeonstore
s.com.hk/ 

AEON x JETRO「美
味日本食品」 

2013年6月13日～3
月31日 

兵庫県産物の通年販
売の実施 

兵庫県 

JA全農兵庫県本部と
連携 

香港 香港高級百貨店での
通年試験販売 

http://www.iroha.com.hk/cwb_home
http://www.iroha.com.hk/cwb_home
http://www.sogo.com.hk/cwb/en/about/location.php
http://www.sogo.com.hk/cwb/en/about/location.php
http://www.sogo.com.hk/cwb/en/about/location.php
http://www.isetan.cn/sh/about/index.html
http://www.isetan.cn/sh/about/index.html
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Miyabi 雅 開催場所 

香港尖沙咀の高級和
食レストラン 

 

The One, 100 
Nathan Road, Tsim 
Sha Tsui  
 

－ － － 2013年2月21日（木） とちぎ和牛＆栃木県
産食品レセプション 

とちぎ農産物マーケ
ティング協会 

香港 栃木県産農畜産物を
紹介した後、食材を
活用した提案料理を
提供 

稲ぎく 
上海雅居楽万豪酒店

·Inagiku稲菊 日本餐
庁 

日本食料理店 
（日本寿司料理、天ぷ
ら、鉄板焼き） 
料理長山田尚久氏 

Shanghai Marriott 
Hotel City Centre 
の日本料理店 

+86 21 23129724  http://r.gnavi.co.jp/sh
anghai/jp/cs08458/ 
 

 － 2015年3月20日（金） World Japanese 
Rice Fair in 
Shanghai 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 

中国 現地バイヤー、レスト
ラン関係者向けセミ
ナー 

South Pacific Hotel 
in Hong Kong 

実施場所 香港灣仔
のホテル 

23 Morrison Hill 
Road, Wanchai, 
Hong Kong 
  

+852 2572 3838  http://www.southpaci
fichocom.hk/ 

－ 2013年2月21日（木） 栃木県食品商談会in
香港2013 

とちぎ農産物マーケ
ティング協会 

香港 とちぎ和牛やなすひ
かり等の本県産農畜
産物の展示商談 

Hotel Novotel Hong 
Kong Century 
ノボテルセンチュリー
香港 

会場となったホテル 238 Jaffe Road, 
Wanchai, 
Hong Kong 

852 2598 8888 http://www.novocom
/gb/hotel-3562-
novotel-hong-kong-
century/index.shtml 

 － 2012年11月21－22
日 

香港商談会 

Business Match-
Making of Japanese 
Agricultural Food 
Products in Hong 
Kong 

㈱JTB西日本 香港 商談会 

花園酒店 実施場所 

 
368 Huanshi Dong 
Lu Guangzhou 
Guangdong 510064, 
China 

(+86 20)83338999-
7225 

http://www.gardenhot
elguangzhou.com/ 

－ 2012年11月13日
（火） 

記念式典における農
畜水産物PRの実施 

ひょうごの美味し風土
拡大協議会（ひょうご
のうましFOODかくだ
いきょうぎかい） 

中国 ひょうご農畜水産物
展(展示)の開催 
広東省政府推薦バイ
ヤーとの商談会 

上海新国際博覧中心

Shanghai New 
International Expo 
Centre Co., Ltd. 
(SNIEC)  

実施場所 
展示会場 
 

2345 Longyang 
Road, Pudong New 
Area Shanghai 
P.R.C. 201204 

+86 21 28906888 
28906666 
 
E-mail： 
info@sniec.net   

http://www.sniec.net
/ 

－ 2015年11月11日
（水）～13日（金） 

FHC China 2015(上
海） 

華漢国際会議展覧
（上海）有限公司
（China International 
Exhibitions） 

中国 海にて開催される
「FHC China 2015」
は、3万人以上の来
場者が集まる中国最
大級の総合食品見本
市 

Hong Kong 
Convention and 
Exhibition Centre 
香港コンベンション＆
エキシビション・セン
ター 

実施場所 

 
1 Expo Drive, 
Wanchai, Hong 
Kong, China 

+852 2582 8888 http://www.hkcec.co
m/front-page 

・Relish the great 
taste of Spicy 
delicacies 
・Seafood Expo Asia  
・Restaurant & Bar 
Hong Kong 2015 (香
港餐飲展) 

2014年8月14日～18
日 

香港フードエキスポ

2014 
日本貿易振興機構 香港 香港で最大の食品見

本市 

2013年10月 香港インナーナショナ
ル・ワイン＆スピリッ
ツフェア 

日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構 
日本酒造組合中央会 

香港 日本産酒類の海外で
の販売開拓・拡大支
援のためのイベント 

銅鑼灣（コーズウェイ
ベイ）・香港日本人倶
楽部（香港日本人商
工会議所内） 

実施場所 

 
18-19F., 68 Yee Wo 
Street, Causeway 
Bay, HONG KONG 

(852) 2577-3669 http://www.hkjapanes
eclub.org/aboutclub/
map.html 

 － 2012年11月14日
（水） 

記念式典における農
畜水産物PRの実施 

ひょうごの美味し風土
拡大協議会（ひょうご
のうましFOODかくだ
いきょうぎかい） 

香港 香港事務所オープニ
ング式典での食材PR 
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  

TAITRA(中華民国対
外貿易発展協会) 

業者の対外貿易にお
ける開拓を支援する
ため、経済部が民間
商工団体と連携して
設立した公益財団法
人 

11012 台北市基隆路
一段333号5、6、7階 

886 - 2 – 27255200 https://www.foodtaip
ei.com.tw/ja_JP/index
.html 

2016年台北國際食
品見本市 

2013年6月 Food Taipei 日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 

台湾 日本産酒類の海外で
の販売開拓・拡大支
援のためのイベント 

大潤發RTマート 実施場所 

 
台北市内湖區舊宗路

1段128号 
實體賣場 客戶免費
專線：0800-010-020  

http://www.rt-
mart.com.tw/direct/ 

French Wine 
Festival 

2015年1月～2月 大手百貨店及び量販
店におけるＰＲイベン
ト及び試食宣伝活動 

一般社団法人青森県
りんご輸出協会 

台湾 キャンペーンイベント 

Wellcome 
Supermarket (頂好
超市) 

実施場所 
台湾の24時間スー
パー 

台北市士林區華齡街

175號2樓 
客服專
線:0800291261 

http://www.wellcome.
com.tw/wellcome/sto
re_1.jspx?id=21 

 － 同上 同上 同上 同上 同上 

SOGO廣三店 実施場所 
高級百貨店 

台中市西區臺灣大道
二段459號 

客服專線0800-
432372 

http://www.kssogo.c
om.tw/ 

－ 2014年12月20日
（土） 

大手百貨店及び量販
店におけるＰＲイベン
ト及び試食宣伝活動 

一般社団法人青森県
りんご輸出協会 

台湾 ステージイベント 

太平洋SOGO忠孝店 実施場所 
高級百貨店 

106台北市忠孝東路
四段45号  

(02) 2776 - 5555 (代
表)、(02) 2771 - 
3171 (代表) フリーダ
イヤル 0800 – 
212002 

https://www.sogo.co
m.tw/www/lang/jp/in
dex04.aspx 

愛媛物産展in台湾 

http://www.aifood.jp/
sys/pages/event/m2
00612/whats_new.ht
ml 

同上 同上 同上 同上 販促キャンペーン 

漢神百貨店巨蛋店 実施場所 

 
地址:高雄市左營區
博愛二路777號 

NO.777 BO-ai 2nd 
Rd., 
Zuoying District, 
Kaohsiung City 
813,Taiwan, R.O.C 

+886 0800-621-688 http://www.hanshinar
ena.com.tw/ 

夢幻寶石 山梨縣葡
萄展售會 

2014年12月21日
（日） 

大手百貨店及び量販
店におけるＰＲイベン
ト及び試食宣伝活動 

一般社団法人青森県
りんご輸出協会 

台湾 ステージイベント 

楓康超市中科店 実施場所 
スーパーマーケット 

台中市西屯區玉門路

368號 
服務專線（サービス
ホットライン）：

0424618227 

http://www.supermar
ket.com.tw/%E4%B8%
AD%E7%A7%91%E5%B
A%97-News4-15.html 

－ 2014年12月20日
（土） 

大手百貨店及び量販
店におけるＰＲイベン
ト及び試食宣伝活動 

一般社団法人青森県
りんご輸出協会 

台湾 ステージイベント 

JASONS Market 
Place 

実施場所 
スーパーマーケット 

B1F.(Taipei 101 
mall), No.45, Shifu 
Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 110, 
Taiwan (R.O.C.) 

0800-291-261 
 

http://www.jasons.co
m.tw/ENG/#about_jas
ons 

Hundred year Brand 
Fair-0805 

2015年1月～2月 大手百貨店及び量販
店におけるＰＲイベン
ト及び試食宣伝活動 

一般社団法人青森県
りんご輸出協会 

台湾 キャンペーンイベント 

CARREFOUR 
STORES (TAIWAN) 
CO., LTD.  

実施場所 
 
フランス系量販店カル
フール 

 － 0809-001-365 http://www.carrefour.
com.tw/ 

 － 2015年1月～2月 大手百貨店及び量販
店におけるＰＲイベン
ト及び試食宣伝活動 

一般社団法人青森県
りんご輸出協会 

台湾 キャンペーンイベント 
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
台北101 ビル（B1 南
方広場） 
 
台北世界貿易セン
タービル2F 

イベント会場 － － － － 北海道、青森県、岩
手県、秋田県、宮城
県、山形県、新潟県
の名産を試食販売 

Phoenix Japan ～北
海道・東北からのメッ
セージ～ 

【事務局】（社）東北経
済連合会  

台湾 経済産業省平成23 
年度地域経済産業活
性化対策費補助金 

松山文創園區4号倉
庫 

実施場所 
たばこ工場跡を利用
した文化総合施設 
 

台北市文化基金會 
松山文創園區營運中
心 

11072台北市信義區
光復南路133號 

 
(02)2765-1388  

http://www.songshan
culturalpark.org/ 

－ 2015年9月25～27日 2015 日本酒主義

Japanese Sake 
Exhibition 

桑提有限公司 
酒訊文化事業(股)公
司 
協力：酒與社會促進
責任會 

台湾 台湾での日本産酒
類・食体験イベント 



付属資料 B．日本食のプロモーション現地パートナー事例 （シンガポール 1/1）  

109 

現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
①MP International 
Pte Ltd 
 
②TSO MP インター
ナショナル 

①シンガポールの展
示会運営会社展示会
運営会社 
 
②日本国内の合弁会
社 

①20 Kallang 
Avenue 
 2nd Floor Pico 
Creative Centre 
 Singapore 339411 
 
②TSO International
株式会社  
 
〒160-0007 東京都
新宿区荒木町18-7 
四谷長岡ビル3Ｆ  
 

①+65 6297 2822 
 
② 03-5363-1701 

http://www.mpinetwo
rk.com 

Oishii Japan 2015 
 Date: 22-24 
October 2015 

2015年10月22-24日 Oishii JAPAN Oishii Japan実行委
員会（事務局：OJ 
Events Pte Ltd内） 

シンガポール 

 
ASEAN市場最大の
日本の食に特化した
見本市 

The Japan Council 
of Local Authorities 
for International 
Relations, 
Singapore (CLAIR, 
Singapore) 

地方自治体の海外共
同組織 

6 Battery Road #26-
01/02 
Singapore 049909  

(65) 6224 - 7927  http://www.clair.org.s
g/j/ 

日本ふるさと名産食
品展inバンコク 

2015年4月14日 「World Gourmet 
Summit」Opening 
Reception 

一般財団法人自治体
国際化協会（クレア） 

 

シンガポール 

 
今回で19 回目となる
このイベントに、石川
県が日本の地方自治
体の中で初めて出展。 

Suntec Singapore 
Convention & 
Exhibition Centre（サ
ンテック・シンガポー
ル） 

国際会議展示場 1 Raffles Boulevard, 
Suntec City, 
 Singapore 039593 

General Enquiries 
 +65 6337 2888 

http://www.suntecsin
gapore.com/#axzz3
hvdYOJEb 

－ 2015年10月22-24日 Oishii JAPAN Oishii Japan実行委
員会（事務局：OJ 
Events Pte Ltd内） 

シンガポール 

 
ASEAN市場最大の
日本の食に特化した
見本市 

シンガポール政府観
光局 

The Singapore 
Tourism Board 
(STB) 

政府観光局 Singapore Tourism 
Board 
 Tourism Court 
 1 Orchard Spring 
Lane 
 Singapore 247729 
 

(65) 6736 6622 https://www.stb.gov.
sg/about-stb/ 

－ 2015年10月22-24日 Oishii JAPAN Oishii Japan実行委
員会（事務局：OJ 
Events Pte Ltd内） 

シンガポール 

 
ASEAN市場最大の
日本の食に特化した
見本市 

SAMURAI FOODS 
PTE LTD 

日本アグリファーム
（株）の関連会社、シ
ンガポールでおにぎり
事業を行う。 

137 TELOK AYER 
STREET 
#05-07 
SINGAPORE 
(068602)  

http://agri-hd.com/ http://samurice.sg/ja Orchard高島屋B2で
開催されているALL 
NIPPON Delightsへ
の催事出店 

2015年3月6-20日 海外マーケティング調
査定性調査 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 
 
実施：SAMURAI 
FOODS PTE LTD 
実施：千田みずほ株
式会社 

シンガポール 

 
イベント販売 

マリオットシンガポー
ル 

Singapore Marriott 
Hotel 

実施場所 
ホテル 

320 Orchard Road 
,Singapore,238865  
 

+65 6735 5800 http://www.marriott.c
o.jp/hotels/travel/sin
dt-singapore-
marriott-tang-plaza-
hotel/ 

－ 2015年3月16日（月） World Japanese 
Rice Fair  in 
Singapore 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 

シンガポール 

 
プレス向け発表会、
食関連事業者・インフ
ルエンサー向け試食
会 
 
 

 

http://www.mpinetwork.com/
http://www.mpinetwork.com/
http://www.clair.org.sg/j/
http://www.clair.org.sg/j/
http://samurice.sg/ja
http://www.marriott.co.jp/hotels/travel/sindt-singapore-marriott-tang-plaza-hotel/
http://www.marriott.co.jp/hotels/travel/sindt-singapore-marriott-tang-plaza-hotel/
http://www.marriott.co.jp/hotels/travel/sindt-singapore-marriott-tang-plaza-hotel/
http://www.marriott.co.jp/hotels/travel/sindt-singapore-marriott-tang-plaza-hotel/
http://www.marriott.co.jp/hotels/travel/sindt-singapore-marriott-tang-plaza-hotel/
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  

National Association 
for the Specialty 
Food Trade 

主催者 全米スペ
シャルティ・フード小
売業協会 
メールマガジン
「Specialty Food 
News」に 
ジャパンパビリオンの
広告を掲載。 

NASFTは3,300のス
ペシャルティー食品会
社をメンバーとする 
非営利貿易団体 

136 Madison 
Avenue, 12th Floor 
New York, NY 
10016 

1-646-878-0301 https://www.specialt
yfood.com/specialty-
food-
association/about-
us/contact-us/ 

•Summer Fancy 
Food Show 
・Trends in Specialty 
Food 

2013年1月20日（日）
～22日（火） 

Winter Fancy Food 
Show 2013 

National Association 
for the Specialty 
Food Trade 
 
ジャパンパビリオン主
催：日本貿易振興機
構（ジェトロ） 

米国 米国西海岸最大級の
高級食材見本市 
ジャパンパビリオン設
置、料理デモ 

Azix, Inc.  
 

日本食を世界に発信
して行こうと食のイベ
ントやＮＹのストリート
を利用して日本食フェ
スティバル開催のコン
サルティング 

 

 45 West 46th 
Street, 3rd Floor, 
New York, NY 
10036  

212.661.3690   http://www.azix.net/a
bout/index.html 

・日本食材の「お茶」
の復興を中心に、日
本食文化・啓蒙イベン
トの企画・運営。 
・JRO / ザ・ナショナ
ル・レストラン・アソシ
エーション(NRA)
ショー 

2014年3月2日～4日 ニューヨーク国際レス
トラン＆フードサービ
スショー
（IRFS/International 
Restaurant & 
Foodservice Show 
of New York）
Takumi Japan 

日本食レストラン海外
普及推進機構（JRO）  
 
“TAKUMIJAPAN（匠
ジャパン）”全国商工
会連合会 

米国 北米最大規模を誇る
展示商談会 
 
ジャパンパビリオンに
おいて寿司、蕎麦、和
牛、旨味、お茶、日本
酒を紹介 

アメリカンアクセス社 日本人が米国で経営
するコンサルティング
＆コーディネート企業 

16233 Hartsook 
Street, Encino, CA 
91436 

818-907-9764 http://www.american
accessusa.com/Profil
e.html 

IMP (International 
Marine Products) 
Food Expo Los 
Angeles 2014 

2013年1月20日（日）
～22日（火） 

Winter Fancy Food 
Show 2013 

National Association 
for the Specialty 
Food Trade 
 
ジャパンパビリオン主
催：日本貿易振興機
構（ジェトロ） 

米国 米国西海岸最大級の
高級食材見本市 
ジャパンパビリオン設
置、料理デモ 

東京共同貿易株式会
社 

日本食、レストラン用
品および小売向け商
品の輸出業 

〒110-0016 東京都
台東区台東4丁目26
番4号 

03-3835-8101 (輸出
部） 

http://www.tmtc.co.jp
/ 

ヨーロッパでは、世界
最大のフードショー

"SIAL"、 "ANUGA"に 
毎年参加 

2013年8月 米ロサンゼルス日本
酒商談会 

日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
日本酒造組合中央会 

米国 日本酒や日本の食材
を中心に販売展開し
ている老舗貿易会社、
共同貿易の展示会
「共同貿易レストラン
エキスポ」

(http://www.kanto.m
eti.go.jp/webmag/se
ries/kaigai/images14
/1501kaigai2.pdf) 

https://www.specialtyfood.com/specialty-food-association/about-us/contact-us/
https://www.specialtyfood.com/specialty-food-association/about-us/contact-us/
https://www.specialtyfood.com/specialty-food-association/about-us/contact-us/
https://www.specialtyfood.com/specialty-food-association/about-us/contact-us/
https://www.specialtyfood.com/specialty-food-association/about-us/contact-us/
http://www.azix.net/about/index.html
http://www.azix.net/about/index.html
http://www.americanaccessusa.com/Profile.html
http://www.americanaccessusa.com/Profile.html
http://www.americanaccessusa.com/Profile.html
http://www.tmtc.co.jp/
http://www.tmtc.co.jp/


付属資料 B．日本食のプロモーション現地パートナー事例 （アメリカ 2/4）  

111 

現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
JOHN GAUNTNER 「酒サムライ」のジョ

ン・ゴントナー氏

JOHN GAUNTNER 

1-4-4 
Jomyoji,Kamakura-
shi,Kanagawa-ken 
248-0003 

(81) 467-23-6895 http://www.sake-
world.com/ 

Announcing the 19th 
Stateside – and 
32nd overall – 
Sake Professional 
Course  
To be held August 
17 to 19, 2015  
Miami Beach, 
Florida, 

2011年5月12日 食のプロ向けの日本
酒輸出促進イベント 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
 
共催：在シカゴ日本総
領事館 
共催：日本酒輸出協
会 

米国 日本酒についての講
義、日本酒と会う創作
料理を披露、日本酒
の試飲を実施 

毎年開催 日本酒の理解促進イ
ベント 

ジャパン・ソサエティ 
日本酒輸出促進協会
（SEA）と連携 

米国 日本酒全般の講演と
テイスティング 

柳橋隆氏 当地の有名シェフ 

Takashi Restaurant 
オーナー 
 

シカゴ市  － http://takashichicago
.com/home.php 

－ 2011年5月12日 食のプロ向けの日本
酒輸出促進イベント 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
 
共催：在シカゴ日本総
領事館 
共催：日本酒輸出協
会 

米国 日本酒についての講
義、日本酒と会う創作
料理を披露、日本酒
の試飲を実施 

ミツワマーケットプレイ
ス 

実施場所 
現地日系スーパー。 

21515 S. Western 
Avenue 
Torrance, CA 
90501, U.S.A.  

(310) 782-0335 http://www.mitsuwa.c
om/?lang=ja 

・東北復興応援フェア 
in LA（トーランス店） 
・北海道物産展（トー
ランス、サンノゼ、
ニュージャージー店） 

2014年2月1日（土） いわて物産フェア 岩手県 米国 牛肉をはじめ、米や
日本酒等を対象に、
知事のトップセールス
によるプロモーション
を展開 

Bonsoiree  
（オーナーシェフ、

Shin Thompson ） 

シカゴのミシュラン1つ
星レストラン 

 

2728 West Armitage 
Avenue, Chicago, IL 
60647 
 

－ http://www.redeyech
icago.com/restauran
ts-bars/redeye-
furious-spoon-
ramen-chicago-
20150305-story.html 

 － 2011年10月20日 食のプロ向けに日本
の緑茶の販売促進イ
ベント 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
 
共催：在シカゴ日本領
事館 

米国 緑茶を使った料理や
菓子づくりの実演 

The Royal Hawaiian, 
a Luxury Collection 
Resort 

会場となったホテル 

Monarch Roomを利
用 

Waikiki, 2259 
Kalakaua Ave, 
Honolulu, HI 96815 
アメリカ合衆国 

 

+1 808-931-7430 http://www.royal-
hawaiian.com/ 

－ 2013年3月19日 第２回「日本のふるさ
と食品商談会」米国・
ハワイ州会場 

「日本のふるさと食品
商談会」米国・ハワイ
州会場実行委員会 
日米協会、ホノルル
商工会議所、 
食品新聞社事務局 
エグジビション テクノ
ロジーズ 株式会社 
（日本企業） 

米国 日本食品の販路拡大
に適した魅力ある米
国・ハワイ州での商談
会。 

ジャビッツ・センター
（Jacob K. Javits 
Convention Center） 

実施場所 
ニューヨーク市マン
ハッタン内の大規模コ
ンベンション施設 

ニューヨーク市 － － － 2014年3月2日～4日 ニューヨーク国際レス
トラン＆フードサービ
スショー
（IRFS/International 
Restaurant & 
Foodservice Show 
of New York） 

日本食レストラン海外
普及推進機構（JRO）  
 
“TAKUMIJAPAN（匠
ジャパン）”全国商工
会連合会 

米国 北米最大規模を誇る
展示商談会 
 
ジャパンパビリオンに
おいて寿司、蕎麦、和
牛、旨味、お茶、日本
酒を紹介 

http://www.sake-world.com/
http://www.sake-world.com/
http://www.mitsuwa.com/?lang=ja
http://www.mitsuwa.com/?lang=ja
http://www.royal-hawaiian.com/
http://www.royal-hawaiian.com/


付属資料 B．日本食のプロモーション現地パートナー事例 （アメリカ 3/4）  

112 

現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
McCormick Place 
Convention Center 
マコーミック・プレース 

実施場所 
シカゴ国際展示会場 

 2301 S Martin 
Luther King Dr, 
Chicago, IL 60616 

+1 312-791-7000 http://www.mccormic
kplace.com/ 

・National 
Restaurant 
Association, 
Restaurant Hotel-
Motel Show  
・Sweets & Snacks 
Expo   

2015年5月16～19日 2015年 全米レストラ
ン協会（ＮＲＡ）ショー 

全米レストラン協会
（ＮＲＡ） 

米国 「ＵＭＡＭＩ（うまみ）」
パビリオンでメニュー
提案を行い、日本食
文化をアピール 

New School of 
Cooking 

実施場所 
ロサンゼルス近郊カ
ルバーシティーにある
料理学校 

8690 Washington 
Boulevard 
 Culver City, CA 
90232 

310-842-9702 http://www.newschoo
lofcooking.com/ 

－ 2014年11月13日 ジャパン・フード・
ショーケース 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
「日本食品マーケティ
ング拠点事業」の一
環 

米国 日本食品の試食・試
飲イベント 

Hawaii Convention 
Cent 
ハワイ・コンベンショ
ン・センター 

ハワイ・オアフ島ホノ
ルルにある会議施設 

1801 Kalakaua Ave, 
Honolulu, HI 96815 

Sean Coffey 
Director of Event 
Management 
 808.943.3570 

http://jp.hawaiiconve
ntion.com/Home.aspx 

Hawaii Food and 
Wine Festival  
09/12/2015-
09/12/2015  

2015年 THE JOY OF SAKE 
honolulu 2015 

全米日本酒歓評会 米国 日本酒の祭典 

2001年より毎年開催
されている「ジョイ・オ
ブ・サケ」は、日本国
外では最大の日本酒
利き酒イベント。ホノ
ルルで日本酒歓評会
を行い、ホノルルの他

2015年はラスベガス
で開催 

Caesars Palace Las 
Vegas Hotel and 
Casino 

ラスベガスを代表する
名門ホテル 

3570 Las Vegas 
Blvd South 
 Las Vegas, Nevada 
89109 

702-731-7110  https://www.caesars.
com/caesars-palace 

 － 同上 同上 同上 同上 同上 

The French Pastry 
School of Kennedy-
King College at City 
Colleges of Chicago 

シカゴの菓子料理学
校 
教授、シェフ、Della 
Gossett氏 
現在はSpago 
Beverly Hillsのシェフ 

226 W. Jackson 
Blvd. Ste. 106 
 Chicago, IL 60606 
 

312.726.2419 http://www.frenchpas
tryschool.com/ 

 － 2011年10月20日 食のプロ向けに日本
の緑茶の販売促進イ
ベント 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
 
共催：在シカゴ日本領
事館 

米国 緑茶を使った料理や
菓子づくりの実演 

Kendall College  
ケンドールカレッジ 

実施場所 
シカゴ市内の有名料
理学校 
 
ホテルマネジメント、
ホスピタリティ、料理
学部教育のトップス
クール 

900 N. North Branch 
Street 
Chicago, IL 60642 

 － http://www.kendall.e
du/ 
 
http://kendall.lhejapa
n.com/ 

 － 2011年5月12日 食のプロ向けの日本
酒輸出促進イベント 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
 
共催：在シカゴ日本総
領事館 
共催：日本酒輸出協
会 

米国 日本酒についての講
義、日本酒と会う創作
料理を披露、日本酒
の試飲を実施 

http://www.mccormickplace.com/
http://www.mccormickplace.com/
http://www.newschoolofcooking.com/
http://www.newschoolofcooking.com/
http://jp.hawaiiconvention.com/Home.aspx
http://jp.hawaiiconvention.com/Home.aspx
https://www.caesars.com/caesars-palace
https://www.caesars.com/caesars-palace
http://www.frenchpastryschool.com/
http://www.frenchpastryschool.com/
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Kendall College  
ケンドールカレッジ 

実施場所 
シカゴ市内の有名料
理学校 
 
ホテルマネジメント、
ホスピタリティ、料理
学部教育のトップス
クール 

900 N. North Branch 
Street 
Chicago, IL 60642 

－ http://www.kendall.e
du/ 
 
http://kendall.lhejapa
n.com/ 

Mod Mex by 
Chicago Gourmet 

2011年10月20日 食のプロ向けに日本
の緑茶の販売促進イ
ベント 

日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
 
共催：在シカゴ日本領
事館 

米国 緑茶を使った料理や
菓子づくりの実演 

Honolulu Japanese 
Chamber of 
Commerce 

ホノルル日本人商工
会議所 
 
 

 

2454 South 
Beretania Street, 
Suite 201 
 Honolulu, HI 96826 

 (808) 949-5531 － － 2013年3月19日 第２回「日本のふるさ
と食品商談会」米国・
ハワイ州会場 

「日本のふるさと食品
商談会」米国・ハワイ
州会場実行委員会 
日米協会、 
ホノルル商工会議所 
食品新聞社事務局 
エグジビション テクノ
ロジーズ 株式会社 
（日本企業） 

米国 日本食品の販路拡大
に適した魅力ある米
国・ハワイ州での商談
会。 

南カリフォルニア岩手
県人会 

 － PO BOX 5204, 
90510, U.S.A.  

(310) 214-9503 
 
Email: 
nankaiwatekenjinkai
@live.com  

https://www.faceboo
k.com/nankaiwate 

 － 2014年2月2～3日
（日） 

いわて物産フェア 岩手県 米国 牛肉をはじめ、米や
日本酒等を対象に、
知事のトップセールス
によるプロモーション
を展開 

ＪＥＴＲＯロサンゼルス  － 777, S.Figueroa 
Street, Suite 2650 
Los Angeles, CA 
90017, U.S.A.  

1-213-624-8855 https://www.jetro.go.j
p/jetro/overseas/us_l
osangeles.html 

Oishii Japan 2015 同上 同上 同上 同上 同上 

The Association of 
Bar and Lounge 
Establishments 
(TABLE) 

－ Washington, DC 
20011, US 

(202) 618-1734. http://www.bevbizexp
o.com/ 

The Beverage 
Business Expo  

2013年9月 the Holiday Buying 
Show 

日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
日本酒造組合中央会 

米国 日本産酒類の海外で
の販売開拓・拡大支
援のためのイベント 

ジャパンソサエティ
（日本協会） The 
Japan Society 

1907年にニューヨー
クで創立された全米
最大の日米交流団体 

333 East 47th Street 
New York, NY 
10017   

212.832.1155 http://www.japansoci
ety.org/ 

FOOD TALK 
 
 

毎年開催 日本酒の理解促進イ
ベント 

ジャパン・ソサエティ 
日本酒輸出促進協会
（SEA）と連携 

米国 日本酒全般の講演と
テイスティング 

https://www.facebook.com/nankaiwate
https://www.facebook.com/nankaiwate
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/us_losangeles.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/us_losangeles.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/us_losangeles.html
http://www.bevbizexpo.com/
http://www.bevbizexpo.com/
http://www.japansociety.org/
http://www.japansociety.org/
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 

名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の
食品関連の実績例  

Cross Media Limited 
 

日本企業・団体がイ
ギリスにおいてイベン
ト開催、展示会出展
などをする際に、現地
における設営・運営を
手伝った 
 

Ms.Eri Mizun 

1st Floor, 5-7 
Folgate Street, 
London E1 6BX UK 

+44 (0)20 7247 
9388  

http://www.crossmed
ia.co.uk/aboutus/abo
utus.html 

－ 年2回 

2014年7月25日～27
日 

「イート・ジャパン」 
酒エクスペリエンス 

SAKE AWARDS 
2015 
 

Cross Media Limited 
Eat-Japan 
 
日本事務局 
ハイパージャパン株
式会社 

英国 英国最大の日本イベ
ント 
「ハイパージャパン」
における欧州最大の
日本グルメフェスティ
バル 

Museum of Sake イギリス拠点の日本
酒PRエージェント。 
 
創設者キクヤナツキ
（菊谷なつき）氏 

 － nk@museumofsake.
co.uk 

http://www.museumo
fsake.co.uk/ 

 － 年2回 

2014年7月25日～27
日 

「イート・ジャパン」 
酒エクスペリエンス 

SAKE AWARDS 
2015 
 

Cross Media Limited 
Eat-Japan 
 
日本事務局 
ハイパージャパン株
式会社 

英国 英国最大の日本イベ
ント 
「ハイパージャパン」
における欧州最大の
日本グルメフェスティ
バル 

ExCel London 実施場所 
国際見本市会場 
 
アブダビ・ナショナル・
エキシビションズ・カン
パニー（Abu Dhabi 
National Exhibitions 
Company）が運営 
 
 

 

One Western 
Gateway, Royal 
Victoria Dock, 
Newham, London, 
E16 1XL 

020 7069 5000 http://www.excel-
london.co.uk/ 

・Food Entrepreneur 
Show 
・Street Food Live 
An exciting new 
exhibition and 
conference, entirely 
dedicated to street 
food 
・The Cake & Bake 
Show 
 

2013年3月17日（日）
～20日（水） 

The International 
Food and Drinks 
Event 2013 

Fresh Montgomery 
 
日本国内：Read ISG 
Japan 

英国 ２年に一度開催され
る英国最大のＢ to Ｂ 
食品見本市。 

Westmill Foods 現地流通関係者。

1965年Associated 
British Foodsの一部
門。 

Westmill Foods, 
26 Crown Road, 
Enfield, Middlesex, 
EN1 1DZ 

+44 (0) 208 345 
8100 

http://westmill.co.uk/  － 2015年2月23-24日 海外マーケティング調
査定性調査 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 
 
実施：千田みずほ株
式会社 

英国 流通面談・店頭調査 

Harro Foods Limited 現地流通関係者。伊
藤忠系列の日本食材
卸会社 

Oak Point 
Oakcroft Road 
Chessington 
Surrey 
KT9 1RH 
United Kingdom 

+44 20 8543 3343 http://www.harrofood
s.co.uk/ 

 － 2015年3月7-12日 海外マーケティング調
査定性調査 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 
 
実施：伊藤忠食料株
式会社 

英国 流通面談・店頭調査 

http://www.crossmedia.co.uk/aboutus/aboutus.html
http://www.crossmedia.co.uk/aboutus/aboutus.html
http://www.crossmedia.co.uk/aboutus/aboutus.html
mailto:nk@museumofsake.co.uk
mailto:nk@museumofsake.co.uk
http://www.museumofsake.co.uk/
http://www.museumofsake.co.uk/
http://www.excel-london.co.uk/
http://www.excel-london.co.uk/
http://westmill.co.uk/
http://www.harrofoods.co.uk/
http://www.harrofoods.co.uk/
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 

名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の
食品関連の実績例  

ノールヴィルパント展
示会会場 

実施場所 
パリ近郊展示会会場 

ZAC Paris Nord 2 
93420 Villepinte 
France 

+33(0) 
1.40.68.22.22 
 
Email: 
commercial@viparis
.com 

http://www.viparis.co
m/viparisFront/do/ce
ntre/paris-nord-
villepinte/en/Accueil?
id=84&lang=fr&change
Lang=true&newLang=
en 

 － 2014年10月19日
（日）～23日（木） 

食品見本市

SIAL2014（Salon 
International 
del'Agroalimentaire） 

クレアパリ事務所 
 
ジェトロがジャパン･パ
ビリオンを設置 

フランス 世界最大規模の食品
見本市 

VINEXPO SAS － 2, cours du XXX 
Juillet, 33074 
BORDEAUX 
CEDEX 

+ 33 5 56 56 00 22 http://www.vinexpo.c
om/en/ 

Vinexpo Hong Kong 2013年6月 VINEXPO 日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 

フランス 日本産酒類の海外で
の販売開拓・拡大支
援のためのイベント 

Pierre Gagnaire パリの8区、バルザッ
クにあるミシュラン三
つ星レストラン「ピ
エール・ガニェール」
のオーナー・シェフ 

Pierre Gagnaireシェ
フ 

6,rue Balzac, 75008 
Paris, France  

－ www.pierre-
gagnaire.com 

－ 2014年7月7日 日本産農水産物・食
品輸出商談会 in ドイ
ツ（牛肉） 

ジェトロ フランス 日本産牛肉のプロ
モーションイベント 

Le Parc Les 
Crayères（ル・パル
ク・レ・クレイエール） 

シャンパーニュ地方

Reims（ランス） にあ
るミシュラン二つ星レ
ストランのPhillip Mille
シェフ 

64 Boulevard Henry 
Vasnier 51100 
Reims  

－ － － 同上 同上 同上 同上 同上 

Restaurant KEI パリでミシュラン一つ
星を獲得した日本人
シェフ小林圭シェフ 

 

5 rue Coq Héron 
75001 Paris - 

01 42 33 14 74 http://www.restauran
t-kei.fr/welcome-
japan.html 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

mailto:commercial@viparis.com
mailto:commercial@viparis.com
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/paris-nord-villepinte/en/Accueil?id=84&lang=fr&changeLang=true&newLang=en
http://www.vinexpo.com/en/
http://www.vinexpo.com/en/
http://www.pierre-gagnaire.com/
http://www.pierre-gagnaire.com/
http://www.restaurant-kei.fr/welcome-japan.html
http://www.restaurant-kei.fr/welcome-japan.html
http://www.restaurant-kei.fr/welcome-japan.html
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  

メッセ･ベルリン日本
代表部 

10日間、前回ケルン

ANUGAでお会いした
河野氏にアシストして
頂きドイツ語翻訳から
具の調理、炊飯など
多くの面でサポート 

〒102-0075 
東京都千代田区 
三番町2-4三番町 

KSビル 在日ドイツ
商工会議所内 

03-5276-8730 
 
Email: info@messe-
berlin.jp 

http://www.messe-
berlin.jp/profil/daihyo
u.html 

・FRUIT LOGISTICA 
国際果実･野菜マー
ケティング展 

www.fruitlogistica.co
m 
・ASIA FRUIT 
LOGISTICA アジア
国際果実・野菜マー
ケティング展 

www.asiafruitlogistic
a.com 

2014年1月17日～26
日 

国際農業食品展 

GRUNE WOCH 
(International Green 
Week/IGW)  

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 

 

ドイツ ベルリン国際緑の週
間 Grune Woche｣は
1926年に始まった世
界的に知られる食品・
農業・園芸の国際的
見本市。今回は第79
回目を迎えた。こちら
で日本のブースが出
展するのは11年ぶり 

 

Messe Berlin GmbH  実施場所 

 
Messedamm 22, 
14055 Berlin, 
Germany  

+49 30 3038 0  http://messe-
berlin.com/ 

・ASIA FRUIT 
LOGISTICA Hong 
Kong 

同上 同上 同上 同上 同上 

ベルリン・マリティムホ
テル 

Maritim Hotel Berlin 

実施場所 
 

Stauffenbergstraße 
26, 10785 Berlin 

Event Service 
Phone +49 (0) 30 
2065-1436 
 
Email: 
meeting.ber@mariti
m.de 

http://www.maritim.c
om/en/meetings-
and-
events/germany/hote
l-berlin/meetings-
celebrations#hotel_co
ntent 

－ 2015年1月16日（金）  TASTE OF JAPAN 
‐WAGYU/TEA/RICE
‐ Discover 
Japanese Food 
Ingredients for your 
Business 

全日本コメ・コメ関連
食品輸出促進協議会 
日本畜産物輸出促進
協議会 
日本茶輸出促進協議
会 

ドイツ 欧州で今回初めてと
なる、コメ・牛肉・日本
茶の輸出重点3品目
のコラボレーションに
よるプロモーションイ
ベント 

日本料理レストラン
「NAGAYA」 

ドイツで日本料理レス
トランとして唯一ミシュ
ランの星を持つ長屋
佳澄シェフ。 

Klosterstr. 42 , 
40211 Düsseldorf 

+49 211 863 96 36 http://nagaya.de/ind
ex.php?id=10 

－ 2014年7月3日 日本産農水産物・食
品輸出商談会 in ドイ
ツ（牛肉） 

ジェトロ ドイツ 日本産牛肉のプロ
モーションイベント 

Steffen Hensslerシェ
フ  

ドイツのテレビでとて
も有名なシェフ  

－ － － － 同上 同上 同上 同上 同上 

ケルンメッセ株式会社 ヨーロッパやアジア地
域への進出や、各
マーケットでのブラン
ディング強化を目指し
ている企業様の見本
市参加を斡旋 

〒150-0013 
東京都渋谷区恵比寿

1-13-6 
恵比寿ISビル5階 

03-5793-7770 http://www.koelnmes
se.jp/anuga/ 

Anuga 世界食品メッ
セ 

Coffeena 国際コー
ヒー見本市 
などなど多数 

2013年10月 ANUGA 2013 日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
農林水産省 

ドイツ 隔年で開催される世
界最大の食品メッセ

(アヌーガ世界食品
メッセ） 

日本料理レストラン
「NAGAYA」 

ドイツで日本料理レス
トランとして唯一ミシュ
ランの星を持つ長屋
佳澄シェフ。 

Klosterstr. 42 , 
40211 Düsseldorf 

+49 211 863 96 36 http://nagaya.de/ind
ex.php?id=10 

－ 2012年3月12日  日本酒・日本食を世
界の人へ - 地酒試飲
＆ディナー  

JFC EUROPEグ
ループ 

ドイツ 極上の日本酒と日本
料理の魅力を余すと
ころなく紹介するイベ
ント 

mailto:info@messe-berlin.jp
mailto:info@messe-berlin.jp
http://www.messe-berlin.jp/profil/daihyou.html
http://www.messe-berlin.jp/profil/daihyou.html
http://www.messe-berlin.jp/profil/daihyou.html
http://www.asiafruitlogistica.com/
http://www.asiafruitlogistica.com/
http://messe-berlin.com/
http://messe-berlin.com/
mailto:meeting.ber@maritim.de
mailto:meeting.ber@maritim.de
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://www.maritim.com/en/meetings-and-events/germany/hotel-berlin/meetings-celebrations
http://nagaya.de/index.php?id=10
http://nagaya.de/index.php?id=10
http://www.koelnmesse.jp/anuga/
http://www.koelnmesse.jp/anuga/
http://nagaya.de/index.php?id=10
http://nagaya.de/index.php?id=10
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
MRT 
FOODS(THAILAND) 
CO.,LTD 

輸入商社兼コーディ
ネーター 
 
株式会社 エム・アー
ル・ティー・ジャパンの
タイ法人 

88,PASOTOWER,2
2F,B3 SILOM 
ROAD,  
 
SURIYAWONGSE,B
ANGRAK,BANGKO
K 10500 

日本国内連絡先 
052-903-5401 

http://www.mrt-
japan.jp/group.html 

タイにて、三重県フェ
ア開催(2014.12.4-
12.10) 
福島県桃フェア、タイ
にて開催中！

(2014.8.4) 

2014年11月14日
（金）～24日（月） 

日本ふるさと名産食
品展 In バンコク 

一般財団法人自治体
国際化協会 
 
委託運営 
株式会社JTB西日本 

タイ 訪日旅行を検討して
いるタイ人が多く集ま
る場で地域産品のPR 
をすることで、観光と
物産を組み合わせて
総合的に地域の魅力
をアピール 

The Mall Tha phra 実施場所2 
The Mall の郊外型店
舗 

99 Ratchadaphisek 
Road, Dao 
Khanong, Bangkok 
10600 

+66 2 477 9549  － 地下1階 ホームフレッ
シュマート 

同上 同上 同上 同上 同上 

Siam Paragon (サイ
アムパラゴン) 
 
SIAM PARAGON 
DEVELOPMENT 
CO.,LTD. 

実施場所1 
東南アジア最大級の
ショッピングモール 
 

 

991/1 1st Floor, 
Rama I Road, 
Bangkok 10330 
Thailand 

+66 2 610 8000 http://www.siamparag
on.co.th/index.php 

食品展開催フロア：

Ground Floor グルメ
マーケット 

同上 同上 同上 同上 同上 

Siam Paragon (サイ
アムパラゴン) 
 
SIAM PARAGON 
DEVELOPMENT 
CO.,LTD. 
 

実施場所 
東南アジア最大級の
ショッピングモール 
 

 

991/1 1st Floor, 
Rama I Road, 
Bangkok 10330 
Thailand 

+66 2 610 8000 http://www.siampara
gon.co.th/index.php 

食品展開催フロア：

Ground Floor グルメ
マーケット 

2013年11月8日（金）
～17日（日） 

日本ふるさと名産食
品展 in バンコク 

一般財団法人自治体
国際化協会（クレア） 

 

タイ これまで上海と香港
で実施してきたが、近
年のアセアン地域へ
の販路開拓に対する
機運の高まりを受け、
今回、初めてタイの首
都バンコクにある大
型百貨店「サイアム・
パラゴン」で開催する
こととした。バンコクの
百貨店では生産者が
直接販売する催事は
通常行われていない。 

セントラルフードホー
ル (セントラル チット
ロム内)（Central 
Food Hall Chidlom） 
 

Central Chidlom 

実施場所 
現地資本の大手小売
グループが展開する
デパート食品売り場 

Pheonjit Rd., 
Lumpini, 
Pathumwan, 
Bangkok 10330 

+66 2-6557648-52 
#101, 302 

http://www.centralfo
odhall.com/EN/store
/index.html 

Taste of Japan 2013 
: From Hokkaido 
Fair 

2013年９月18日～10
月２日の15日間 

タイ王国における『千
葉フェア』開催および
千葉県PR事業 

千葉県 タイ 現地で行われた旅行
博（TITF: Thai 
International Travel 
Fair）への出展、大手
小売店における県産
品のPR等を実施。
「千葉の梨」が広く浸
透するまで、粘り強く
プロモーションを継続
していく。 

誠屋（まことや） 実施場所 
現地業務用日本食材
小売店 

941 Sukhumvit 
Road, Klongton 
Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 
Thailand 

+66 2 258 1029 https://www.faceboo
k.com/makotoya.th/ti
meline?ref=page_inter
nal 

千葉県食品展示即売
会 

2015年年2月6日
（金）～2月19日（木） 

水産物プロモーション 千葉県、千葉県漁業
協同組合連合会と連
携 

タイ レストラン関係者を主
な対象に、海外にお
いて初めてとなる水
産物を中心としたプロ
モーション 

http://www.mrt-japan.jp/group.html
http://www.mrt-japan.jp/group.html
http://www.siamparagon.co.th/index.php
http://www.siamparagon.co.th/index.php
https://www.facebook.com/makotoya.th/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/makotoya.th/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/makotoya.th/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/makotoya.th/timeline?ref=page_internal
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Jakarta International 
Expo, Kemayoran 
(JIExpo) 

実施場所 

 
Arena PRJ 
Kemayoran Jakarta 
10620  

1-646-878-0301 https://www.jetro.go.j
p/j-
messe/center/indone
sia.html 

・FOOD & HOTEL 
INDONESIA 2015  
・Food Ingredients 
(Fi) Asia 2012  

2013年8月28日～31
日 

INTERFOOD 
INDONESIA,2013 

PT.KRISTAMEDIA 
PRATAMA 
インドネシア見本市企
業協会 （ASPERAPI
）のメンバー企業 

インドネシア 日本からの出展企業
は数社程度 

AGILITY FAIRS & 
EVENTS 

オフィシャル・フォワー
ダー 

Secure Building Unit 
# C 
Jl. Raya Protokol 
Halim 
Perdanakusuma 
Jakarta 13610 
Indonesia 

+62 21 2852 9000 http://www.agility.co
m/EN/countries/Pag
es/Indonesia.aspx 

HOFEX 2017 
 HOFEX – the 
region’s leading 
food and hospitality 
 
INDFOOD & HOTEL 
INDONESIA 2013 

同上 同上 同上 同上 同上 

H-XPO MANDIRI 
INTERNATIONAL 

オフィシャル・フォワー
ダー 
 

EXHIBITION 
FREIGHT CO-
ORDINATION 

Komplek Griya 
Kemayoran Unit FC-
06 
Jl. Industri Raya 
No.9-11, Gunung 
Sahari, 
Jakarta Pusat 
10720, INDONESIA 

+6221-6251021 
 
Mr. Pepen R 
Director 
Email : pepen@h-
xpomandiri.com 

http://www.h-
xpomandiri.com/ 

・INDFOOD & HOTEL 
INDONESIA 2013 

同上 同上 同上 同上 同上 

VISSASA PARAMA 
NATI 

オフィシャル・フォワー
ダー 

Duta Garden 
Square Blok A.9 
Jl. Husein 
Sastranegara 
Tangerang 15124 
Indonesia 

+62 21 54370666; 
+628128404355 

http://www.vissasa.c
om/ 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

Free Trade Logistics オフィシャル・フォワー
ダー 
非保税展示場での出
店貨物取扱 

Duta Garden 
Square Blok A.9 
Jl. Husein 
Sastranegara 
Tangerang 15124 
Indonesia 

- http://www.vissasa.c
om/index.php/about-
us/about-pt-free-
trade-logistics 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

PT.WANINDO 
PRIMA 

公式施行業者
（Official Contractor)
として指定 

 

Jl. Haji Aseni No. 88 
Semanan Kalideres 
Jakarta Barat DKI 
Jakarta, 11850, 
Indonesia 

+ 62 21 54376477 
(Hunting) 

http://www.indoprima
.com/contact-us/ 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Indonesia.aspx
http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Indonesia.aspx
http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Indonesia.aspx
mailto:pepen@h-xpomandiri.com
mailto:pepen@h-xpomandiri.com
http://www.h-xpomandiri.com/
http://www.h-xpomandiri.com/
http://www.vissasa.com/
http://www.vissasa.com/
http://www.vissasa.com/index.php/about-us/about-pt-free-trade-logistics
http://www.vissasa.com/index.php/about-us/about-pt-free-trade-logistics
http://www.vissasa.com/index.php/about-us/about-pt-free-trade-logistics
http://www.vissasa.com/index.php/about-us/about-pt-free-trade-logistics
http://www.indoprima.com/contact-us/
http://www.indoprima.com/contact-us/
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Jakarta International 
Expo, Kemayoran 
(JIExpo) 

実施場所 

 
Arena PRJ 
Kemayoran Jakarta 
10620  

1-646-878-0301 https://www.jetro.go.j
p/j-
messe/center/indone
sia.html 

－ 2013年4月10日～13
日 

FOOD & HOTEL 
INDONESIA 2013 

Pamerindo 
Indonesia  
 

インドネシア 日本企業の出展実績 

2013年見本市出展
企業リスト上では、14
社ある。 

PT.ROGERS 
KARYA GELAR 

オフィシャル・フォワー
ダー 

Yunni  62 21 420 5430  http://rerogers.com/
contact_list.asp?Scop
e=International 

・FOOD & HOTEL 
INDONESIA 2013  

同上 同上 同上 同上 同上 

PT.SRI LANGKA オフィシャル・フォワー
ダー 

Jal. Gunung Sahari 
Raya No. 33 
Jakarta 10720 
Indonesia 

+62 (0)216391769 － － 同上 同上 同上 同上 同上 

PT.AGILITY(FAIR & 
EVENTS) 

オフィシャル・フォワー
ダー 
日本 の輸送業者との
提携 
英国の子会社で、

AGILITY GIL FAIRS 
& EVENTSの子会社
で、日本には同グ
ループ会社としてアジ
リティ株式会社がある 

Secure Building Unit 
# C 
Jl. Raya Protokol 
Halim 
Perdanakusuma 
Jakarta 13610 
Indonesia 

+62 21 2852 9000 http://www.agility.co
m/EN/countries/Pag
es/Indonesia.aspx 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

CITY NEON INDO 
INDAH MURNI 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl. Perdana Kav. K 
No. 143 
Jakarta Barat 11460  

(021) 568 8630  http://www.cityneoni
ndo.com/contact 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

PENTAWIRA CIPTA 
INDONESIA 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl. H. Benyamin 
Sueb Kav. C. 2-3 
Kota Baru – Bandar 
Kemayoran 
Jakarta 10620 - 
Indonesia 

+62 (21) 645 0030 http://www.pentawira
.com/contacts.php?m
enu=6 

Smesco Fesyen, 
Food & Packaging 
Expo 2014 

同上 同上 同上 同上 同上 

PT.WANINDO 
PRIMA 
(INDOPRIMA 
DISAIN) 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl. Haji Aseni No. 88 
Semanan Kalideres 
Jakarta Barat DKI 
Jakarta, 11850, 
Indonesia 

+ 62 21 54376477 
(Hunting) 

http://www.indoprim
a.com/contact-us/ 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

PT.KUSUMA INTI 
MURTI(KIM) 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl. Cideng Barat No 
95B 
Jakarta Barat 10150 

62-21 3854893 http://kim-
exhibition.net/contac
t.php 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

PSAMUDRA DYAN 
PRAGA 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl.Pahlawan 
Revolusi 74 
Jakarta 13430 - 
Indonesia 

+6221 8604622  http://www.samudra.
co.id/new/ho.php 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe/center/indonesia.html
http://rerogers.com/contact_list.asp?Scope=International
http://rerogers.com/contact_list.asp?Scope=International
http://rerogers.com/contact_list.asp?Scope=International
http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Indonesia.aspx
http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Indonesia.aspx
http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Indonesia.aspx
http://www.cityneonindo.com/contact
http://www.cityneonindo.com/contact
http://www.pentawira.com/contacts.php?menu=6
http://www.pentawira.com/contacts.php?menu=6
http://www.pentawira.com/contacts.php?menu=6
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Expo Depot 
International PT 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl Raya Serpong Km 
7 Kompl Multiguna 
Kav A/2; 
TANGERANG; 
BANTEN  

021-5399585 - － 2013年4月10日～13
日 

FOOD & HOTEL 
INDONESIA 2013 

Pamerindo 
Indonesia  
 

インドネシア 日本企業の出展実績 

2013年見本市出展
企業リスト上では、14
社ある。 

GRIYA DESIGN 指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jl. Raya Kranggan 
No.19 C. 
Jatisampurna,Pondo
k Gede. Jakarta 
17433, Indonesia. 

+62 21 844 0201 http://www.griyadisai
n.co.id/ 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

PT.TRI EKSIS 
INDONESIA 

指定パビリオン設計・
施工管理業者 

Jalan Raya Curug 
Sangereng No.2 
Gading Serpong, 
Tangerang 
Indonesia 

+62 21 5422 0155 
58  

http://www.trieksis.c
om/ 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

Jakarta Convention 
Center, Senayan 

実施場所 

 
Jl. Jend. Gatot 
Subroto, Jakarta 
10270 
 
P.O. Box 4916, 
Jakarta 10049, 
Indonesia 

+62 (21) 5726000  http://www.jcc.co.id/ The 14th Agro & 
Food Expo   

2013年5月23日～26
日 

AGRO & FOOD 
EXPO 2013 

PT.Wahayu Promo 
Citra 
 

インドネシア 過去この見本市に出
展した日本企業はな
い 

PT.SCHENKER 
PETROLOG 
UTAMA 

オフィシャル・フォワー
ダー。 
ドイツのDB 
SCHENKER社の子
会社 

Wisma Raharja 5th 
Fl, Jl. TB. 
Simatupang 
Jakarta Selatan 
12560 
Indonesia 

+62 21 788 43 788 https://www.dbschen
ker.co.id/log-id-
en/company/About_P
T_Schenker_Petrolog_
Utama/QHSSE_Policy
.html 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

PT.PENTAWIRA 
CIPTA INDONESIA 

指定パビリオン設計・
施工管理・施工業者 

Jl. H. Benyamin 
Sueb Kav. C. 2-3 
Kota Baru – Bandar 
Kemayoran 
Jakarta 10620 - 
Indonesia  

+62 (21) 645 0030 http://www.pentawira
.com/index.php?menu
=1 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

Grand City Expo 
Surabaya 

実施場所 

 
2nd fl Grand City 
Convex, Surabaya 
Indonesia 

+62 31 545 9000 
(Hunting) 

https://www.grandcit
ysurabaya.com/index.
php 

 East Food 
Indonesia & East 
Pack Surabaya   

2014年11月14日
（金）～16日（日） 

Indonesia 
International 
Agricultural 
Machinery Expo 
2014 

PT.Kerabat Dyan 
Utama(Radystama) 

インドネシア インドネシア第２の都
市Surabaya（スラバ
ヤ）初となる農業機
械・資材に関する展
示会 

http://www.trieksis.com/
http://www.trieksis.com/
http://www.jcc.co.id/
https://www.dbschenker.co.id/log-id-en/company/About_PT_Schenker_Petrolog_Utama/QHSSE_Policy.html
https://www.dbschenker.co.id/log-id-en/company/About_PT_Schenker_Petrolog_Utama/QHSSE_Policy.html
https://www.dbschenker.co.id/log-id-en/company/About_PT_Schenker_Petrolog_Utama/QHSSE_Policy.html
https://www.dbschenker.co.id/log-id-en/company/About_PT_Schenker_Petrolog_Utama/QHSSE_Policy.html
https://www.dbschenker.co.id/log-id-en/company/About_PT_Schenker_Petrolog_Utama/QHSSE_Policy.html
https://www.dbschenker.co.id/log-id-en/company/About_PT_Schenker_Petrolog_Utama/QHSSE_Policy.html
http://www.pentawira.com/index.php?menu=1
http://www.pentawira.com/index.php?menu=1
http://www.pentawira.com/index.php?menu=1
https://www.grandcitysurabaya.com/index.php
https://www.grandcitysurabaya.com/index.php
https://www.grandcitysurabaya.com/index.php
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
ミャンマーレストラン
協会  

 － No-40/42, 5th Floor, 
Bo Soon Pat Street, 
Pabedan Township, 
Yangon, Myanmar.  

+(95-1) 538895  http://www.myanmar
-
restaurantassociation.
com/ 

Asean Skills 
Competition 
Myanmar 2014 
2nd Myanmar 
Bartender 
Championship 2015 

2015年2月1日 JRO  International 
Symposium & Menu 
Proposal Business 
Meeting  

日本食レストラン海外
普及推進機構（JRO）  

ミャンマー  「世界で拡大する日
本食およびフード
サービス産業の成長
戦略」をテーマにした
国際シンポジウム、メ
ニュー提案会  

PARKROYAL 
YANGON 
 

ホテル 
日本食メニュー試食
会 
日本料理長 本宮金
雄 

33 Alan Pya Phaya 
Road | Dagon 
Township, Yangon 
(Rangoon) 11191, 
Myanmar  

+95 1 250 388 http://www.parkroyal
hotels.com/ja/hotels-
resorts/myanmar/yan
gon.html 

－ 同上 同上 同上 同上 同上 

http://www.myanmar-restaurantassociation.com/
http://www.myanmar-restaurantassociation.com/
http://www.myanmar-restaurantassociation.com/
http://www.myanmar-restaurantassociation.com/
http://www.parkroyalhotels.com/ja/hotels-resorts/myanmar/yangon.html
http://www.parkroyalhotels.com/ja/hotels-resorts/myanmar/yangon.html
http://www.parkroyalhotels.com/ja/hotels-resorts/myanmar/yangon.html
http://www.parkroyalhotels.com/ja/hotels-resorts/myanmar/yangon.html
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Maido Enterprises 
Pvt.Ltd(maidoindia) 

日本製品の輸入・販
売、PR、各種イベント 

C/503, Eastern 
Court, 
Tejpal Road, Vile 
Parle East. 
Mumbai 400057. 
India 

+91-22-
26109975/76 

http://www.maidoindi
a.com/ 

Cool Japan Festival 
2014 

2014年1月17日（金）
～19日（日） 

クール・ジャパンフェ
スティバル2014 

株式会社LA 
DITTA(ラ・ディッタ、
所在地：東京都港区、
代表取締役：小里博
栄) 
後援：在ムンバイ日本
国総領事館 
後援：日本貿易振興
機構（JETRO） 

インド 3日間で10万人以上
が来場するインド最
大の日本見本市。 
今年度事業としてム
ンバイ・デリーの2都
市で日本食普及事業
を展開している農林
水産省が日本食の

PRを行いインド進出・
シェア拡大を目指す
日本企業を後押しし
ます。 

LA DITTA 
SINGAPORE PTE 
LTD 

日本文化・製品のPR、
各種イベント 

シンガポール NA NA  － 同上 同上 同上 同上 同上 

High Street Phoenix 
ハイストリートフェニッ
クス 

実施場所 
インド・ムンバイ市内
のショッピングモール 

462, Senapati Bapat 
Marg, 
Lower Parel (West), 
Mumbai - 400 013.  
India 

+91 22 4333 9999 
 
info@highstreetpho
enix.com 

http://www.highstree
tphoenix.com/ 

Phoenix Food 
Festival 

同上 同上 同上 同上 同上 

http://www.maidoindia.com/
http://www.maidoindia.com/
mailto:info@highstreetphoenix.com
mailto:info@highstreetphoenix.com
http://www.highstreetphoenix.com/
http://www.highstreetphoenix.com/
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現地パートナー  実施年月  イベント名  実施主体  実施国 概要 
名称  パートナー補足情報 住所  連絡先  ホームページ ホームページ記載の

食品関連の実績例  
Japan World ビシケク市にある株

式会社「ペリーレッド」
出資の日系企業：ペ
リーレッド・キルギス
会社を設立すると共
にJAPAN WORLと言
う店舗を開設 

－ － ペリーレッド株式会社  
http://www.prj-
japan.com/jp/about_
us.html 

－ 2012年12月1日 在キルギス日本国大
使公邸における「和歌
山県物産プロモーショ
ン」の開催 

在キルギス日本国大
使館 

キルギス 外務省支援の日本
食・食文化の普及支
援事業のひとつ 

SIAL Brasil － Rua Bela Cintra 
967 - 11º and. - cj. 
111 
São Paulo, SP 
CEP 01415-000 
BRASIL 

+ 55 11 3598-7800 http://www.sialbrazil.
com.br/en/ 

 － 2013年6月 SIAL Brasil 日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 

ブラジル 日本産酒類の海外で
の販売開拓・拡大支
援のためのイベント 

主催：Malaysian 
Exhibition Services 
Sdn Bhd (MES) 
実施場所：Kuala 
Lumpur Convention 
Centre 

－ 主催：Suite 1401, 
14th Floor, Plaza 
Permata, 
Jalan Kampar, Off 
Jalan Tun Razak 
50400 Kuala 
Lumpur 
実施場所：Jalan 
Pinang 50450 Kuala 
Lumpur, Wilayah 
Persekutuan Kuala 
Lumpur, Malaysia 

主催：+ 603 4041 
0311 

http://www.foodandh
ocom/home/index.ph
p 

主催：FHM 2015 
 
 The 13th Malaysian 
International 
Exhibition of Food, 
Drinks, Hotel, 
Restaurant & 
Foodservice 
Equipment, 
Supplies, Services & 
Related Technology 

2013年9月 Food & Hotel 
Malaysia (FHM) 

日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
日本貿易振興機構
（ジェトロ） 
農林水産省 

マレーシア マレーシア最大級の
国際総合食品見本市 

IFEMA (Feria de 
Madrid) 

－ Feria de Madrid, 
Madrid, Spain 

(+34) 91 722 30 00 http://www.ifema.es/
fitur_06/ 

・SALÓN DE 
GOURMETS  
International event 
certified by the UFI 
International Fine,  
Food and Beverage 
Fair 
・EXPOHALAL 
SPAIN 
Mediterranean 
Food, Tourism & 
Lifestyle Exhibition 

2014年1月 FITUR 日本産酒類の輸出促
進連絡会議 
観光庁 
日本政府観光局
（JNTO）  

スペイン 欧州最大規模の国際
観光見本市 

http://www.sialbrazil.com.br/en/
http://www.sialbrazil.com.br/en/
http://www.foodandhocom/home/index.php
http://www.foodandhocom/home/index.php
http://www.foodandhocom/home/index.php



