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■ 実施国概況

首都

時差

面積

：

：

：

北京

－１時間

約960万平方キロメートル（日本の約25
人口

言語
： 約13億人
漢語（中国語）言語

宗教
：

：

漢語（中国語）

仏教・イスラム教・キリスト教など

気候 ： 北京は日本の岩手県とほぼ同緯度で、

季節風気候で、日本の四季よりもその

も寒く気温は氷点下となり、かなり乾燥

い日が多い。

食文化 ： 基本は中華料理 他方 所得の向上に

■ 事業概要

実施国（都市） 中華人民共和国 （北京）

食文化 ： 基本は中華料理。他方、所得の向上に

している。多様な食文化を受け入れる気

実施国（都市）

日時

行事名

会場

主催

出席者

：

：

：

：

：

：

中華人民共和国 （北京）

２０１０年１月２１日（木）１４：００～１６：

料理関係者向け日本産米食材提案会

中国大飯店

中国向け新潟米輸出促進協議会、日本

約５０名（ホテル・レストラン関係者、中

日時

行事名

会場

主催

出席者

：

：

：

：

：

２０１０年１月２２日（金）～２４日（日）１

高級百貨店における試食宣伝会

新光天地食品売場（現地高級百貨店）

日本国在中国大使館、中国向け新潟米

約５,０００名（一般消費者）

実施概要 （２１日）実施概要 ： （２１日）

1. ５つ星お米マイスター金子真人氏

毎の特性、おいしい食べ方など米に

り「日本の食文化紹介（米）」をテー

2. 試食ブースには、のぼり、横断幕

万」の料理人が炊き、巻き寿司に加

供した。りんご、梨は試食用に一口供した。りんご、梨は試食用に 口

されたPOPカードを設置及び配布し

また、中国向け新潟米輸出促進

供した（約１０数名分）。開始前３０分

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

5倍）

、その気候は典型的な大陸性

違いがはっきりしている。夏は暑くて雨がよく降り、冬はとて

燥する。春と秋は短いが、秋は北京秋天とも言われ天気のよ

に伴い 日本料理をはじめとする高級料理での消費も増加に伴い、日本料理をはじめとする高級料理での消費も増加

気質がある。

００

本国在中国大使館、農林水産省

国側マスコミ関係者）

１：００～１８：００

米輸出促進協議会、農林水産省

氏（※米の専門家として小学校、テレビ番組等に赴き、品種

に関する幅広い知識を駆使し、米の魅力を伝えている。）よ

ーマに講演。

幕、パンフレットを設置。米は、中国大飯店の日本料理「なだ

加えて一人一人に茶碗一杯分の十分な量を試食用として提

口大にカットし、付近に食材説明及び提供者連絡先が記載口大にカットし、付近に食材説明及び提供者連絡先が記載

し、更にアンケートも実施した。

進協議会は、来場者に対して、先着順に日本産米１袋を提

分間は、新潟県の観光広報DVDも放映した。
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実施概要 ： （２２～２４日）

1. 百貨店内の食品売場入口において、

分けてブースを設置し、積極的な試食提

した。

■ 事業概要

2. 米については、現地の日本人料理人

ど多様な料理に用いた形で試食提供を

農産物・食品については、りんご及び梨

食提供するというスケジュールで実施し

3. 展示ブースには、のぼり、横断幕、パン
POPカードを配布した。更にアンケート
（下記*1参照）や抹茶クッキーを入れた（下記 1参照）や抹茶クッキーを入れた

■ 提供メニュー

使用食材使用食材

りんご（世界一） 杰希

梨（愛宕梨） 杰希

米（コシヒカリ） 北京伊

海苔（広島かき味のり）

抹茶クッキー

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

通路を挟む形で日本産米とその他の農産物・食品の２つに

提供を行うとともに、人目に付くよう最大限に展示PRを実施

が調理を行い、白米、炊き込みご飯、巻き寿司、押し寿司な

を行った。コシヒカリのPR用DVDも常時放映した。その他の
梨の試食提供を１日３回実施し、その間に海苔、クッキーを試

した。

ンフレットを設置。食材説明及び提供者連絡先を記載した

も実施し、回答者には、米の形どった「お米ホワイトボード」

た和風の小巾着を配布したた和風の小巾着を配布した。

生産者・提供者名 生産地生産者 提供者名 生産地

希凯（上海）国际贸易有限公司 青森

希凯（上海）国际贸易有限公司 鳥取

伊藤忠華糖総合加工有限公司 新潟

丸徳海苔株式会社 広島

お茶処三和 兵庫

*1 お米ホワイトボード
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■ 商品POP

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)
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■ 実施の様子

（21日：料理関係者向け日本産米食材提案会）

日本の食会場風景

（22～24日：高級百貨店における試食宣伝会）

お米マイスター試食コーナー

Try事新光天地食品売場入口

食材展示

食材展示

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

文化紹介（米）の講演 取材風景

ーによる説明 試食風景

新潟産米コーナー事業コーナー

試食風景
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■ 招待者の反応・評価
総合評価

今回のアンケートでは、バイヤー関係者（21日：料理関係者
高級百貨店における試食宣伝会）にもアンケートを実施するこ

アンケート結果では「価格面」よりも「味」、「鮮度」、「安全面

する消費者は、高いお金を出して買うものに対し、当然のこと

重要視することに「信用表示の有無」や「パッケージのデザイ

く、「安全・安心」を現地消費者に対して、いかに訴求できるか

アンケート結果より

Q．提供された日本食材で購入したいと思った商品

アンケ ト結果より

焼き海苔 5位

梨 1位

梨 1位
29%

りんご 2位
24%

米 3位
24%

4位
抹茶 クッキー

13%

焼き海苔 5位
10%

りんご 2位

米 3位

抹茶クッキー 4位

Q．食材を購入する際に重視する順位

24%
焼き海苔 5位

１位

信用表示

の有無

15% ２位

パッケージ
６位

７位

産地

（原産国）

11%

８位

品質

（高品質）

8%

※無記入９位

0.0%

信用表示の有無 １位

パッケージデザイン ２位

ブランド名（知名度） ３位

量（お得感） ４位

デザイン

14%
３位

ブランド名

（知名度）

14%４位

量（お得感）
13.1%

５位

賞味期限
13.1%

６位

価格
12.0%

賞味期限５位

価格６位

産地（原産国） ７位

品質（高品質） ８位

※無記入９位

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

者向け日本産米食材提案会）だけでなく、一般消費者（22～24日：
ことができた。

」を重要視するという結果が出ている。特に高級百貨店で買い物を

とながら、おいしさや品質の高さを求めている。食材を購入する際に

ン」が上位に来ていることから、「高品質・おいしさ」は言うまでもな

かがポイントと言える。

本事業で５種類の食材を提供したが、提供した食材に

対してりんご、梨、米が上位を占め、その比率はほぼ均

等の結果となった。

現場でもこの３商品に対しては良い反応が多く、現地現場でもこの３商品に対しては良い反応が多く、現地

でも受け入れられるという評価が多かった。

また、りんごと梨では梨の方が高順位になっているが、

これは先日実施された中国（広州）でのアンケート結果

も同じであった。

「信用表示」が1位である一方、「品質（高品質）」が最
下位の結果となった。「信用表示」や「パッケージ」、「量」

といった、いわゆる視覚で捉える要素が上位を占める

ケースが多い中、「ブランド名（知名度）」が3位になって
いることは興味深い。

また、「品質」は最下位だが、これは品質は重要視され

ないのではなく 高品質は当然でその上でどのようにそないのではなく、高品質は当然でその上でどのようにそ

れを訴求するか？、という認識を持った方が良いと思わ

れる。
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Q．提供された日本食材が現地で受け入れられると思うか

3人

3人

9人
17人

26人

60%

70%

80%

90%

100%

40人
32人

24人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

りんご 梨 米

受け入れられると思われる要因の 商品別比重評価

60%
70%
80%
90%

100%

その他

使い易さ

0%
10%
20%
30%
40%
50%

使い易さ

安全性

外見

健康

鮮度

味

受け入れられると思われる要因の 要因総合評価

味

19%

安全性

使い易さ

13%

その他2%

味

鮮度

健康

鮮度

32%
健康

18%

外見4%

安全性

12%
健康

外見

安全性

使い易さ

その他

全ての食材が受け入れられるという回答であった。受け入れら

は品質の高い日本産品が受け入れられやすい地域であることが

質な産品を鮮度を保ったまま輸出できるかがポイントとなると言

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

36人 35人 無記入

いいえ

16人 17人

2人

人 人

海苔 抹茶クッキ

いいえ

はい

受け入れられないと思われる要因の 商品別比重評価

注）無記入は試食をしていないため

60%
70%
80%
90%

100%

その他

使い易さ

0%
10%
20%
30%
40%
50%

使い易さ

安全性

外見

健康

鮮度

味

受け入れられないと思われる要因の 要因総合評価

鮮度
その他

味

鮮度

健康40%

健康

20%

その他

40%
健康

外見

安全性

使い易さ

その他

られる理由としては味や鮮度、健康の比率が高いことから、当地

が言えると同時に、今後の拡大に向けていかに鮮度の良い高品

える。
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【レストラン】

元禄回転寿司(4), 出云(2), 松子(2), 味千ラーメン(2), 日本寿

松伸料理, Hatsune, 陰泉, 面愛面

Q. 日本食材・日本食を購入または食する場所

【スーパー】
BHG(6), 華堂(5), セブンイレブン(2), 新光天地, 太平洋百貨,

【ホテル】
長富宮(4), 中国大飯店

【その他】
吉野家

Q.普段良く食べる日本食品

寿司(9), 刺身(5), 海苔(4), うなぎ, 味噌汁, 天ぷら, カステラ

Q 試食した食材以外で食べてみたい日本食品Q. 試食した食材以外で食べてみたい日本食品
寿司(7), 刺身(3), カステラ(2), 海苔(2), おかし, チョコまん, チ

アンケート回

男性 3名 20歳未満 2名

女性 23名 20～29歳 11名

無記入 26名 30 39歳 11名無記入 26名 30～39歳 11名

40～49歳 3名

50～59歳 3名

60歳以上 2名

無記入 20名

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

寿司, 京日, 富士屋, 福の家, 江戸前寿司,

, 賽特, 燕莎, そごう

, 米, サラダ

チョコレート, どら焼き, 米

※上記はアンケートに記入された内容をそのまま記載

収枚数52枚

政府及び関係機関関係者 6名

メディア関係者 7名

食品関係業者 3名食品関係業者 3名

その他 6名

無記入 30名
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■ 実施結果
来場者の反応

21日：料理関係者向け日本産米食材提案会
（１）米

炊きたてであり、十分な量の日本産米を来場者一人一人

じっくりと味を確かめている様子が見られ 発言 表情からじっくりと味を確かめている様子が見られ、発言・表情から

他方、実際にレストラン経営に日本産米を使用することに

という積極的なコメントがある一方、「販売量・売場が限定的

供給が確保されず、食材を途中で変えることになれば、良

て、店舗の信用問題に発展する懸念がある。」等のコメント

（２）りんご 梨（２）りんご、梨

外観の写真を撮るなど評価するものが散見された他、味

実施したアンケートからも中国において、受け入れられると

22日：高級百貨店における試食宣会
（１）米

価格が高すぎると う 応が多 も 味 は価格が高すぎるという反応が多いものの、味については

１日平均約４０袋（１袋１９８元／２キロ）の購入があり、用途

入しているというリピーターも存在した。また、企業用として

（２）りんご、梨

味の良さは認めるものの、価格を聞いて驚く消費者が大

しか売っていないが１００元前後／個）。新光天地でりんご

ほしいという要望もあった。

梨について、中国語の発音において梨（Li）と離（Li）が同

（３）海苔、抹茶クッキー（今回の提供品は現在、中国では販

海苔、抹茶クッキーとも試食後、購入を希望する消費者（

見る限り、大人には受け入れやすい味のようであったが、他

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

人に提供できた。また、料理関係者という来場者の特質もあり、

日本産米の味に対して好印象の反応が多かった日本産米の味に対して好印象の反応が多かった。

については、「良い食材であれば価格が高くても仕入れたい」

的であり、食材としての入手に手間がかかる。」、「安定的な

品質な米を期待している顧客を裏切ることになり、結果とし

トもあった。

味についても、来場者の発言・表情からは良好な反応が多く、

という評価が多かった。

「良 と メ トも多か た 事業実施中 個人用と「良い」とのコメントも多かった。事業実施中、個人用として、

途は贈答用と自家用の割合は概ね半々。複数回購

て贈答向けの大口購入（１００袋）もあった。

半を占めた（りんごは新光天地にて８８元／個、梨は上海で

を購入した消費者のうち、贈答用として５個を１箱に包装して

じであるため、贈答用には向かないというコメントがあった。

販売されていない商品）

（女性）があった。海苔、抹茶クッキーともに、消費者の反応を

他方、子どもには受け入れにくい味のようであった。
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（１）今回は当地料理関係者及びマスコミ向けの日本産食材

供を行い、食材をより正確に評価できる専門家に対して、米

は最近の消費者の反応を確認することができた。

（２）これらの取り組みを通じ、当地中国人には「日本産米は

■ 大使館所感

が醸成されていると感じる。また、日本産米の販売開始を機

品安全に対する意識の向上と相まって、高価格米の存在が

の価値が高まる傾向が今後も続くものと思われる。

（３）他方、一般消費用、小売及び外食用としては、高価格で

る。高価格については、現在の日本産米が中国の一般的なる。高価格に いては、現在の日本産米が中国の 般的な

らも容易に想定される。不安定供給の問題は、特に当地小

価格よりも重視されることもあり、安定供給が確保されれば

ある。

（４）新しい商品を新しい市場で安定供給させるためには、消

売業者等が共有することが重要であるが 当地バイヤー（売業者等が共有することが重要であるが、当地バイヤ （

量しか入荷されない」という不満の声を複数聞くことがあり

が存在していることも問題の一つとして認識された。したが

が、需要に係る情報の具体化・視覚化等に努め、必要な関

については、本事業のフォローアップとしても重視すること

（５）お米マイスターの説明によれば 料理によって適する品（５）お米マイスタ の説明によれば、料理によって適する品

味付けの日本料理向き、あっさりとしていながら「粘り」と「旨

料理に合わせた米選びが真の美味しさに繋がるとのことか

であると思われる。

（６）本事業は、外務省、農林水産省、食材提供者、会場関係

潟米輸出促進協議会関係者との連携により更に大きな成潟米輸出促進協議会関係者との連携により更に大きな成

て感謝申し上げる。

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

材提案会、高級百貨店食品売場における消費者向け試食提

米に対する日本人のこだわりをPRすることができ、百貨店で

は、価格が高いが価値がある商品」ではないかというイメージ

機に、中国産有機米など高価格米が店頭に並びはじめ、食

が認められつつあり、価格が高ければ高い程、贈答用として

であり、不安定供給という２つの問題が大きな障害となってい

な価格の１０～２０倍、日本国内価格の約３倍であることかな価格の１０ ２０倍、日本国内価格の約３倍であることか

小売業者及び料理関係者から指摘される問題であり、むしろ

ば継続販売したい、使用してみたいという意向を示す店舗も

消費者の反応など正確な需要を輸出入業者、卸売業者、小

小売業）からは「必要量をオーダーしてもそれより少ない数小売業）からは「必要量をオ ダ してもそれより少ない数

、ニーズを把握すべき当地販売元の認識との間にギャップ

がって、日本産米の輸出促進、日本食文化の普及を望む者

関係者に積極的にインプットすることが肝要と考える。この点

としたい。

品種が異なる 例えば 味が強い「コシヒカリ」はあっさりとした品種が異なる、例えば、味が強い「コシヒカリ」はあっさりとした

旨味」がある「ひとめばれ」は味付けの濃い洋食向きなど、

から、料理方法とセットで普及・促進を図るという視点も重要

係者など関係多数の協力によって実施に至り、中国向け新

果を得ることができたものである 各関係者のご協力に対し果を得ることができたものである。各関係者のご協力に対し
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■ メディア反応

当地「農民日報」記者による取材記事がインターネット上

ていた大使館館員宛に「新潟産業促進中心北京代表所（

あり、メディアを通じてより幅広く広報され、そして高い関心

■ トピックス

（１）りんご、梨、米は事前に中国植物検疫当局からの輸入許

商品を調達した。

（２）海苔、抹茶クッキーは航空便で輸送した。（1/18関空に向

検疫当局の許可→1/19関空発（深夜便）→1/20北京着→

（３）今回提供した海苔及び抹茶クッキーは、中国国内でまだ

今回の輸送にあたっては、販売目的ではなく、本事業での

府検疫当局に対して行い、許可が下りたことを確認した後

中華人民共和国 （北京）
ople’s Republic of China (Beijing)

上に掲載された。後日、当地中国系企業より同記に記載され

（新潟市北京事務所）の連絡先を教えて欲しい」という連絡が

心が示されていることが確認できた。

許可証が必要であるため、既に中国向けに輸入されている

向けて発送→1/19関空倉庫にて待機→1/19中国中央政府

通関→1/22通関完了→1/22配達）

だ販売されていない商品である。

の展示・試食用として、検疫を免除する申請を中国中央政

に輸送した。


