
1

メッセージ24ポイント

ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

加工食品輸出セミナー

地域・品目ブランディングに向けた
加工食品クラスターの取組について

クラウン貿易株式会社

山根 雄介



2

企業概要（クラウン貿易株式会社）

多くの国に向けて長年様々な商品を輸出してきた実績から、
業界に関する幅広い知見・専門性を有する

• 1962年創業。神戸に本社を構える

日本食輸出専門商社

• アメリカを中心に、世界30か国近くに

食品輸出を行う

• 国内約500社の生産者と取引しており、

小売用・業務用商品の両方を取り扱う

事業内容 新しい取り組み

2019年にNYで立ち上げられた日本食情報
発信メディア。ECサイトを併設し、情報発信
から商品の物流/販売までを一気通貫で行う

2022年に立ち上げられた日本の柑橘を
取り扱うブランド。現地ハイブランドとして
日本産柑橘の販路拡大を目指している

https://kankitsulabo.com



3

本日の講演トピック

1. 日本食輸出の状況

→ 日本食の輸出はどのように推移しているか

2. 海外日本食市場の状況

→海外日本食市場はどのように変化しているか

3. 加工食品クラスター(地域ブランディング)の重要性

→ 海外への商品提案はどのように行うのか

→ 加工食品クラスターの意義とは

4. 加工食品クラスターの取り組み事例
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日本食輸出の状況

（農林水産省：農林水産物・食品の輸出実績）

日本食の輸出は過去10年間 右肩上がりの成長を続けており、
政府も2025年には2兆円、2030年には5兆円を目指している
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海外日本食市場の状況１(市場環境の変化)

海外の日本食市場は日系の小売・飲食店だけでなく、
アジア系・欧米系の小売・飲食店にまで広がりをみせている

• 現地在留邦人が市場の中心

• 日系スーパーでの商品販売

• 日系飲食店での食材使用

• 現地系の消費者にも広く市場が拡大

• アジア系・欧米系スーパーでの商品販売

• 非日系飲食店での食材使用(例:フランス料理等)

(海外日本食)市場の変遷

市場
拡大

これまで 現在

海外日本食市場

日系の小売・飲食店現地在住
日本人

利用

海外日本食市場

利用

日系・現地系の
小売(実店舗・EC)・飲食店

現地在住日本人・
現地在住アジア人・

現地人
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海外日本食市場の状況２(競合関係の変化)

日本食市場が拡大したことにより 商品供給のグローバル競争も
激化しており、日本食に日本産品以外が使われるケースも増えている

• 日系の小売・スーパー等を中心に日本の

生産者・メーカーが日本食材を供給

• 日系を含む小売・スーパー・EC等へ対して世界の

生産者・メーカーが日本食材を供給

市場
拡大

これまで 現在

海外日本食市場

日系の小売・飲食店現地在住
日本人

利用

日本の
生産者・メーカー

供給

海外日本食市場

利用

日系・現地系の
小売(実店舗・EC)・飲食店

現地在住日本人・
現地在住アジア人・

現地人

日本・アジア・欧米の生産者・メーカー

供給

(海外日本食)競争環境の変化
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海外日本食市場の状況３(ビジネスモデルの変化)

グローバル流通の発展により生産者が直接販売出来る時代において、
生産者であっても売る為の努力が求められている(国内も同様)

生産者 流通者 販売者
作ることに特化 運ぶことに特化 売ることに特化

従来モデル：分業体制

現在

それぞれのコミュニティの接点において協業する

流通者
コミュニティ生産者 海外消費者

販売プラットフォーム等

その気になれば生産者が
世界中の消費者に売れる時代

販売者
コミュニティ

生産者 海外消費者

様々な障壁によって
海外消費者に繋がることは困難な時代

(海外日本食)役割分担の変化

これまで

現在モデル：協業体制

生産者
コミュニティ

各事業者がそれぞれの役割を分業する
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商品提案のポイント１(強みの明確化)

グローバル競争下で勝負するためには、なぜ日本の(その)商品を
選ぶのか(選ばれるのか) 強みを明確にする必要がある

海外製品の品質も向上しており、商品の品質だけで差別化するのは
困難になってきている為、品質＋α の提案が求められてきている

強み

価格優位性

ストーリー性

希少性

概要

• 日本で製造/開発することが
価格面等で優位となるもの

• あえて日本のものを買いたいと
思わせるストーリーがあるもの

• 日本でしか取れない/
日本でしか作れないもの

具体的な品目例

• 調味料

• 菓子
等

• ウイスキー

• 日本酒
等

• 柚子

• 抹茶
等
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商品の品質だけでの差別化が困難になってきている中、企業の想いや
地域の魅力などを掛け算したブランド価値創出が重要になっている

①商品の価値に加えて、②企業(作り手)の想い、③地域の魅力などを

掛け算して 自社ならではのブランド価値を創出していくことが重要

①(国産)商品 ②(日系)企業 ③(日本)地域

（参考）海外の地域ブランド化の成功例

ナパバレー(米国)×ワイン パルマ(イタリア)×生ハム ベルギー×チョコレート

商品提案のポイント２(自社ならではの価値)
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商品提案のポイント３(クラスターの意義)

特に「③地域(産品)の魅力」発信については各企業が個別に
取り組むよりも 全体で取り組む方が効率的である

地域クラスター：同じ地域の企業が集まって作られたチーム

品目クラスター：同じ商材を扱う企業が集まって作られたチーム

利点：地域の食文化(メニュー)を通じて横断的に商品紹介できる

注意点：取扱商品が多岐にわたるため、ターゲットを定めにくい

利点：商材が決まっているのでターゲットを決めやすい

注意点：取扱商品が似通ってくるのでそれぞれの違いを出す必要がある

クラスターの強みや課題を理解しつつ、力を合わせて取り組みを
進めることで個社ではできない取組みが可能になる！
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地域クラスターの取組事例(Umami Insider)

https://www.umami-insider.com

③地域紹介(どこで) ②企業紹介(誰が) ①商品紹介(何を)

地域の食文化やメニューを通じて食材のPRを行うことで
地域食材をセットで発信していくことが可能

• 地域の魅力を海外の日本食

ファンに向けて発信

• 各企業のこだわりや想いを

紹介するコンテンツを作成

• 商品の詳細、どのような料理に

使えるかを詳しく紹介

＜愛知県食品輸出研究会との取り組み＞
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品目クラスターの取組事例(Kankitsu Labo)

https://kankitsulabo.com/

品目が絞られていることでより細かいターゲットを設定し
狙うべき市場に深くアプローチすることができる

＜愛媛県との取り組み＞

• 柑橘に対する需要が高いと思われるスイーツ、ベーカリー、

バーなどにターゲットを絞ってPR

• 認知度の高い柚子をフックとしてその他の柑橘の紹介も行う

• 現地の人の利用シーンに合わせてレシピ提案
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本日の講演まとめ

• 「①商品のこだわり」、「②企業(作り手)の想い」、「③地域の魅力」等を

掛け算してその企業ならではの付加価値を作っていく必要がある

• 「③地域・産品の魅力発信」は個社ではなく全体で取り組む方が効率的

• 日本食輸出は2022年 1兆4,148億円を記録し 10年間成長を続けている

• 政府は2025年2兆円、2030年5兆円の目標を掲げて取組を進めている

日本食輸出
の状況

• 海外日本食市場の拡大により、グローバルな生産者・メーカー間競争が加速

• 日本から輸出する意味を改めて意識し、強みを作っていく必要がある

日本食輸出
の課題

商品提案の
ポイント

クラスターの
取組ポイント

• 競争相手は世界であると認識し、まずは国内事業者で協力しつつ

認知向上を図るべき（パイを奪い合う前にまずはパイを広げる）

• クラスターを”地方”と捉えるのではなく、生産の”中心地”であると考える(主体性)
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