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　輸出に際して重要な3つ目のステップは、継続的な商品輸出環境を、より整備することです。
この段階では、すでにパートナーともある程度安定した関係が構築できていると思われます。
そうしたなかでも常に課題を見つけ、改善を図ることが重要です。

　テスト販売等の結果を踏まえ、当面の商品の販売方針の基本的方向性を決めます。ただし、
実際の販売状況を踏まえ、結果が芳しくない場合は、必要に応じて見直しを行う必要があり
ます。

　商品の販売方針が決まったら、安定的な取引関係を構築するための契約を締結します。
契約に係る留意事項は以下のとおりです。

国内輸出業者、輸入業者、展示会主催者など、輸出に関係する各者と契約前には、
関係事業者に関する信用調査を実施しておくことが必要です。
また、大手小売店などから情報を入手する方法もあります。

品質・商品受渡方法（貿易手続きにかかるコスト負担を含みます。）、
売れ残り商品や輸送時の欠損にかかるリスク負担なども明記します。

現場でのクレーム対応などは、一次的に小売店が行い、
輸出業者を通じて解決を図るなど、具体的に役割を決めて迅速に対応し、
良好なコミュニケーションを構築することが重要です。
すべての課題について、生産者が対応し、リスクを負うものではありません。

商品の販売戦略

安定的な取引関係の構築

（4）ステップ      本格的・継続的な輸出拡大3
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　輸出先マーケットでの販路の拡大を図るため、現地での販売促進活動・売り込みの取組を
強化します。輸出先マーケットの商慣行を踏まえる必要はありますが、現地の事業者に現地
の販促を手放しで任せても拡大は難しいと思われます。輸出を行いたい事業者自らが現地で
販売努力を行うことが不可欠です。

　海外のスーパー・百貨店等の店頭には、海外産のものであっても日本産米に似せるような
パッケージのコメが並んでおり、一目で日本産と見分けることは難しい状況にあります。
　よって、全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会（全米輸）では、日本産のコメ・コメ加工
品の見分けを付けるため、日本産コメ・コメ加工品の統一ロゴマークを作成しています。この
マークは全米輸の会員はもとより、会員外の事業者でも必要な手続と手数料を収めれば、
マークの使用が可能となっています。

A 日本産コメ・コメ加工品統一ロゴマーク

現地での販売促進（売り込み）の強化

（4）ステップ       本格的・継続的な輸出拡大3

日本産コメ・コメ関連食品輸出促進統一ロゴマークに関する使用条件等は以下のとおりです。
詳しくは全米輸へお問い合わせください。

ロゴマークに関するお問い合わせ先
一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会
設立：平成27年8月13日　会員数：115会員（平成28年12月31日現在）
TEL：03-5643-1720　E-Mail：jimukyoku@zenbeiyu.or.jp

マークの表示条件
（1）マークは、下記の条件を満たす日本産米等を販売する際またはこれを宣伝する際に表示できるものとする。
　  ① マークを表示できるコメは、日本で生産されたものであることが、コメのトレーサビリティ制度により確認できるコメとする。
　  ② ①のマークを使用できるコメ関連食品は、以下の条件を満たすものとする。
　　　  コメを原料に用いる場合は、その全量に日本産米を用いていること
　　　  コメを原料に用いない食品については、日本産米をセットで食するための商品であること
（2）マークは、前項に規定される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。ただし、容器箱に
　  商品製造者氏名又は販売者氏名を明記しなければならない。
（3）マークは、日本産農林水産物・食品のPRのためにつくられるポスター、チラシ、パンフレット等の資材に表示することが
　  できる。ただし、資材に制作者氏名を明記しなければならない。
（4）マークは、全米輸により承認を受けた者及び一定の条件により申請が除外された団体等の関係者の名刺に印刷すること
　  ができる。
マークの使用料
マークの使用料は、年間1万円とする。ただし、全米輸会員においては、会費の納入をもって不要とする。
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3

「RICE 豊かなる自然の恵み」 「BEIKA 米菓」

その他のPR動画
「RICE MILLING 白く輝く美しき米粒」
「COOKING GOHAN おいしいごはんの炊き方」
「GOHAN 変幻自在の和食の根幹」

輸出促進に向けたプロモーション活動例
　一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会（全米輸）は、今後も拡大が見込
まれる世界の食市場に対して、高品質な日本産のコメ・コメ加工品の輸出促進に向けた
プロモーション活動を展開しています。ロゴマークの使用によって、海外マーケットでの
日本産コメ・コメ加工品の統一性を確保し、魅力をPRしています。

　海外で開催される商談会、見本市
に出展し、飲食関係者や現地バイ
ヤー等に向けて、日本産コメ・コメ
加工品の展示PRを実施し、商品の
理解促進とプロモーションを実施
します。試食を通じて食べ方や食べ
ごろのレクチャー、調理法の解説を
行っています。 2016 ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 中国セミナー

B

展示商談会・見本市・セミナー

　飲食関係者や現地バイヤー等を対象に、海外レストランや米料理教室の会場等において、
日本産コメ・コメ加工品を活用した米料理のデモンストレーション、試食を行うとともに、
商談会を開催しています。
　また、日本産米を使った料理のレシピコンテストを行い、現地メディアで広くPRするととも
に、コンテストへの出展店舗で継続的に日本産米を取り扱ってもらう取組を実施しています。

海外でのイベント・商談会の開催

　全米輸ホームページでは、英語の解説を添えたコメ・コメ加工品のPR動画を用意して
います。プロモーション活動などにお役立てください。
　全米輸の活動の具体的な内容は、全米輸ホームページをご覧ください。
　（http://zenbeiyu.com/jp/）

商品紹介動画

（4）ステップ       本格的・継続的な輸出拡大
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　販売促進は大きく2種類に分けられます。輸出者（生産者）がユーザー（現地の実需者等）を
ターゲットに行うB to B（Business to Business）の販売促進と、消費者をターゲットに
行うB to C（Business to Consumer）の販売促進です。
　また、輸出者が現地ユーザーと連携して消費者向けの販売促進を行うことをB to B  to Cと
呼ぶこともあります。
　それぞれ、ターゲットによって目的や求められる情報も異なりますので、その特徴に応じ
て効果的に行うことが必要です。

【目的】
取引関係を構築する（商談）

【最低限求められる情報】
　取扱商品の種類
　取扱商品の特徴（漠然としたものでなく、具体的
　かつエビデンスがあるもの）
　取扱商品の取引条件
　〔価格、最低ロット、取引ルート（中間業者等）〕

【取引拡大のためのプラスαの提案】
　キャンペーンの企画
　実際の消費者の反応等の情報等

【目的】
　商品の認知度を高める
　実際に購入に結びつける

【最低限求められる情報】
　商品の特徴〔他の商品との違い（具体的に）、メリッ
ト、使い方、食べ方〕
　当該商品の入手方法

【より効果的にPRするためのプラスαの提案】
　クーポン等、参加者の商品の仕入れインセンティブ
　メールアドレスを入手し、PR情報、特典の提供等

a 販売促進の種類

b 留意点

C 販売促進活動の留意点

to

B B C

to

販売促進の種類図-1

B to Bプロモーション B to Cプロモーション

輸
出
者

輸
入
者

ユ
ー
ザ
ー（
外
食
、中
食
、小
売
）

消
費
者

　販売促進活動は輸出拡大のために
は極めて重要で効果的です。しかしな
がら、本当に効果を最大限発揮させる
ことは簡単ではありません。

B to C

（4）ステップ       本格的・継続的な輸出拡大
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3

D 活用可能なPR資材
a 日本産米レシピ集

b 日本食材の広報パンフレット・映像

日本産米レシピ集（農林水産省）：英語版、中国語（簡体字・繁体字）版
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/rice_recipes/
 　

日本産米レシピ集（全米輸）：英語版、中国語（簡体字）版、ロシア語版
　http://zenbeiyu.com/jp/recipe/
    

海外向けパンフレット（農林水産省）『The Food of Japan』英語版
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/food_of_japan/

海外向け広報映像（農林水産省）「Delicious NIPPON」英語版
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_hassin/deli.html
　（日本語表記）
　http://www.maff.go.jp/e/export/deli/
　（英語表記）

広報映像（全米輸）『日本産のコメ・コメ関連食品のご紹介』英語版
　http://zenbeiyu.com/jp/japan-rice/

販売促進・広報に関するポイントコラム5

日本産品と連動させた販売促進活動を
　コメ・コメ加工品だけの販売促進活動に特化せず、海苔や味噌、茶、寿司など、ほかの日本産品との販売促進活動や
料理デモンストレーションを開催することで相乗効果が見込めます。

現地言語の販売促進用資材は不可欠
　販売促進活動を行うに当たっては、現地言語を使用するなど、現地の人にとってわかりやすいものにする必要があります。
　チラシや店舗DMを制作する際には、生産地、生産者、商品パッケージなどの写真や、日本語による商品の特徴説明も不可欠です。
その場合は、商標を登録するなどの対応も必要です。なお、翻訳や印刷などは、現地販売店から業者を紹介してもらえます。国外へ
のインターネット販売に向けては、日本語だけでなく、英語や現地言語に対応した（多言語対応）ウェブサイトの開設が必要です。

積極的な取組が成約につながる
　競合商品より多少高い販売価格であっても、現地に出向き、おいしさや高品質であることを直接消費者に広報するなどの
販売促進活動を実施することで、小売店から優先契約をしてもらえるケースも数多く見られます。

PR資材に関するお問い合わせ先
農林水産省食料産業局輸出促進課 TEL：03-6744-7155　全米輸 TEL：03-5643-1720

（4）ステップ       本格的・継続的な輸出拡大
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　パートナーと定期的に連絡を取って現地での課題や問題点を把握し、それらについて
対応を検討し、改善を図ります。

特にコメを主食としている国・地域の場合、品切れが起きるとほかのコメに切り替えられる
可能性が高いのが実情です。気温の高い国・地域では品質の劣化が早いことから、運送手段や
保管方法などについても配慮し、安定的な供給を確保することが販売の生命線です。

売上げは順調か、品切れや粗悪品の発生といった問題が起きていないかなどを把握すること
が必要です。

パートナーから提言を受けた課題・問題点については対応を検討し、改善を図っていく必要
があります。

状況に応じて消費者アンケートなどを実施し、購入者の満足度を把握します。
それらを分析することで改善のサイクルを構築していきましょう。

継続的販売　　

（4）ステップ       本格的・継続的な輸出拡大

インターネットを利用した海外輸出コラム6

　2015年には、日本から中国と米国への越境Eコマース（EC）売り上げが1兆3,337億円（対
前年比22%増）になるなど、インターネットを使った商取引＝EC市場が世界規模で急拡大し
ています。日本産コメ・コメ加工品の輸出促進の部分でも、ECは無視できない分野となりつつ
あります。
　ただし、EC先進国である米国や、世界一のEC市場へと発展した中国などの例がある一方、
ネット環境やインフラの未発達、さらには法規制等の要因で、未成熟な市場にとどまっている
ケースもあり、国・地域によって状況はさまざまです。進出にあたっては条件を慎重に見極め
る必要があります。
　現状では、各国とも日本産コメ・コメ加工品を積極的に扱っている大型ECサイトは少ないよう
ですが、米国・英国など国によっては日本産コメ・コメ加工品に力を入れていこうとする動きも
生まれています。ECはまだ未開拓な分野ですが、日本食の世界的な普及に伴い、発展の余地は
多く残されていると言えるでしょう。
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A

A

A

ターゲットとすべき顧客の特徴・属性を明確にしつつ、その種類を増やす

B ターゲットの種類ごとに商品・売り方の多様化を図る

C それぞれのターゲットの目を引くための効果的なマーケティング

　現在、海外マーケットにおいて日本のコメ・コメ加工品は、ハイエンド層需要のごく一部を
占めるに過ぎない状況にあります。今後、さらなる輸出の拡大を図っていくためには、ハイエ
ンド層の多様な消費者・ユーザーをターゲットに、販売を拡大していく横方向の取組と、ミド
ルレンジの顧客も獲得できるようコストを下げていく下方向の取組の両方が必要です。 

これまでの日本産米の進出ゾーン
（主なマーケットは、香港・シンガポール
の高所得者層）

ミドルレンジ

ローエンド

※価格帯イメージ：300～600円/kg
 ● 中国産 中・短粒種（プレミアム）
 ●米国、豪州産 中・短粒種（カルローズ等）
 ●プレミアム長粒種（香り米等）

※価格帯イメージ：～300円/kg
 ● 一般的な長粒種、中国産 中・短粒種

　日本のコメを買ってくれるのか（くれそうか）という可能性をさらに掘り下げ、日本のコメを買ってくれ
そうな顧客の特徴・属性を具体的にするとともに、その特徴・属性の種類を増やしていくことが重要です。

　　 で定めたターゲットの種類ごとに、それぞれのターゲットが好んで買ってくれるような商品
（内容量、品種、コスト）、売り方（インターネット、店頭フェア等）の多様化を図っていくことが重要です。

　　 のターゲットにどのようなメディアを使って、どのようなメッセージを伝えるかを検討すること
が重要です。また、ターゲットが実際に行動を起こすためのインセンティブを検討することも効果的
です。

海外マーケットにおける我が国のコメ・コメ加工品の位置付け

輸出拡大のために重要なポイント

拡大

ハイエンド
※価格帯イメージ：600円/kg～

深堀り

海外マーケットにおける我が国のコメ・コメ加工品の位置付け図-1

（5）ステップ    コメ・コメ加工品の輸出拡大に向けて4
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　輸出の海外マーケットを大きく拡大させるためには、ミドルレンジのマーケットへの
チャレンジが不可欠であり、そのためには生産コストのさらなる削減が重要です。
　現在、いくつかの産地では、日本ではあまり主食用米としてなじみのない多収品種や多
収技術によって、面積当たりの収量を上げることによりコストを削減し、輸出先マーケット
のニーズに合った価格帯で販売できる産地づくりにテスト的に取り組んでいます。このよう
な取組を拡大していくことも重要です。

●多収品種の導入により、現地ニーズに応じた、
　より低コストな輸出用米の生産

●低コスト生産技術の取組への助言
●食味分析、機能性成分値の計測、PRストーリー 
　の検討

●現地ニーズの把握、産地への伝達
●PR資材の開発
●輸出先国へのテスト販売、評価・分析

海
外
マ
ー
ケ
ッ
ト

多収品種導入の取組イメージ図-2

産地

試験・研究機関

輸出事業者

連携

生産コストの削減

（5）ステップ       コメ・コメ加工品の輸出拡大に向けて4

深掘りの対象商品

これまで国内で主食用として多く
生産されていない多収品種
※収量を上げるための肥料等の投入
増を踏まえても、低コスト生産が可能

ハイミドル層向けをターゲットと
した商品開発を試験的に実施
（一定の品質を維持しつつ、日本国内
での主要品種よりも低価格で輸出）

＜収量イメージ＞
単収：
530kg/10a ▶ 700kg/10a（3割増）

生産費：
肥料投入の増加を見込んでも、2割程度低減

（多収品種を多肥栽培）（全国平均）

流通マージンが、価格の一定割合
で課されるため、コストの削減が
マージンの削減にも寄与する


