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　 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　　
　 生産コストの削減

　 商品の販売戦略
　 安定的な取引関係の構築　　
　 現地での販売促進（売り込み）の強化
　 継続的販売　

　日本産コメ・コメ加工品の輸出に向けた取組は、大きく4段階に分けられます。
　基礎的な情報を収集し、相手先を想定・決定したり、輸出における物流・流通経路や広報戦
略を考えて、事業収益性を具体的に検討したりする「1：輸出の準備」。展示会などに対応し
てスポット的に輸出を行い、手ごたえを確認する「2：テストマーケティング」。輸出拡大の
ための環境構築を行う「3：本格的・継続的な輸出拡大」。そして、更なる輸出拡大を目指す
取組「4：コメ・コメ加工品の輸出拡大に向けて」の4ステップです。

（1）日本産コメ・コメ加工品の輸出実行プランの流れ

輸出の準備ステップ

1 　 輸出相手先についての基礎情報を収集
　 輸出をサポートしてくれるパートナーの検討　　
　 販売戦略の立案　　
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　輸出に際して重要な1つ目のステップは、輸出相手先についての正確な情報収集です。
輸出先国や地域（以下「輸出先国」）についての基礎情報や市場動向、その国の輸入規制
などを正しく把握しましょう。また、販売目標を立てて、それにふさわしいパートナーを
探すことが輸出事業の成功のカギとなります。

A 輸出先国の概要
　輸出先国のコメ・コメ加工品市場の規模、輸出・販売ルート、小売店・飲食店での日本産
のコメ・コメ加工品の販売状況、価格実態等を把握します。

B 消費動向
　輸出先国における食習慣や嗜好性、生活習慣、特に需要が見込まれる贈答シーズンなど
を把握します。

C 輸入規制内容
　輸出先国によって、関税率、検疫条件、商品表示制度、食品包装基準などが異なります。また、
同じ輸出先国であっても、関税割当制度などで輸入業者により関税率が異なる場合があります。

（2）ステップ       輸出の準備1

コメ・コメ加工品の輸出2 章

輸出相手先についての基礎情報を収集

輸出実行に向けた具体的な手続等の情報収集
農林水産省の輸出促進対策で、輸出に際しての制度や手続き、事業者支援策や商談に関する
各種情報が得られます。
　農林水産省（食料産業局輸出促進課）：農林水産物・食品の輸出促進対策
　　（URL：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/）

輸出に必要な具体的な手続き（通関や検疫など）に関する窓口が、分野別、品目別にまとめられています。
　農林水産省（食料産業局輸出促進課）：農林水産物・食品の輸出に関する相談窓口
　　（URL：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/）

ジェトロ（日本貿易振興機構）で、輸出に向けた支援を受けられます。
　農林水産物・食品の輸出支援ポータル（ジェトロ農林水産食品課）
　　（URL：https://www.jetro.go.jp/agriportal.html）
　　輸出を検討する相手国、地域の基礎情報や、海外ビジネス展開に関する輸出支援サービスの情報が得られます。
　　必要な制度手続きや関税情報が得られます。輸出に際する港等への搬入や手続き、輸送に関する相談も受けられます。
　　国内外の展示会や商談会に参加できます。
　　貿易業務をサポートする輸出パートナーや、海外バイヤー情報が得られます。
　　海外見本市や海外商談会、国内商談会、セミナーについての最新情報がまとめられています。
　　農林水産物や食品、ハラール食品に関する取組事例情報が得られます。

　J-messe（ジェトロ展示事業課）（URL：https://www.jetro.go.jp/j-messe/）
　　世界各国の見本市・展示会のデータベースです。会期や業種、開催地ごとの検索が可能です。

各国・地域の一般的なマーケットの状況に関するデータベース
　農林水産省：国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略
　　（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/pdf/all_country.pdf）

その他、輸出関連施策、輸出関連団体、地方農政局の情報
　農林水産省・輸出促進リンク集（関連施策・団体等・地方農政局等へのリンク）（食料産業局輸出促進課）
　　（URL：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/link.html）
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　初めて輸出にトライする場合は、生産者から小売店・飲食店までフルサポートしてくれ
る商社等をパートナーとする方法があります。また、自分でパートナーを選ぶ場合は、下図
に示しているように物の流れとパートナーとなりうる先の主な役割を理解したうえでの
パートナー選択が必要です。

A 物の流れに対しての手続き内容とパートナー先

（2）ステップ       輸出の準備1

物の流れ 商社手続き内容とパートナーとなりうる先 パートナーの主な役割

国
　
内

海
　
外

生産者

港倉庫

検疫

通関

輸出港（日本）

輸出港（現地）

検疫

通関

倉庫

小売店・飲食店

輸出先国の規定に従って、表示ラベル
の制作や各種申請を行います。

必要に応じて、植物検疫証明書を添付
するなどの手続きを済ませ、輸出の
申告を行います。

コメは主に船で輸送をします。

関税法などの規定に従って関税を納付
し、証明書類のチェックや、残留農薬
などの検査が行われます。

運送業者：
生産者から港指定地までの国内輸送を担当します。少量
の場合、近場であれば社用車を、遠距離の場合は宅配便
などを利用する場合もあります。

輸出業者：
通常、表示ラベルの制作や船便手配などの輸出手続全
般、輸出先国での検疫・通関の申請などの輸入手続全般、
輸入業者への引き渡しまでを代行します。
国内卸売業者、輸送業者が兼ねる場合もあります。

輸送業者：
輸出貨物を輸出先国へ輸送することが主な役割ですが、
輸出に関する手続や輸入業者への引き渡しの代理を行
うケースもあります。

輸入業者：
小売店の棚管理から、店頭プロモーション販売、商品紹
介、試食機材の手配や装飾までを代行するケースもあ
ります。また、小売店・飲食店での年間販売計画などを
一緒に交渉する場合もあります。なお、商社機能を持つ
輸入業者は小売店・飲食店に商品を販売しており、日本
で取引のある輸出業者が決まっています。

卸売業者：
ほとんどの卸売業者が、輸入業者を兼ねています。外食
産業へ強いコネクションを持つ現地卸売業者を通さな
ければ商流の確立ができないケースもあります。

小売店・飲食店：
通常、小売店・飲食店は買取をしますが、輸入業者・卸売
業者が委託販売するケースもあります。継続販売の段階
ではパートナーとしての役割を果たすこともあります
が、準備段階はお客様として接しなければなりません。
ただ、どの業者と契約すれば良いかなど、アドバイスや
紹介をしてくれる親切な小売店・飲食店のバイヤーもい
ますので、積極的に意見交換することが必要です。

国内の検疫・通関の申請：
輸出業者または輸送業者

海外輸送：輸送業者

輸出先国の検疫・通関の申請：
輸出業者または輸送業者

国内の運搬：運送業者

表示ラベル・申請：
輸出業者または輸送業者

輸出先国の運搬：
輸入業者または卸売業者

輸出をサポートしてくれるパートナーの検討
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（2）ステップ       輸出の準備1

　小売店・飲食店との取引が成約しなければ商流は確立できませんが、たいていの輸出入業
者はすでに販売先との関係を有しています。販売候補とする小売店・飲食店への営業に目が
行きがちですが、まずは輸出入業者との関係を構築し、自らの商品の輸出・販売ルートを確
保することが重要です。
　パートナーを選定するに当たっては、入手した情報を整理し、以下のような点も考慮し、
慎重に確定します。これらが販売コストの低減につながり、継続販売の可能性を高めます。

B パートナーの選定ポイント

　代金決済条件

　国内輸送先までの輸送コスト

　輸出入手続きの代行可否

　輸入業者の取引先数

　日本産コメ・コメ加工品の年間取扱量　

ハラール認証コラム1

　ハラール認証とは、「イスラム法の定める適正な方法で処理・加工された合法的な食品である」こ
とを証明するものです。イスラム圏市場への輸出には、ハラール認証取得が必要な場合があり、そ
の基準や制度などは国により異なります。コメは基本的にハラールであるため、認証を取らずに販
売できますが、「宗教上の安心」といった信頼性を高めるために取得するケースも見られます。
　なお、基礎調味料（醤油、味噌）は国によってハラールと認められないことがあります。その場
合、コメ加工品の材料にこれらを使用する際には、ハラール処理された各種代替品を用いる必要が
あります。酒類（料理酒、ワイン、みりん）はハラールではないため使用できません。

コラム2 国際ルール「FOB／C&F／CIF」

FOB（Free On Board）
　FOBとは、国際商業会議所（ICC）が規定した国際間の貿易条件のひとつで、「本船甲板渡し条件」を指します。
FOBによる契約では、売主（輸出者）は、貨物を積み地の輸出港で本船に積み込むまでの費用及びリスクを負担
し、それ以降の費用（運賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料など）及びリスクは、買主（輸入者）が負担します。

C&F（Cost and Freight）
　C&Fとは、国際商業会議所（ICC）が規定した国際間の貿易条件のひとつで、「運賃込み条件」を指します。C&F
による契約では、CIF契約から海上保険料を除いた契約となります。

CIF（Cost,Insurance and Freight）
　CIFとは、国際商業会議所（ICC）が規定した国際間の貿易条件のひとつで、「運賃・保険料込み条件」を指しま
す。CIFによる契約では、売主（輸出者）は、貨物を荷揚げ地の相手国の輸入港で荷揚げするまでの費用（運賃、海上
保険料など）を負担し、荷揚げ以降の費用（輸入関税、通関手数料を含む）は、買主（輸入者）の負担となります。
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　パートナーが決定した後は、消費者のニーズや小売店・飲食店などの意向を踏まえて、
商品の具体的な販売戦略を立てます。日本のコメ・コメ加工品は、海外において品質の良さが
評価されることは多いとはいえ、そのまま海外に持って行けば、それだけで多くの消費者・
ユーザーが買ってくれるわけではありません。買ってくれる（くれそうな）消費者・ユー
ザーを見定め、そこをターゲットにして効果的なメッセージを伝えることが重要です。

　輸出先の競合する商品と比較して、自分たちの商品の「どこが良いのか」「なぜ良いのか」「顧客にとってど
のようなメリットがあるのか」という特徴を明確に取引先に伝えられるように考えを整理します。自分が何
を伝えたいかではなく、相手が何を知りたいかということに思いをめぐらすことが重要です。このメッセー
ジを「FCPシート」にまとめ、商談会で活用することが効果的です。
（「FCPシート」については20・21ページをご覧ください。）

　パートナーの取引先や販売実績も踏まえ、現地で自分の商品を買ってくれる（くれそうな）消費者・ユー
ザーは誰かをパートナーとともに検討し、ターゲットを明確にします。

　位置づけたターゲット向けに、どの程度の販売を見込むかパートナーと相談し、年間の取扱総量の見
込みを立てます。初めての場合は、最低ロットでテスト的に取り組むことが多いと思われます。

　自分たちの商品の特徴を、ターゲットに効果的に伝え、購入してもらうには、どのようなメッセージ
を、どのようなメディアを使って伝えるのが効果的であるかを検討します（パッケージ、チラシ、メー
ル、ポスター、ポップ、TVCM等）。また、実際に購入してもらうために、行動を促すための特典を設け
る等の工夫を行うことも重要です。

　候補となるパートナーに、想定している国内渡しの日本円価格の見積りを提示し、輸出先国での想定
販売価格を算出してもらいます。競合するほかのコメとの価格比較や輸出にかかる費用の項目なども
考慮します。
　採算の取れる想定価格が、算出された輸出先国での想定価格を下回っているか、競合商品の販売価格帯
に収まっているか確認します。

コラム3 知的財産の保護～農林水産知的財産保護コンソーシアム

（URL：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_conso/）
　海外現地調査、知的財産侵害への相談窓口が開設されています。（農林水産省食料産業局知的財産課）
　輸出する商品の名称等が輸出先国において、商標・意匠等の出願・登録がなされていな
いか確認する必要があります。現地では、すでに第三者により品種名が商標登録されてい
ることで、品種名の表示ができない場合もあります。

A 自分たちの商品の特徴の整理

B ターゲットの明確化

C 販売規模の検討

D 販売促進の検討

E 事業採算性・損益分岐点の確認

販売戦略の立案

コメ・コメ加工品の輸出2 章

（2）ステップ       輸出の準備1
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　輸出に際して重要な2つ目のステップは、試験的な輸出（テストマーケティング）を通じ
て見えてくる課題や問題点を把握し、解決することです。テストマーケティングの結果を
分析し、戦略やパートナーを見直すことも重要です。継続的な輸出に向けた、より効果的な
販売戦略を検討します。

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を交わします。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。
商品の数量、価格は基本として、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を明記します。
展示会での試験販売などで、統一的な契約内容が提示された場合も、その内容については納得が
いくまで確認します。

試験段階における販売促進・広報は、実際の販売場所における販売促進活動が中心となります。
展示会主催者などと連携した販売促進活動を行います。
主たる活動は販売現場での試食であり、商品をアピールできるような販売促進用の資材を提供
することも必要です。この場で、自分たちの商品の特徴が現地の買い手にどう受け入れられ、
評価されるかを慎重に見極めることが極めて重要です。その見極めが事業の成否を分けると
いっても過言ではありません。
展示会や見本市へ出展することで、テスト販売の可能性や解消すべき課題を確認します。また、
他企業の動向も把握しましょう。展示会には多くのバイヤーが参加することがありますが、
出展し商談を行う場合は、商品の特徴、価格、最低取引単位等、最低限伝えるべき情報を準備
する必要があります。
（詳しくは19ページ「④商談会参加の心得」をご覧ください。）

テスト販売は、自ら輸出先国に出向き、販売促進活動をしたり、消費者やバイヤーからの意見を集約
したり、ほかのコメ・コメ加工品や日本産品の販売状況を把握したりするなどの貴重な機会です。
これまで検討してまとめてきた販売戦略が十分な成果を上げ得るかのチェックを行い、修正・改善
が必要なものがあれば見直し、テストを繰り返します。そのためには、アンケートその他の手法を
用いて、購入者の特性、属性、反応、要望等を詳細に記録することも不可欠です。
また、実際に商品を輸出することで、貿易手続きや輸出先国の物流事情、輸送上の問題、発注
システム、商品パッケージの耐久度などに関するチェックを行うことができます。
  　　

契約の締結

販売促進・広報の実施

（3）ステップ       テストマーケティング2

テスト販売
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　商談会は、商談を成立させることができる関係を築き、1件でも多くの成約へ発展させ
ることが唯一の目的です。そのためには、商談に参加する前に準備を行うことが極めて重
要となります。具体的には、以下の点を最低限おさえておくことが重要です。

　具体的かつ正確なコミュニケーションがとれることが基本です。自らで十分なコミュニケーションがとれ
ない場合は、取引の事情に明るい通訳が不可欠です。コストをかけても適切な通訳を手配しましょう。

　売り手がどれだけ売りたくても、買い手が買う気にならなければ商談は成立しません。そのためには、
買い手がその先の買い手（消費者・ユーザー）に対して、他の商品ではなく、この商品を売ろうとする「理
由」を与えることが重要です。商品の特徴の明確化、他にはない特典等を具体的に示すことが必要です。

　商品のPRを行っても、その商品について価格、最低ロット数、いつから取引を行うことができるか
等、取引に関する基本的な条件が明確でなければ、商談は成立しません。これらの条件はあらかじめ
準備しておくことが不可欠です。
　　　  のような内容をあらかじめ整理するためには、「FCPシート」を活用することが有効です。一度
じっくりこのシートを作成し、多言語化しておけば、あらゆる商談に役に立つとともに、事後的なミス
コミュニケーションを回避するためにも有効です。ぜひ、作成することをお勧めします。
（「FCPシート」については20・21ページをご覧ください。）

　商談における具体的な協議においては、どの流通業者を通じて輸出を行うかや、その際の条件につい
ても話題になることがあります。
　商談に当たってはパートナー事業者も同席して協議を行うことにより、スピーディーかつ円滑な
条件調整が可能になる場合があります。

　商談は回を重ねてスキルを磨いていくことが重要ですが、ジェトロでは商談に当たってどのような
ポイントに留意すべきか等についてのセミナーを実施しています。
　ジェトロが主催・共催するセミナーや講演会、相談会を案内しています。
　　（https://www.jetro.go.jp/events/）

A 言葉の問題をなくす

B 買い手が買うために必要な「理由」を与える

C

B C

取引条件を明確に示す

D パートナーも同席することが望ましい

E スキルを磨く

コラム4 BlogやSNSを使ったプロモーション

　コミュニケーションツールであるBlogやSNSを、ビジネスの場での全世界向けプロモーションツール
として活用しましょう。SNSのそれぞれの特徴をとらえて、販売促進活動に合ったもの選択します。複数
のツールを併用することで効果が上がることもあります。

Twitter…手軽な短文情報拡散の場として
Facebook、Blog…顧客とのコミュニケーションの場として

【主なSNS等】
Instagram…写真や短い動画での情報拡散の場として
Youtube…動画での情報拡散の場として

商談会参加の心得

（4）ステップ       テストマーケティング2
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「FCPシート」とは？
　商品及び企業の特色を記入し、展示会や商談会に役立てるために、「フード・コミュニケーション・
プロジェクト（FCP）」が推進するものです。
　表面に「商品情報」、裏面に「企業情報」が整理できます。読みやすい大きな文字でシート
を完成させて、商品と会社を効率的かつ効果的にアピールしましょう。

記入例［オモテ］
商品情報シート
商品の基本情報であるこの項目は
商品特性と取引条件をもれなく記入。

商品特徴
差別化のポイントを記載。生産・製造
過程でのこだわり、開発段階で最も
工夫した点などエピソードを明示。

商品写真
パッケージ写真は必ず貼付。
ぼやけていたり、魅力が半減
するような写真は避ける。

利用シーン
商品がいちばんおいしく食べら
れる調理法や組合せ（食べ合わせ）
などを記入。

ターゲット
売り先ターゲットはもちろん、どんな
購買層（年代、男女など）に食べてもら
いたいかも明確に。

原材料及び添加物
原材料名と産地を記載。産地が特定
できない場合は「○○他」などと記入。
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企業紹介シート
企業姿勢、取組内容など、自社の
姿勢、こだわりなどを記入。代表
者や社員の写真も忘れずに。

メッセージ
ここでは商品情報ではなく、企業
理念や食品事業者としての基本
方針、食の安全・安心に関する理念
など、企業姿勢をアピール。

商品検査の有無
残留農薬や放射線量など検査
している項目を記載。 品質管理情報

衛生管理や危機管理は重要ポイント。
きちんと記入して相手に安心感を
与えることが重要。

生産・製造工程などのアピールポイント
フローチャート（出荷されるまでの作業工程順）での説
明が効果的。圃場や工場などの写真が連動していると効
果大。コメの場合は、年間栽培予定がわかるとなおよい。

フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）とは？
　「フード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）」は、食品事業者、関連事業者、行政、消費者等の連携
により、消費者の「食」に対する信頼の向上に取り組むプロジェクトで、チェーン全体において食品事業者の取
組みの「見える化」を進めていきます。
　見える化のツールの一つが「ＦＣＰシート」で、記入項目には商品特徴･利用シーン･ターゲットの他、出展企
業紹介･品質管理の取組などの項目が含まれており、食品メーカーとバイヤーのコミュニケーションを円滑に
するなどの効果があります。
FCPウェブサイト　（http://www.food-communication-project.jp/）

記入例［ウラ］


