
平成 22 年度

ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム開催事業

報告書

平成 23 年 2 月

経済産業省 中国経済産業局



目次

１．実施概要 ...................................................................................................................................... 1 

２．フォーラム ..................................................................................................................................... 4 

Ⅰ．個別相談会 .............................................................................................................................. 4 

Ⅱ．主催者挨拶 ＜中国経済産業局 局長 井辺 國夫＞.............................................................. 5 

Ⅲ．基調講演 「中国におけるビジネス展開について」 ....................................................................... 7 

Ⅳ．パネルディスカッション 「海外展開について」.............................................................................. 9 

Ⅴ．企業パネル展示 ..................................................................................................................... 13 

３．試食交流会................................................................................................................................. 14 

Ⅰ．主催者挨拶 ＜ジェトロ広島 所長 酒井 拓司＞ .................................................................... 14 

Ⅱ．バイヤー紹介 ......................................................................................................................... 14 

Ⅲ．試食交流会の様子.................................................................................................................. 15 

Ⅳ．閉会挨拶 ＜（独）中小企業基盤整備機構中国支部 支部長 野村 秀貴＞ .............................. 15 

４．商談会 ........................................................................................................................................ 16 

５．PR 印刷物................................................................................................................................... 17 

７．アンケート集計 ............................................................................................................................ 22 

Ⅰ．ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム 参加者用アンケート集計 ................................... 22 

Ⅱ．ジェトロ ロシア・スイス食品商談会（広島）国内参加者用アンケート集計 .................................... 27 

８.資料‐講演録（全起こし） ................................................................................................................ 33 





1

１．実施概要

事 業 名 ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム開催事業

主 催 中国経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構中国支部、

ジェトロ鳥取、ジェトロ松江、ジェトロ岡山、ジェトロ広島、ジェトロ山口

後 援 中国四国農政局

運 営 （株）JTB コミュニケーションズ

目 的 海外企業との提携を含めた海外展開を促進するため、海外ビジネスに関する講演や

中国管内で海外展開を行っている企業を交えたパネルディスカッションを通じて、海外

展開を目指す企業の意識の醸成を図る。また、海外企業とのビジネス可能性を探るため、

ロシア及びスイスの海外食品バイヤー等を招聘し、マッチングの場を創出する。

対 象 海外展開を行っている、または目指している企業、行政機関、商工団体等

日 時 第一部：フォーラム 平成 22 年 12 月 6 日（月） 13:30～18:15

第二部：商談会 平成 22 年 12 月 7 日（火） 9:00～17:00

会 場 リーガロイヤルホテル広島（広島県広島市中区基町 6-78）

6 日 13:30～17:00 個別相談会・フォーラム 4F クリスタルホール

17:00～18:15 試食交流会 4F ロイヤルホール

7 日 9:00～17:00 商談会 3F 安芸の間

参 加 者 数 個別相談会・フォーラム参加者 121 名

試食交流会 84 名

商談会 海外バイヤー6 社、日本側企業 31 社
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プログラム

【第一部：12 月 6 日】

個別相談会・フォーラム ≪4F クリスタルホール≫

13:30 個別相談会 ＜相談企業＞

・上海石橋水産品有限公司

・セントラル貿易（株）

・ジェトロ広島

・（独）中小企業基盤整備機構中国支部

14:30 主催者挨拶 中国経済産業局 局長 井辺 國夫

14:40 基調講演

「中国におけるビジネス展開について」

上海石橋水産品有限公司

代表取締役会長 石橋 修 氏

15:30 5 分休憩

15:35 パネルディスカッション

「海外展開について」

＜コーディネーター＞

アジアネット

代表 田中 豊 氏

＜パネリスト＞

上海石橋水産品有限公司

代表取締役会長 石橋 修 氏

セントラル貿易（株）

代表取締役 田中 均 氏

（株）アサムラサキ

代表取締役社長 藤井 直彦 氏

（有）中村茶舗

代表取締役 中村 寿男 氏

（株）ますやみそ

代表取締役社長 舛本 知己 氏

16:55 閉会

＜同時開催＞ 企業パネル展示 展示企業： （株）アサムラサキ、（有）中村茶舗、（株）ますやみそ

試食交流会 ≪4F ロイヤルホール≫

17:00 挨拶 ジェトロ広島 所長 酒井 拓司

17:03 バイヤー紹介

18:00 閉会挨拶 （独）中小企業基盤整備機構中国支部

支部長 野村 秀貴

18:15 閉会
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【第二部：12 月 7 日】

商談会 ≪3F 安芸の間≫

9:00 第１回目商談 貿易相談

9:50 第２回目商談

10:40 第３回目商談

11:30 第４回目商談

12:10 LUNCH TIME（50 分間）

13:00 第５回目商談

13:50 第６回目商談

14:40 第７回目商談

15:30 第８回目商談

16:20 第９回目商談
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２．フォーラム

Ⅰ．個別相談会

事前に相談希望者を募集し、相談ブースにて個別相談会を行った。

ブースを設けたのは以下の 4 企業・団体。

上海石橋水産品有限公司 セントラル貿易（株）

（独）中小企業基盤整備機構 中国支部 ジェトロ広島
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Ⅱ．主催者挨拶 ＜中国経済産業局 局長 井辺 國夫＞

本日は「ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム」

ということで今日明日に渡ってフォーラムを開催しましたと

ころ、このようにたくさんの方々にお集りいただきましたこ

と御礼申し上げたいと思います。

海外展開ですが、このフォーラムそのものはですね、中小

企業の海外展開を支援していこうと、とりわけ本日のイベン

トは中国地方で一生懸命お作りいただいている商品とか、そ

ういったものを海外に積極的に販売していこうというもので

ございます。このフォーラム自体、今日の基調講演、その後のパネルディスカッション、明日のスイス

とロシアのバイヤーの方々をお相手とする、いわば販売に向けての食品関係の商談会、この約 3 つから

なっているわけでございます。本日の基調講演はですね、中国、上海その他の地域で一生懸命、日本の

食品等の販売に携わっておられます、上海石橋水産品有限公司の会長石橋さん、さらにはその後のパネ

ルの場では海外でいろんな展開をしておられます 5 人の方々のパネルディスカッションというようなこ

とが予定されているわけです。夕方にはそういった方々はもとより、明日のバイヤーの方も含めて交流

会という形で情報交換の場を設定しておりますので、みなさまもぜひ参加いただいてですね、今回のフ

ォーラムへの参加が自分の事業展開の中で海外というものを視野にいれて検討しておられる方々のいい

意味でのきっかけを与える場になってくれればと思う次第です。

この海外という表現を今何度か使ったわけでございますが、政府の新成長戦略、こういった場におき

ましてもアジア地域を中心として、ぜひ海外展開を積極的に打ち出していこうじゃないかとがんばって

おられる中小企業の方々をしっかりとサポートしていこうじゃないかと、こういう流れになっておりま

す。そういう中、経済産業省大臣を筆頭に 10 月に本省の方で中小企業の海外展開支援の第 1回会合を開

いたところでございますし、この中国地方でもその後、間を置かずに第 1 回目の中国地域の中小企業海

外展開支援会議を開催しましてですね、私ども経産局、ジェトロ様、あるいは中小企業基盤整備機構様

と連携しながら中小企業の方々が海外展開、販売はもとより展開をしていかれようとするときの支援を

させていただこうと動いているわけです。その中でのひとつがこのフォーラムになるわけです。こうい

う円相場がやや円高にふれている状況の中で海外展開って難しいんじゃないのとか、ご懸念されておら

れる方もおられるかもしれません。しかし円相場そのものの動きを近視眼的に一喜一憂するのでなく、

中長期的に見てどうなのか、そういう目から見ますと、中国 13億 5千万、東南アジア約 6億、インド等

を加えているかは別にしまして、ものすごい数の潜在的ニーズがある。例えば中国においても個人の所

得がかなりの勢いで増えています。そうすると日本のいいモノを全然高くてもかまいませんと、ぜひい

いモノを信頼のおけるモノをというニーズが現実にかなり高まってきていることも事実です。そういう

意味でともすると中国、東南アジアを我々とらえるときのものの見方は、競争力も高まってきていて輸

入でもってかなりの国内企業がひどい目にあっている、あるいは円相場がそれに加担して日本の企業の

海外展開が、海外進出という格好で行われ、国内の製造業が空洞化しているのではないかと、こういう

いろんな懸念の声がありますけど、ニーズにきちんと応えていく。そういう意味のしっかりとした歴史

の重みとあるいは自信作をぶつけていく、こういうような目で皆様の経営戦略の中に一助となればと思
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う、そういう意味のフォーラムであっていただきたいと思うわけです。先ほども触れましたように交流

会の場を含めましてぜひそういった参考の機会になればと思っています。

結びになりますが、本日のフォーラムに参加されました方々のご健勝、各企業のご発展を祈念しまし

て、開催にあたっての挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。
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Ⅲ．基調講演 「中国におけるビジネス展開について」

＜上海石橋水産品有限公司 代表取締役会長 石橋 修 氏＞

私どもは 1999 年 12 月に上海石橋水産品有限公司を

立ち上げ、今ではコンビニ生鮮スーパーが 20 店舗、高

級スーパー・デパートに進出している持ち帰り寿司刺

身の「魚屋しんせん館」24 店舗、その他外食産業 10

店舗を経営し、マックスパワーグループとして全部で

20 数社で全運営をしています。

中国へ進出するにあたり、日本と中国の商習慣がま

ったく違うことを理解してください。日本での商売が

上手というのは接客業務、商品開発力、店舗イメージ

などを指す場合が多いのですが、中国は商売の土俵に

乗るまでがその第一歩に当たります。例えば貿易業務やコンサル業務を行なうマックスパワーが、中国

で外食産業に乗り出すには定款を変えるにしても莫大な投資金が必要になり、別会社を新たに立てない

と認可を与えてくれません。中国では地方地方に会社を作っていって各地方に納税をしないと運営上厳

しいという状況があり、これが会社の数が増えた要因にもなっています。海外に販路を広げるためには、

まず事前にこのような勉強をして最低限の知識を身につけることが必要です。

私が中国で商売をはじめたきっかけですが、中国の国営企業にだまされサイパンに通っていく中で、

過去の清算に行くだけではもったいないということで中国から日本へ魚の輸出をはじめました。中国産

ということで売れば売るほど赤字になっていくので、日本人が2000年当時上海に 1万人くらいいたので、

在中の日本人に魚を売るために始めたのが上海の「しんせん館」です。さらに高級スーパーやデパート

のインショップで寿司刺身を提供していく中で、農林水産省が北京と上海で開催した「フード＆ホテル・

チャイナ」イベントへの出店で幅広く認知され、ブランドを確立していくことができました。

いまだに中国人が生魚を食べないと思い込んでいる方がいるようですが、そういう固定概念は捨てて

ください。また中国に刺身を普及させたのは日本でなくノルウェーです。中国の刺身＝ノルウェー産。

マグロではありません、サーモンです。広東では「しんせん館」は別名サーモン屋と呼ばれるくらい、

売れ行きの半分以上をサーモンが占めています。

私たちは、マスコミに多大な迷惑を被っています。尖閣諸島の問題は政治問題として大きいかもしれ

ませんが、伝える義務はあっても騒いだ分だけ反中国の報道としてとらえられます。上海万博の時もそ

うだったのですが、今回の問題でもコンテナがストップし、中国で商売をしている者にとってマイナス

になりました。

ここ数年の中国は、日本が何十年とかけて発展をとげた時期が圧縮して押し寄せていると思ってくだ

さい。極端なインフレが起き、これだけの人口がいるのにワーカーが足りません。今後中国は生産する

世界の工場から消費する世界の胃袋へと変わっていくと考えた方がいいかもしれません。その中で中国

製の食品に対して、誰よりも不信感を抱いているのは中国人です。それだけに日本の食品の安全性が高

く評価されて値段が高くても売れるのです。お菓子、ジュース、麺類なども今後中国で期待できる商品

です。お菓子も高級でなくて普通の雑貨屋で売れるようなもの、ジュースもしかり。日本の麺にしても
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中国の麺よりおいしいです。

実際に中国でモノを売るためには超えなければならないハードルが3つあります。一つは貿易の条例。

果物のお茶が薬事法に引っかかることや、賞味期限が半年以下のものは貿易に不向きであるとか、中国

に出せる商品なのか、賞味期限が合うのかを勉強してください。二つ目は嗜好です。中国人が食べるか

どうか。三つ目は価格帯。商品の価値に見合った適正価格があります。商談ではその場で最終決断、決

済ができない人を立てても成立しません。中国人は待ってくれません、売り込みも激しいです。仮に商

談が成立したからといって、即定番になるとは思わないでください。売れ行きの問いかけやフェースの

提案をすること、これが 3つのハードルのプラスアルファであり、定番になるための方法です。

最後に、今の中国の景気は万博やオリンピックのものではありません。ぜんぜんバブルがはじけない

のは何故か。日本でバブルがはじけたのは、日本人の保守的な国民性が引き起こしたものです。しかし、

中国人は周りに連動しない、連鎖反応を起こさない国民です。日本のようなバブル後を迎えることはな

いでしょう。中国は人件費不足と国内産の価格の高さに連れて、これから輸入に転じていくのでますま

す期待できます。
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Ⅳ．パネルディスカッション 「海外展開について」

＜コーディネーター＞

田中 豊氏／アジアネット 代表

＜パネリスト＞

石橋 修氏／上海石橋水産品有限公司 代表取締役会長・（株）マックスパワー 代表取締役

田中 均氏／セントラル貿易（株） 代表取締役

藤井 直彦氏／（株）アサムラサキ 代表取締役社長

中村 寿男氏／（有）中村茶舗 代表取締役

舛本 知己氏／（株）ますやみそ 代表取締役社長

◎はじめに

●田中 豊氏／アジアネット 代表

今回のパネルディスカッションは、中国経済産業局、ジェトロの貿易情報

センター、中小企業基盤整備機構などの組織が、これまで以上に中小企業

の海外販路開拓を支援していく事業の一環として開催しています。海外に

積極的に猛アタックをされている企業様から海外開拓に係るいろんなご経

験談を熱く語っていただき、さらに長年日本の商品を扱っているプロフェッ

ショナルの視点からコメントをいただきます。

残念ながら今年も景気がなかなか浮揚せず、デフレが続き、不景気、そ

して円高。今後ひとつの大きな話題がTPP、FTA、EPA。このようなニュースが並んでいますが、実はこの話題、

地方の中小企業の事業者さんに大きな影響があるということを石橋さんのお話でも感じることができました。

そういう中で果敢に海外の販路を攻めて行こうという事業者様から、どういうきっかけで海外販路開拓にチャ

レンジされたのかをお伺いしたいと思います。大きな第一歩の参考となるお話だろうと思います。それでは早速

はじめさせていただきます。

◎海外の販路開拓にチャレンジした動機と海外展開の現在の状況は？

●藤井 直彦氏／（株）アサムラサキ 代表取締役社長

少子高齢化が進む中で、口が減り、胃袋が減り、醸造業界を取り巻く国

内の環境が厳しくなってきたことをきっかけに、海外への販路を出そうと3

年前に海外事業化の準備室を作り、実質動き出したのが1年半前のこと

で現在は海外18ヶ国に輸出するまでになりました。各国に商売の流儀が

あり、その国民性が商売にも影響することで苦戦しており、今後とも語学

力のある優秀な人材の育成が急がれるところです。



10 
 

●中村 寿男氏／（有）中村茶舗 代表取締役

126年という長い歴史のお茶屋ですが、商売に自信がある反面、斜陽産

業との意識もありました。様々な飲み物も増え、日本人の日本茶離れが

進んでおり、飲んでもらえない環境になってきた中で、タイの富裕層の方と

出会い、健康によくて安心できるお茶なら高くても売れるという話があり、

それが海外展開の道を開くカギになりました。海外での商売は自分自身

の足で現地の方と人間関係を築かなければ成功に結びつかないと実感し

ているところです。

◎海外の販路開拓にチャレンジした動機と海外展開の現在の状況は？

●舛本 知己氏／（株）ますやみそ 代表取締役社長

去年まで1100社あった味噌屋も今では70軒近く減っている状況の中で新

規の市場を求めるため、さらに味噌自体や自社のブランドを知らない場所

で売ることが社員教育になることで海外への展開を強化しています。

海外展開を円滑に進めるためには、まず現地での人間関係が大事です。

インドでは現地のデザインチームと組んで商品開発を行うほか、その国独

自の文化や食文化を理解して商売をすることが欠かせません。

◎この厳しい状況の中で何をどう売るか、海外への販路を実現継続する方法は？

●石橋 修氏／上海石橋水産品有限公司 代表取締役会長・（株）マックスパワー 代表取締役

海外でモノを売る場合、一体誰と商談すればいいのかを取り違えないよ

うにすることが大きなポイントです。現地法人をもっていない限り現地の小

売業者と直接取引（貿易）はできないので、何十回商談しても成立しませ

ん。貿易会社のような窓口をもって商談しなければ前には進みません。必

ず誰が売り手で、誰が買い手で、誰が受け手なのかを明確にして商談す

ることが大切です。商品やその価格が現地で受け入れられるかどうかを調

査するために、貿易の調整をしているナンカイという企業がチャレンジショ

ップという形でテスト販売をやっています。コンテナの中にテスト販売分の商品を数ケース入れて現地で実際に

販売するもので、現地に商談に出向く費用を考えればかなり安く実践できます。
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◎中国以外の、北米、ヨーロッパ、オーストラリアなどマーケットへの輸出の課題は？

●田中 均氏／セントラル貿易（株） 代表取締役

まずは現地の空気に触れて、価格の高い日本食品を売るために国際的

な感覚を身につけて、相手国の食文化に合わせて日本の食文化を押し付

けず、日本食品の安心安全なヘルシーなスローフードというイメージを伝

えてほしいと思います。展示会参加の心得として、展示会に来るのは輸入

業者ではないので、現地でどこから買えるのか、概算価格などを明確にし

ておかないと商売は始まりません。また自社のブースに張り付かず、開催

国のブースを回って同じような種類の食品ブースに直接売り込む姿勢も大

事です。日本の卸値の4倍が現地の小売価格なのでその価格に見合うモノかを見極め、賞味期限が180日以上

を目安にして輸出商品を決めてください。日本では当たり前の食材でも海外では知られていないことが多いので、

慌てずじっくり構えて商品を流すことです。

◎海外での手応えや苦心した点、さらなる海外展開の今後は？

●藤井 直彦氏／（株）アサムラサキ 代表取締役社長

今後の海外展開を見据えると、現地のすばらしいパートナーを見つけることが最大の課題です。その国の商

習慣があるので小売店へのプッシュには必要不可欠です。また商品を入れてもらってもお客様に手にとってもら

わないと意味がなく、コンスタントなオーダーを実現するためにも日本でおなじみのマネキン販売を導入していま

す。そこで評判のいい商品を選び継続していくという商売を実践しています。これが絶大な効果があって、海外

でサンプルを差し上げると他の商品にも広がる感触を得ています。

◎日本とのかき醤油の使われ方の違いは？

●藤井 直彦氏／（株）アサムラサキ 代表取締役社長

どこの国でもデモンストレーションでは各国のスーパーで安く、うけがいい豆腐を使い、揚げ物の下味やお湯

を足すだけでスープになることなどを写真やレシピなどで説明しながら販売しています。あとモンドセレクションや

iTQiでの受賞が、商品や販売への自信、現地のバイヤーやパートナーへの説得材料に役立っています。
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◎海外での手応えや苦心した点、さらなる海外展開の今後は？

●中村 寿男氏／（有）中村茶舗 代表取締役

タイに抹茶を輸出した当初、抹茶は溶けるものだと思っていた現地の加工業社からパイプが詰まった、機械が

おかしくなったと苦情が殺到しました。色が変わらないお茶や溶けるお茶をと思っていたところ、父の「本来のお

茶を知ってもらい、お茶屋として妥協するな」の言葉を信じて、それから音信不通の時期を経て現地から連絡が

あり、お茶の飲むことを健康やファッションとして提案する直営店CHAHOの話を受けました。扱いの難しいお茶

だからこそ真のお茶を提供できるパートナーとして認められたのです。それからお茶文化を紹介するために店頭

で実際にお茶をたてたり、抹茶の文化教室を開催したことで、日本茶を文化とともに売ったお茶屋としてタイ王室

に招かれ、王妃にお茶を差し上げることなどもあり、売り上げも増していきました。

●舛本 知己氏／（株）ますやみそ 代表取締役社長

直接問屋とやっていく場合に一番の問題は荷物の量のことです。コンテナをいっぱいにするために事前に現

地のレストランに出向いて商品を扱ってもらうように交渉し、荷物をまとめる作業に苦労しています。また交渉時

に即断できる営業を育てることも当面の課題です。海外展開で得たこととしては、私自身その国の料理教室に

行ってどんな料理を食べるのか、どんな食べ方なのかを学び、日本に持ち帰り各国の食文化を吸収しているこ

とです。インドでは日本食を食べる方があまりいないという現状の中で、インドミッションに参加して日本に興味を

もって商談に来ていただいたことはうれしかったことであり、勉強にもなりました。

◎海外展開によって社員や自身の経営の考え方に変化は？

●舛本 知己氏／（株）ますやみそ 代表取締役社長

味噌に対して夢や冒険心をもつことで、海外市場でも夢と冒険心を社員と分かち合えたらと思います。

◎最後に海外展開を考えている方へのメッセージは？

●石橋 修氏／上海石橋水産品有限公司 代表取締役会長・（株）マックスパワー 代表取締役

明日私は上海に帰るので、商談の窓口としてパートナーシップを結んでいるナンカイとビジネスマッチング契

約を結んでいる山陰合同銀行をご紹介します。

●田中 均氏／セントラル貿易（株） 代表取締役

行政の方に支援事業に関してのお願いがあります。ハセップの取得や維持に係る負担を軽減するシステム、

少量多品目の輸出のための混載便、衛生証明書発行マニュアルなど食品輸出のインフラ整備をお願いします。
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Ⅴ．企業パネル展示

パネルディスカッションに登壇していただく企業の紹介パネルを制作し、商品等とともに展示を行った。

（株）アサムラサキ （有）中村茶舗

（株）ますやみそ



14 
 

３．試食交流会

Ⅰ．主催者挨拶 ＜ジェトロ広島 所長 酒井 拓司＞

Ⅱ．バイヤー紹介

企 業 名 氏 名

ロシア Vagr Vina Vita Mr.Oleg Sidorov（オレグ・シドロフ）様

Global Foods Mr.Andrey Khartli（アンドレイ・ハルトリ）様

Daiichi Mr. Evgeny Palienko（エフゲニー・パリエンコ）様

Vshe dlya Sushi Mr. Vladimir Mitrofanov（ウラジミル・ミトロファノフ）様

Land Ms. Natalia Mukovnina（ナタリヤ・ムコヴニナ）様

スイス SV Susswaren Vertriebs AG  Mr. Peter Baldinger（ペーター・バルディンガー）様



15 
 

Ⅲ．試食交流会の様子

Ⅳ．閉会挨拶 ＜（独）中小企業基盤整備機構中国支部 支部長 野村 秀貴＞
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４．商談会

ロシアおよびスイスの海外バイヤーと食品関係の日本企業とで、個別商談会を実施した。

参加企業は海外バイヤー（ロシア 5 社、スイス 1 社）、日本企業 31 社で、

1 回の商談を 10 分間とし、海外バイヤー1 社につき日本企業 8 社との商談を行った。

＜海外バイヤー＞ 6 社

【ロシア】

・Vagr Vina Vita（ワクル・ビナ・ビタ）社 / Mr.Oleg Sidorov （オレグ・シドロフ）様

・Global Foods（グローバルフーズ）社 / Mr.Andrey Khartli （アンドレイ・ハルトリ）様

・Daiichi（ダイイチ）社 / Mr. Evgeny Palienko （エフゲニー・パリエンコ）様

・Vshe dlya Sushi（フショー・ドリャ・スシ）社 / Mr. Vladimir Mitrofanov （ウラジミル・ミトロファノフ）様

・Land（レンド）社 / Ms. Natalia Mukovnina （ナタリヤ・ムコヴニナ）様

【スイス】

・SV Susswaren Vertriebs AG（エスファウ・ズュスヴァーレン・フェアトリープス）株式会社

/ Mr. Peter Baldinger （ペーター・バルディンガー）様

＜日本企業＞ 31 社

株式会社アサムラサキ、 イトク食品株式会社、 大嶺酒造株式会社、

株式会社岡田屋本店（Office UEDA）、 株式会社岡山国際ホテル、 オタフクソース株式会社、

川中醤油株式会社、クニヒロ株式会社・ケーエス商会株式会社、 久保田酒造株式会社、

久保田物産株式会社、 クラタ食品有限会社、 沢の鶴株式会社、 株式会社三幸産業、

サンフーズ株式会社、 神明全国米関連食品輸出促進会、 センナリ株式会社、 徳永製菓株式会社、

利守酒造株式会社、 株式会社ハーベスト・プランニング、 有限会社平田観光農園、

宝積飲料株式会社、株式会社ますやみそ、 株式会社マルタカ、 丸徳海苔株式会社、

株式会社三次ワイナリー、 盛川酒造株式会社、 矢野食品株式会社、 株式会社山本屋、

有限会社リカーフーズＣ＆Ｄ、 リヨーコクシヨウジ株式会社 （50 音順，敬称略）
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５．PR 印刷物

（１）参加者募集チラシ作成

印刷部数：各 1,000 部

チラシ発送先：中国地方の商工会議所、各県、金融機関を中心に１２２団体へ配布ほか、各所へ設置。

①「ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム」

【表面】 【裏面】

②「ロシア、スイス食品商談会」

【表面】 【裏面】
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（３）パネル作成

パネルディスカッションに登壇していただく企業３社の紹介パネルを制作した。
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（４）パンフレット作成

国内・海外支援機関や海外バイヤーに向けて商品 PR を行うため、中国地域管内の企業で海外展開を目

指す企業を 15 社選定し、訪問取材を行い、商品紹介パンフレットを作成した。

■日本語版 「厳選！お見せします 中国地域のいいモノ」 700 部

■英語版 「Unveiling Selected Products! Excellent Products of Japan’s Chugoku Region」 300 部
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■掲載協力企業 15 社 （鳥取県 2 社、島根県 3 社、岡山県 3 社、広島県 6 社、山口県 1 社）

所在地 企業名 掲載商品① 掲載商品②

鳥取
有限会社いけがみ ねばりもち 美・きゃんでぃ「ころん」

株式会社エムコ 黒にんにく熟成エキスマイルド 黒の秘密

島根

株式会社井ゲタ醤油 ゆびきりげんまん しじみだし醤油 ゆびきりげんまん さしみ醤油

一宮酒造有限会社 純米吟醸 石見銀山 薔薇酒 薔薇姫

しまね有機ファーム株式会社 有機桑茶 有機桑茶つぶ

岡山

株式会社ショーワ
スーピマ 80/-ダブルガーゼ裏チェック 顔料とインディゴロープの染色の

リネンダンガリー

丸本酒造株式会社 竹林 かろやかオーガニック 泡々酒 300ml

室町酒造株式会社
櫻室町 純米吟醸 備前幻

（輸出仕様）720ml

こだわりだけを詰め込んだリキュール

広島

株式会社岡本亀太郎本店 保命酒（リキュール・薬味酒） 杏子姫（リキュール・薬味酒）

宝積飲料株式会社 ためして寒天 琥珀色のときめき ハイボールテイスト

株式会社ポストごはんの里 いなり寿司 45g（胡麻入り） 冷凍しゃり 22g

丸徳海苔株式会社 わさび味のり 広島かき味のり

有限会社瑞穂
メイクブラシギフトセット

プラチナ 4 本入り

チャーム×リップブラシ

盛川酒造株式会社 白鴻 純米吟醸ブルーボトル 白鴻 艶肌梅酒（黒ラベル）

山口 匠山泊 匠山泊ジーンズ 匠山泊 風（カゼ）
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６．マスコミ報道

■2010 年 11 月 10 日 日本経済新聞 ■2010 年 11 月 26 日 日本経済新聞

■2011 年 12 月 8 日 中国新聞 朝刊
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７．アンケート集計

Ⅰ．ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム 参加者用アンケート集計

■開催期間：2010 年 12 月 6 日（月）

■場所：リーガロイヤルホテル広島

■参加者数：121 名 ■有効アンケート枚数：35 枚

質問 1．フォーラムの開催を何で知りましたか。（複数選択式） （有効回答数 41）

その他の記述

質問 2．プログラムについて（選択式）

①個別相談会 （有効回答数 12）

「大変満足」「満足」が半数を占め、

「やや不満」「不満」の回答は無かった。

■内訳

中国経済産業局

からの紹介
36.6%

中小機構

からの紹介

17.1%

ジェトロから

の紹介

12.2%

チラシ

4.9%

ホームページ

4.9%

メールによる

情報提供

4.9%

新聞

2.4%
その他

17.1%

大変満足
16.7%

満足
33.3%やや満足

25.0%

普通
25.0%

やや不満
0.0%

不満
0.0%

・広島県総合技術研究所

（食品工業試験所）

・農商工連携

・知人からの紹介

・益田市長からの紹介

・広島信用金庫からの案内

大変満足 ：2
満足 ：3
やや満足 ：4
普通 ：3
やや不満 ：0
不満 ：0
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②基調講演「中国におけるビジネス展開について」 （有効回答数 34）

■内訳

③パネルディスカッション「海外展開について」 （有効回答数 32）

■内訳

質問 3．今後、同様のフォーラムで最も聞きたいと思われる情報はどのようなことですか。

・中国、香港などへ進出していくためのノウハウ

・中国における会社設立、決済の実務

・中国への農水産品の輸出に関する事

・欧米、アジア、環太平洋での取引の特徴

・世界のビジネスルール

・具体的な進め方、成功・失敗談 etc

大変満足

46.9%

満足

9.4%

やや満足

28.1%

普通

15.6%

やや不満

0.0%

不満

0.0%

大変満足

58.8%
満足

17.6%

やや満足
17.6%

普通

5.9%

やや不満

0.0%

不満

0.0%

大変満足 ：15 
満足 ：9
やや満足 ：3
普通 ：5
やや不満 ：0
不満 ：0

大変満足 ：20 
満足 ：6
やや満足 ：6
普通 ：2
やや不満 ：0
不満 ：0



24 
 

質問 4．御社では、海外への輸出・販売を行っていますか。 （有効回答数 27）

■内訳

【「行っている」と答えた方】 ①現在取引のある国名及び商品

国 名 商 品

台湾、香港、米国など
缶コーヒー、ビンドリンク、

ペットボトルドリンク

台湾 こんにゃく

カナダ、台湾 抹茶関連食品

台湾、中国、

シンガポール、

香港、ロシアなど

味付け海苔

中国、東南アジア 食品、機械、アパレル

米国、シンガポール 柚子果汁

【「行っている」と答えた方】 ②今後、特に関心の高い地域

■内訳

台湾

26.7%

香港

13.3%

米国

13.3%

中国

13.3%

シンガ

ポール
13.3%

ロシア

6.7%

東南アジア

6.7%

カナダ

6.7%

アジア
10.5%

中国

15.8%

香港

15.8%

台湾
10.5%

米国

5.3%

欧州
10.5%

インド
10.5%

ロシア

5.3% 中東

10.5%

その他
5.3%

アジア ：2 ，中国 ：3
香港 ：3 ，台湾 ：2
米国 ：1 ，欧州 ：2
インド ：2 ，ロシア ：1
中東 ：2
その他 ：1 （東欧）

行っている

25.9%

行って

いない
66.7%

企業への

支援をして

いる

7.4%

行っている ：7
行っていない ：18 
企業への支援をしている ：2
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【「行っていない」と答えた方：「企業への支援をしている」と答えた方以外】 ①関心の高い地域

■内訳

【「行っていない」と答えた方：「企業への支援をしている」と答えた方】 ①関心の高い地域

■内訳

アジア ：5 ，中国 ：11 
香港 ：4 ，台湾 ：3
米国 ：2 ，欧州 ：4
インド ：4 ，ロシア ：4
中東 ：0
その他 ：3 （アフリカ諸国）

アジア ：2 ，中国 ：2
香港 ：2 ，台湾 ：1
米国 ：0 ，欧州 ：0
インド ：1 ，ロシア ：1
中東 ：0
その他 ：0
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質問 5．今後、行政に希望する、中小企業の海外展開支援についてご記入ください。

■内訳

質問 6．本フォーラムの感想・ご意見をご自由にお書き下さい。

・中国での商売の仕方や状況を知ることができました。

・多くの参考になる講演を聞かせて頂きありがとうございました。

・今まで偏ったイメージを持っていた海外販売の現実を知ることができてよかったです。

・講演もディスカッションも良かった。

・ポイントのわかりやすいセミナーでした。パネルディスカッションも内容がよくまとまっており、わかりやすかった。

・様々に実際の方の話が聞けて参考になりました。

・輸入食品の登録検査機関です。現在輸出食品についても検査機関として安全・安心の確保に貢献したいと考えてい

る。

・もう少し海外販売をどうやって行うのか具体的な説明がほしかった。

・色んな方の経験談を知る事は重要です。今後も開催しご教授いただければ幸いです。

・現地での苦労話なども聞きたかった。

・具体的な小売価格の付け方が知りたい。

補助金等 ：14 
国際展示会の出展 ：11 
個別窓口相談 ：9
海外ミッションの派遣 ：9
専門家の派遣 ：9
各種調査 ：9
HP やメールによる情報提供 ：5
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Ⅱ．ジェトロ ロシア・スイス食品商談会（広島）国内参加者用アンケート集計

■開催期間：2010 年 12 月 7 日（火）

■場所：リーガロイヤルホテル広島

■参加者数： 32 社 ■有効アンケート枚数： 32 枚

質問 1．本商談会は皆様のお役に立つものでしたか？また、その理由をご記入ください。

総合役立ち度： 97.0%

（役立ち度上位２位の割合）

★参考：上位１位の割合 63.0%

＜内訳＞

役に立った 20

←総合役立ち度の母数には含まない

まあ役に立った 11

あまり役に立たなかった 1

役に立たなかった 0

有効回答数 32

無効票 0

■役に立った理由

・海外バイヤーとの、商談を行うのは初めてでしたが、商談方法がわかりました。又、ロシア市場の動向を知ることが出来ました。

・海外向けの価格設定を行う事も必要であると思いました。

・今回の商談相手は１社のみで、期待していた数ではありませんでした。しかしながら、弊社の商品に興味を持っていただくことが

でき、内容の濃い内容になったと思います。

・今までロシア・スイスへの弊社商品を紹介する機械はあまりなかったが、こういった商談会を企画していただけることで、商品の紹

介が円滑に出来て、また試食等もスムーズに提供できたのでとても役立ちました。

・ラーメンに対しては初めてのプレゼンを受けた方が多かったうえ、昨日食べて美味しかったとの印象をもたれていたので、興味を

何社か持って・いただけた。ただし、自社の問屋がどこなのかを理解されていない方が２名いらした。

・新市場のニーズや弊社の課題を明確にすることが出来た。

・ロシアは市場としてとても興味を持っていた国です。が、下調べや市場調査の機会が持てないでいました。貴団体より、このような

マッチング商談だけでなく、事前に勉強会を開催いただき来たるべき商談に臨めるスケジュールを考案頂いたことは、とても助かり

ました。商談の内容も３件と商談し、うち２件は現在も継続しています。

・市場の動向や実際の販売状況を知ることができた。

・初めての商談会参加で、商談会がどのようなものか理解できた。また、次回参加する場合の準備、今後の検討課題などを知るこ

とができた。

・弊社の場合あぐりトライアングルの助成金事業として輸出の可能性を模索しております故、こういった機会を利用させていただい

た事に感謝申し上げます。
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・ロシアのバイヤーの方の率直な意見が聞けてよかった。また、中国ーアジア圏以外の方との商談をする機会を与えて頂いてよか

った。ありがとうございました。

・ある商社様経由で、ワグル社と商談を進めていたがストップしていたので、今回の商談で直接お話ができ、お互いにコミュニケー

ションを図れた。（先方の要望を聞く事ができた）

・ロシアの方に和菓子を食べていただき、食べて頂けることがわかった。ロシア国内でも需要がありそうな感じを受けた。今後の可

能性を感じる事ができた。

・１商談時間が４０分と長かったので試食品が多い為にゆっくり説明しながら話ができた。２０～２５分だと話と試食が間に合わな

い。

・オーダーまでつながるかどうかは、未だわかりませんが見積依頼があり提出しました。過去のパターンから判断すると、食いつき

的には

まあまあかな？と思ってますので、オーダーに繋がっていってくれるとありがたいです。あと、以前に取引していた卸がモスクワにあ

りまして少しそことの関係もリンクさせてみたいと思い、色々やってるところです。

・現地にて販売の可能性があるかどうかの情報が得る事ができた為。

・ロシア・スイスの市場性がバイヤーより理解できた。当社の商品の中でロシア・スイスの市場で何が売れるか理解できた。

・商談自体は今後の可能性を含めて検討という事になったが、ロシア市場の動向や輸入会社の考えなど、現地の声を聞けた事は

今後の輸出戦略に

非常に役立つ。

・スイスのベンターより、具体的な見積依頼があり、将来的に成約につながると思われる。ロシア人とのビジネスミーティングは今回

が初めて。どのような商品・味に興味があるかわかったことで、今後の傾向と対策がより具体的に見えてきた。

・バイヤーは多品種の酒を選ぶ為に多くのメーカー（日本の）から酒を購入するようだ。当然我々から１コンテナ仕立てる事が無い

事が分かった。

価格も FOB より EXW で知らせる方が現実的だという事も分かった。バイヤーが「日本の酒の小冊子」を持っているのを見て、今後

の輸出方法についても参考になった。我々としても安くて良い商品を醸造するだけでなく、情報の受発信の精度を上げる必要があ

る事が分かった。

・出展商品がバイヤーの関心を引かなかった事が分かった。商品が輸出に向いていない事が分かった。別の商品を捜さなければ

ならない事が分かった。

■まあ役に立った理由

・スイスとの具体的な商談ができた。

・日本産のお米・米加工品の良いアピールができた。

・現在、取引（輸出）を行っていない国のバイヤーとの商談は良かった。その国の事情、その国に対して輸出する際の注意を学ぶ

事も出来良かった。

・日本の首都圏並みの人口を有するモスクワの商社と直接商談が出来た事が有意義であった。また弊社が検討していた輸出価格

が商談相手にライセンス料が非常に高額である事や、印紙の証紙を本邦の製造者が、輸出品になさなければならない事など、大

きく本邦と異なるという問題が浮上してきた。特に印紙税の証紙は有価証券なので、紛失や破損の際の手続きが煩雑でメーカー様

の手間・労力が加算される事になりそうである。

・ロシアの酒事情・日本レストラン等の情報が得れた

・商談会で自社の商品の評価・アドバイスを直接聞くことができたことがよかった。
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・ロシア市場の開拓へ向け、第一ステップを踏む事が出来た。

・現在商談中の案件もあり、商談成立の可能性もある。

・ロシアの市場状況が理解できた。

・今回の商談では、既存のお得意様やその流れで購入していただいてるお客様とお会いする事ができました。合わせて弊社の

Wood Egg をご見学いただけた事はよかったと思います。しかし、若干対象となる相手先が少なかったように思います。

・ロシアのスーパーマーケットの現状を少なからず知る良い機会になった。

■あまり役に立たなかった理由

・申し込みの際、受付完了の確認が無いまま商談会を行ったので手ごたえを感じない。

■役に立たなかった理由

・該当回答なし

質問 2．本商談会へのご参加の目的について（複数回答可）

質問 3．本日のビジネス成果（商談件数など）について

合計

商談件数 65

成約見込件数/金額 11 件

※成約見込＝今後１年以内に成約が見込める契約 ¥28,905,000 （通貨）

成約件数/金額 1 件

※成約＝金額を伴う契約締結 ¥200,000 （通貨）
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質問 4．今回の商談会参加を受けて、貴社の今後の取り組み予定につきましてお知らせください。

・海外のバイヤーが集まる展示会に出展する。英訳のパンフレットを作る。信頼できる国内の代理店を見つける。

・有望な地域に対しては今後も積極的に参加をさせていただき、販路を広げていきたい。

・先方へ向けて弊社商品を紹介するためのロシア語でのパンフレット（リーフレット）が必要だといわれたので、それを準備したいと

思います。（とりあえず）

・現在、サンプル送付しての返事待ちの状況ですが、必要があれば現地でのデモンストレーション等の実施も視野に取り組んでい

きたいと思います。

・地域別に好まれる味や食べ方の情報もほぼ集まった為、海外使用の商品の開発等もしっかりと進めていく予定です。

・DAINICHI さまは日本語のわかるスタッフがいるので日本語のメールでも OK とのこと。以降、商談を進めてみたい。

・自社の輸出商品の拡充を図っていく予定です。同国の日本製品に対する信頼度や希求度は高いものの、他国の製品と比較して

円高の影響もあって、割高過ぎる点が障害となって輸入意欲を削いでる為、比較的価格が割安な商品を中心にラインナップを充実

させて輸出振興を図って参ります。

・ドライフルーツや柚子製品のモチベーションは高く、今後も PR を継続する予定。ユーロ圏ロシアには日本農産物に対する認識は

低いので、価格以外の何か訴求力は必要。

・信頼関係を築くことを念頭に、国内代理店と連絡を密にし取り組んでいきます。

・海外取引においての、社内環境の整備や具体的な対応策。

・もっと海外の情報を集め販売力を高める

・海外輸出について検討を行う

・商談させていただいた会社とは、引き続き連絡を取り、成約出来るように努力したく思います。

・商品の改善検討（パッケージ等）海外へのより積極的な営業活動

・引き続き実績を上げることを目的に海外へのアプローチをかけていきます。

・既存の商社様を通じてワグル社へ見積り提出をします。

・ロシア向け輸出に関しては商社様からの問い合わせ等あれば対応していくつもりです。時間をかけて進めていけたらと思います。

・英語もロシア語もわからない為、日本の輸出業者をさがしていきたい。

・かつて（2006 年～2007 年）まで、ロシア向けはやっていたのですが、我々の業界でのロシアバブルがはじけ、現在はパートナー不

在のマーケットなので、なんとかやりとりを継続できればと期待しています。１本でも出せれば訪問して、更に進めていきたいです。

・海外への販路を広げるため、現地に赴き、より多くの商談をしたいと考えている。

・スイスにつきましては豊和貿易様と交渉。ロシアにつきましてはナンカイ様と取組み。

・未定

・現在、日本の貿易商社を通じコンタクト中。サンプルがまだ商談会の為に来日したバイヤーの手元に到着してないので、各国に

おける客先にはプレゼンが未だできていないとの事。

・海外情報の入手（商談の精度を上げる）

・商談相手国（訪問企業の）に自社製品のどこが売り込めるのかもっと事前に調査と研究をしたい。

・機会があればどの国から魅力を感じられるか数多く商談をして知り、販路促進につなげたい。
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質問 5. 海外販路開拓に際して、ジェトロへのご要望・ご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。

・今後とも、よろしくお願い致します。国内の代理店を紹介して頂けると助かります。

・近隣にて商談会等が開催される場合は、お誘いいただきたいです。

・今回の商談会の前日に試食会がありましたが、参加企業に対して、開催時間が短すぎて充分な商品説明をすることができませ

んでした。もう少し時間をとって頂ければありがたいと思います。今回のような商談会では、英語以外にロシア語での商品案内が必

要と思います。弊社のような需細企業には充分対応することができませんので、共同のロシア語の商品リストを作成していただい

たら助かりました。

・今回のような商談会はメーカーとして助かります。今後ともこのような商談会の企画とフォローをいただけると助かります。

・いつもいろいろなチャンスをいただきありがとうございます。これからも「ラーメンのクラタ食品」を PR していきますのでよろしく

お願いします。インド市場・インドネシアにも興味があります。

・今回のような目的が明確で有意義な商談会は、各業種別に頻繁に開催して頂けるようお願いいたします。日本の優れた製品も、

中小企業では商談相手を見つける事すら出来ない状況なので、商談会のような販路開拓ツールを提供してもらえると、日本製品

の輸出振興に資する事が出来ると思います。

・６社のバイヤーに初日の試食会はつらかった。できれば出席者から会費をとってもいいから、私達も飲んだり食べたりしながら、

私たちに商品 PR でステージに立たせて下さい。（ブースがあると動けないので、なかなか情報交換が出来ませんでした）

・今回のように、商談マッチングのスケジュール組立てと、それに付随する勉強会、更に前日にレセプションを開いていただけたこと

は、とても勉強になりました。今後も他地区においても立案いただけると助かります。

・海外への日本酒販売がスピード化しているので今回のようにどんどんセールスがしたい。

・この度はお世話になりました。なかなか海外の窓口を探す事は難しいですが、JETRO 様のおかげで夢の実現に向けて一歩前進

しました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

・できましたら、同様の商談会にて米国・欧州など他地域の海外バイヤー様との商談機会を作って頂きたく、お願い申し上げます。

・今回のような機会は国内でバイヤーにお会いできるので大変有難いです。特に遠方のロシア、ヨーロッパ、ブラジル等は、このよ

うな場を頂けると大変役立ちます。引き続き商談等の開催をお願いします。いつもお世話になり恐縮ですが、今後も宜しくお願いし

ます。

・海外のバイヤーと共に日本の商社も同席してもらう。様な輸出をした事が無い所用の商談もして欲しい

・色々と活用させていただいており、いつも感謝申し上げております。願わくばメジャーなショーの募集時季・・・これをもう少し早く

頂ければ・・・と思います。あと、○○省系のミッションの場合なんかによくある制約・・商材の現実はよくご存知かと思いますが、

実情に合った（ビジネスになりうる）商品で臨めない事などギャップがあったりする事がありますが、「日本産原料を主に・・」とか

こういうのは JETRO さんでうまく渡って頂けると超有難いです。今後とも宜しくお願い致します。

・輸出に関しての現地情報、商談会の機会提供を宜しくお願い致します。

・海外商談会・展示会（国内含む）のご紹介等、海外の情報を頂ければと思います。

・今回のような商談会は非常に有益であると思いましたので、これからも他国の状況を把握する相手企業との関係を図る上で良い

機会を提供していただきたいと思います。

・ヨーロッパでのかつお出汁などの輸入規制について具体的に教えて頂きたい。アンケートのフォーマットの記入が面倒である。

例えば、□枠に印を入れる時、部位にカーソルを合わせると自動的にハネマークがでるとか、或いは文章を記入する際、真ん中か

らではなく左上から記入できるようにして欲しい。また、文字が途中で切れてしまわないようにフォーマットを整えて頂きたい。
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・商談会の回数を増やして頂きたい。見積書を提出しましたが、回答メールがありませんでした。ビジネス文化の違いでしょうが、

何らかの回答をするように指導して欲しいです。

・昨年８月米子と今回の２度参加させて頂きました。見積書を提出しましたが、回答メールがありませんでした。ビジネス文化の

違いでしょうが、何らかの回答をするように指導して欲しいです。

・企業へ事前にピンポイントで資料提供をし、商談へのきっかけを働きかけ、その活動データを報告してもらいたい。
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８.資料‐講演録（全起こし）

◆開催挨拶

＜中国経済産業局 局長 井辺 國夫＞

本日は「ニッポンのいいモノ海外販売大作戦フォーラム」ということで今日明日に渡ってフォーラムを

開催しましたところ、このようにたくさんの方々にお集りいただきましたこと御礼申し上げたいと思い

ます。

海外展開ですが、このフォーラムそのものはですね、中小企業の海外展開を支援していこうと、とりわ

け本日のイベントは中国地方で一生懸命お作りいただいてる商品とか、そういったものを海外に積極的

に販売していこうというものでございます。このフォーラム自体、今日の基調講演、その後のパネルデ

ィスカッション、明日のスイスとロシアのバイヤーの方々をお相手とする、いわば販売に向けての食品

関係の商談会、この約 3 つからなっているわけでございます。本日の基調講演はですね、中国、上海そ

の他の地域で一生懸命、日本の食品等の販売に携わっておられます、上海石橋水産品有限公司の会長石

橋さん、さらにはその後のパネルの場では海外でいろんな展開をしておられます 5 人の方々のパネルデ

ィスカッションというようなことが予定されているわけです。夕方にはそういった方々はもとより、明

日のバイヤーの方も含めて交流会という形で情報交換の場を設定しておりますので、みなさまもぜひ参

加いただいてですね、今回のフォーラムへの参加が自分の事業展開の中で海外というものを視野にいれ

て検討しておられる方々のいい意味でのきっかけを与える場になってくれればと思う次第です。

この海外という表現を今何度か使ったわけでございますが、政府の新成長戦略、こういった場におきま

してもアジア地域を中心として、ぜひ海外展開を積極的に打ち出していこうじゃないかとがんばってお

られる中小企業の方々をしっかりとサポートしていこうじゃないかと、こういう流れになっております。

そういう中、経済産業省大臣を筆頭に 10 月に本省の方で中小企業の海外展開支援の第 1回会合を開いた

ところでございますし、この中国地方でもその後、間を置かずに第 1 回目の中国地域の中小企業海外展

開支援会議を開催しましてですね、私ども経産局、ジェトロ様、あるいは中小企業基盤整備機構様と連

携しながら中小企業の方々が海外展開、販売はもとより展開をしていかれようとするときの支援をさせ

ていただこうと動いているわけです。その中でのひとつがこのフォーラムになるわけです。こういう円

相場がやや円高にふれている状況の中で海外展開って難しいんじゃないのとか、ご懸念されておられる

方もおられるかもしれません。しかし円相場そのものの動きを近視眼的に一喜一憂するのでなく、中長

期的に見てどうなのか、そういう目から見ますと、中国 13億 5千万、東南アジア約 6億、インド等を加

えているかは別にしまして、ものすごい数の潜在的ニーズがある。例えば中国においても個人の所得が

かなりの勢いで増えています。そうすると日本のいいモノを全然高くてもかまいませんと、ぜひいいモ

ノを信頼のおけるモノをというニーズが現実にかなり高まってきていることも事実です。そういう意味

でともすると中国、東南アジアを我々とらえるときのものの見方は、競争力も高まってきていて輸入で

もってかなりの国内企業がひどい目にあっている、あるいは円相場がそれに加担して日本の企業の海外
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展開が、海外進出という格好で行われ、国内の製造業が空洞化しているのではないかと、こういういろ

んな懸念の声がありますけど、ニーズにきちんと応えていく。そういう意味のしっかりとした歴史の重

みとあるいは自信作をぶつけていく、こういうような目で皆様の経営戦略の中に一助となればと思う、

そういう意味のフォーラムであっていただきたいと思うわけです。先ほども触れましたように交流会の

場を含めましてぜひそういった参考の機会になればと思っています。

結びになりますけど、本日のフォーラムに参加されました方々のご健勝、各企業のご発展を祈念しまし

て、開催にあたっての挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。
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◆基調講演「中国におけるビジネス展開について」

＜上海石橋水産品有限公司 代表取締役会長 石橋 修 氏＞

ただいま紹介にあずかりました、上海石橋水産品有限公司、上海では「しんせん館」という名前で通っ

ています石橋でございます。今日はよろしくお願いいたします。9月にですね、広島と島根県の間の邑南

町という所に行きまして、いきなり気温が 16℃ぐらいでして、そこから風邪をひいてからずっと出張出

張で気管支炎になってしまいまして、咳が止まりませんので、あめをなめながらしゃべらせていただき

ますが、ちょっと失礼いたします。

皆様のお手元に中国におけるビジネス展開についてという資料があると思うのですがこれについてしゃ

べらさせていただきます。

まず 1ページ目、めくってください。1999 年の 12月に石橋水産品有限公司を立ち上げまして、2001 年 2

月 9 日、古北。古い北と書きまして古北、オープンしてから私が実際に上海に乗り込んだのが 2000 年 10

月 17 日。先々月の 17 日でまる 10年、11 年目を迎えました。店舗数今コンビニ生鮮スーパーの大きさの

ものが 20店舗、高級スーパー、高級デパートに進出しています持ち帰り寿司刺身を中心とした魚屋しん

せん館 24店舗、それにステーキハウス、居酒屋、割烹の外食産業を 10 店舗、計 54 店舗を経営させてい

ただいております。

沿革の中で抜粋しておりますから、すべてが書いてあるかどうかわかりませんが。その中で沿革にとも

なって 2枚目のマックスパワーグループ会社説明があると思うのですが、この会社以外にも他に 20くら

い会社がございまして、全部で 20数社で全運営をさせていただいております。決して会社を作るのが趣

味で会社を増やしていっているわけでなくて、中国で皆様方にまずひとつ先に言っておかないといけな

いことがあります。これは何かと言いますと、日本の商習慣と中国の商習慣がまったく異なります。日

本の場合ですと商売が上手という風に言われますと、お客様に対する接客業務が上手であるとか、商品

の開発力があるとか、店舗の作りがいいイメージで作れるとかいろんな商売の基本的なノウハウを蓄積

されている会社はいっぱいあると思うのですが、中国の場合は日本と違って商売というテーブルに乗る

までの段階がまず一歩にあたります。ほぼいろんな人たちがそこのテーブルに上がるまでに、中国の政

府関係との交渉で歯車が合わなくなって撤退される、もしくは店をオープンしたけど営業ができないと

か、会社を作ったんだけど貿易ができないとか、そういう風な形になってきています。

私が何がいいたいかと言いますと、だいたい今社員が 700 名弱います。54 店舗の事業を運営するにあた

り、そのくらいの人数がいるのですが、それを全部法務的にこなしていくために二十数社の会社が必要

になってくるということです。簡単に言いますと日本ですとマックスパワーという松江に所在する会社

がありまして、この 4 月に宍道湖が見える嫁島という所で寿司屋をおこしました。その寿司屋をおこす

にあたってマックスパワーというのは今まで定款上、貿易業務であるとか、コンサル業務であるとかそ

ういうものだったのですが、基本的に言うとそこで外食事業というものを定款に付け加えればマックス

パワーとして寿司屋ができるという形になりますけど、中国の場合は定款を仮に今まで新鮮館という形

で小売事業をしていた業者が外食事業をやろうと思うと相当の投資金を積まない限り、別会社をたてな

いと中国側は認可を与えてくれません。そのために会社が増えていくと…。さらに日本と同じように地
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方税、国税あるんですが、日本であれば、私どもは鹿児島にも焼鳥屋を一軒運営しておりまして、松江

の本社が鹿児島でちゃんと地方税を払っておれば、松江の本社でいいのですが、中国の場合は一応ルー

ル上はそうなっていますが、地方は地方に会社を作っていって、その地方政府に納税を中心にしていか

ないと、運営上うまくやらせていただけないと、というところもありまして、上海を中心に北京、大連、

深圳、杭州と、会社が増えていった理由であります。日本の商習慣をそのまま中国にぶつけていくとな

ると難しさがでてくると、認識していただければいいのじゃないのかと思っています。日本とはそうい

うところがまず違うぞと、テーブルに乗る前にそういうところを事前に勉強していって、最低限の知識

を身につけて中国に渡ってくださいというのが私のひとつの意見です。コンサルという看板を上げてい

る会社でも、そのへんのところを詳しくコンサルしてくれるところはなかなかないと思います。現場で

実際にやっている人たちの意見を十分に聞きまして、私どもコンサル会社もやっておりますが別段有料

で対価を払っていただいてコンサルするつもりはありませんので、気軽にいろんなことを相談していた

だければ、具体的に食品の業界のことであれば私どもの知っている範疇のことでお答えできますので、

また後で名刺交換させていただきますから、もし中国に進出するという希望がある方はお気軽に質問し

てください。

私どもの 44 店舗の小売りの中で 20 店舗を占めているしんせん館、コンビニ生鮮スーパー約 150 ㎡を中

心とした生鮮産品、総菜を入れこんだ日本輸入商品という、コンビニクラスの大きさの店舗になってい

ます。もともと 1 号店クーペ店はここから初めまして、私が進出したきっかけというのはご多分にもれ

ず、中国の国営企業にだまされ、サイパンをはじめサイパンのために月に 1 回通っていく中でわざわざ

サイパンというのは過去の清算でいくわけですから、なんかもったいないなというところから日本に魚

の輸出をはじめました。中国からの輸出、日本から見れば輸入をはじめました。でも中国産ということ

で出せば出すほど値段がつかない、赤字になっていくと、というところで当時中国側で魚を集めてくれ

てた人間が、当時 2000 年に上海に 1万人くらい日本人がいましたが、今日本人が 5万人、流動を入れて

10 万人といいます。人口に合わせて駐在の日本人に魚を売ればいいじゃないですかと始めたのが、上海

のしんせん館です。2004 年の皆様、SARS という言葉をお忘れになられたかもしれませんが、新型肺炎と

言われる日本と韓国では死者がゼロだった SARS が発生しまして、その時代ぐらいですか、日本人はわさ

びを食べているから SARS にかからないのか、韓国人はキムチを食べているから SARS にかからないとい

うことになりまして結構日本食に対する安全性が非常に、もともと中国の中ではあったのですが、日本

食を中国人も食べるようになっていました。その頃から、日本人を主体でやっていましたしんせん館に

寿司刺身をデパートの中にもって入ってくれないかということで、魚屋しんせん館というデパート、高

級スーパー進出型の魚屋をはじめました。その頃 2005 年、初めて農林水産省さんですが FHC という「フ

ード＆ホテル・チャイナ」というイベントを北京、上海とやられまして、それに合わせて常設店舗型と

いわれる、半年間仮設店舗で日本食材を売ってよという補助金を農林水産省が出されまして、なぜか当

時中国で日本食を売っている小売りが少なく私どもに白羽の矢が立ちまして、私どもが 2005 年に北京、

上海、2006 年は天津、上海と常設店をやらさせていただきました。それに合わせて進出していたデパー

ト、上海でいうと久光百貨店、これは香港そごうといわれるところの資本です。天津伊勢丹、2007 年か

らは広東エリアのイオンさんに進出をはじめていきまして、魚屋しんせん館というブランドを普及して

いきました。皆様、中国人が魚というか、生ものを食べないと思い込まれている方が今だにおられるか

もしれませんが、もう死語といったらおかしいですけど、ここで実際に中国に行かれた方、山奥ではな
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くて沿岸都市部に行かれた方、特に上海に行かれた方は手をあげていただけませんか？そこで中華レス

トランに行かれますよね。メニューの中に刺身の豪華絢爛な盛り合わせがあるのをたぶん見られたと思

います。安いツアーで行くとそういうメニューで食事をとられませんから、メニューを見ることはない

かもしれませんが。プライベートだとかビジネスで行かれる方は、そういうレストランに行くと必ず刺

身がある。メニューについてると。その中で刺身、日本人が努力して普及したんだなと思われるのです

が、今日も昼食会、皆様と後援者の方たちといっしょに食事をさせていただいたのですが、刺身を普及

させたのは日本ではありません。ノルウェーです。中国の刺身イコール、ノルウェー産です。マグロじ

ゃありません。役所広司さんがマグロがあんなに高くなるのは中国人がマグロを食べだしたからだ、去

年の 1 月か一昨年の 1 月に特番組んでやられてましたが、これは大嘘でございまして、あれは多分水揚

げの規制があって、それで中国の船団に船籍を台湾、韓国の船団をうつしていった日本が大陸に船団、

台湾も組織船買ってきているわけですから、大陸に船団の名義を変えて水揚げを中国に変えているだけ

でして、その水揚げが一定枠の中で日本に流れていったり、欧米に流れているという形でありまして、

絶対的な刺身というものはノルウェーサーモンです。なぜノルウェーサーモンと、ここでノルウェーと

強調するかというと、私どもはサーモンが赤い、ああいう味をした刺身が売れるだろうということであ

れば、当時ノルウェーサーモンがクリスマスなんですけど 10 年前の今は倍の価格しています。今これか

らクリスマスになっていくと 2.5 倍くらいになっていくと思います。10 年前から比べると。宮城とかで

やっている銀じゃけと言われる養殖ものの刺身にできるしゃけがあるんですけど、こっちの方が安いん

ですよ。関税費払って、物流費払っていれたとしても。こっちの方が安いし、ぼくらが食べても絶対お

いしいんですよ。こっち側でいこうやｐって言ったんですが、ぜんぜん売れません。13t 契約して 10t や

っと売って 3t罰金無しで契約解除させていただいたというくらい、中国のお客様が頼んだらノルウェー

産というくらいというわけでありまして。

広東の方ではしんせん館は別名、サーモン屋と言われています。それくらいサーモンが売れ行きの 50％

以上を占めていると、中国人の主の脂っこいあのオレンジ色したサーモンが主になって食文化を作って

いったわけです。そこからはじまりまして、私ども外食、2009 年 1 月、日本ではその当時の夏に O157 を

出したペッパーランチ、海外ではサントリーがシンガポールに本社を置いて東南アジア、東アジアを中

心にフランチャイズ展開しているステーキハウスペッパーランチですが、広東エリアのフランチャイズ

を私どもが買わせていただいてはじめたのがペッパーランチ広東です。このペッパーランチ広州東方店

というのは、世界に数百店舗あるペッパーランチの店舗、今年の 2 月は 1 位、それ以外はずっと 2 位で

す。1 位は珉珉です。1位から 10 位までのベスト 10 の中に日本は 1社も、1 店舗も入っていません。全

部海外です。みなさん、ペッパーランチをご存知の方はおられますか？ぼくも、日本で食べたことがな

いんですよ。シンガポールと香港で食べたこと以外、日本でペッパーランチを食べたことがなくて、日

本のペッパーランチをイメージすると吉野家の牛丼をちょっと高級バージョンみたいな店舗づくりなん

ですが、海外ではどちらかというと、ファミリーレストランとマクドナルドの合作みたいな、カウンタ

ーから商品を選んでファミリーレストランのようなテーブルに入っていくという形になっています。

ペッパーランチを中心に、上海は駐在の日本人が流動を含めて 10 万人いますので、日本人の単身者層に

野菜を食わせるということでおばんざいの店を 2 店舗、接待向けの高級割烹を 2 店舗、喫茶店、洋風レ

ストランを中心に 10 店舗やらさせていただいております。その中でも中国人が川魚しか食べないとか、

生食をしないとか、生肉を食べないとか、ただ馬肉だけはいろんな人に食べさせようと思って出したん
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ですが、馬肉だけはあんまり食べないですね。鯨の肉、私の妻は中国人なので馬肉と馬刺を毎回、福岡

とか連れて行って熊本とかで馬肉も食べさせるのですが、福岡で鯨の肉も食べさせるのですが、この 2

つの肉だけは食べませんが、それ以外の物はたいがい何でも食べます。あとのパネルディスカッション

の中でも言うかもしれませんが、中国人がこういうものしか食べないだろう、炒め物しか食べないだろ

うという固定概念は今日から捨ててください。

だいたい今海外事業について言ってきたんですが、ひとつ付け加えるとすればしんせんマートという小

売りブランドショップと書いてありますけど。やっぱりパソコン、インターネットの普及率が群を抜い

て増えてきております。中国は何かありますと合同規制がかかりますので、インターネットでいろんな

情報を得る人たちがいっぱい増えてきて、さらにそれも規制がかかってきております。インターネット

のサイト規制、いやらしいものであるとか、中国の政府を批判しているものであるとか、そういうもの

を含めて毎日インターネットのサイトをチェックしている人が、数万人、3万人だったか 4万人だったか

いて、毎日ネットを調べています。変なネットが出るとすぐにクローズがかかるという風な形の中で、

いかにそれが普及しているかという表裏というところです。その分しんせんマートと言われるネットの

売り上げはどんどん増えています。その中でも最近よくあるのはネットだけでなくて、日本でいうとジ

ャパネットたかたじゃありませんが、テレビショッピングで高級な日本のクッキーであるとかが売れて

いっているんだそうです。ネットとテレビショッピング、それらを併用していくというのもこれから後

の課題だと考えています。

今日は食品ということなので、中国ビジネスのポイントという中で、今までこういう講演演題で何回か

しゃべっていますので、もうこの中では講演演題を聞かれてた方もいると思うのですが、以前 11 月 11

日に広島信用金庫さんの分で上海で同じ講演をさせていただいたのですが、その時には食品の方が少な

かったので、どちらかというとビジネス中心に話させていただいたのですけど、今日は食品というから

みの中で、どんなものがいったい売れていくのかということについて話させていただこうと思います。

今日はマスコミの方は来られているのですかね？来られてないですね。正直言ってですね、ぼくらはマ

スコミに非常に迷惑を被っています。なぜかといいますと、ちょうど一昨年くらいですか上海で今日も

来られています山陰合同銀行さんとみちのく銀行さんと肥後銀行さんという、これは ATM のシステムが

いっしょなので非常に仲がいい銀行さんが上海でイベントをされました。その時にみちのく銀行さんが

TV 東京系かなんかの取材として来られていて、みちのく銀行さんじゃなくて青森県が連れてきたのかな、

それでリンゴがどう売れていくかという取材をされていました。その時私が答えたのが、ここでひとつ

だけ情報を足しておきますと、今中国で農作物はリンゴとナシと、日本と中国が決めたパールライスで

精米したお米、ということは民間では無理ということです。この三つしか中国には出せません。民間が

出せるのはリンゴかナシだけです。いくらがんばっても他のものは出せません。炊いたお米は出せます

よ。「サトウのごはん」とかそういうものは出せますけど、生米は以上これだけです。そこの中でリン

ゴとナシだけしかないフルーツ屋さんはありえないわけですから、輸入フルーツ専門店にしたってリン

ゴとナシしかできないわけです。そこの中でいろんなものをやろうとしても限りがあるわけですから、

問屋制度がなりたたないと。青森県が連れてきたマスコミ、番組がどう取材をしたかというと私はそう

いうことを答えました。一個が 1000 円以上もするリンゴが飛ぶように売れると、こういうことはありえ

ない。ただしその富裕層、中国 13 億数千万の人口と言われますが、実際に一人っ子政策なんてやってい

ませんから。一人っ子なんていませんよ。上海人とか政府の息子さんだとかはそういうところは一人っ
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子をひいていますけど、実際に兄弟いっぱいいますよ。兄弟がいっぱいいて、何が一人っ子政策かわか

らないのですけど、13 億数千万の人口があるといっていますが、戸籍のない人間がたぶん相当数いるは

ずです。そうするとなんぼかとははっきり言いませんが、たぶんそれに数億足さないかと思っているん

ですけど。そういう風なピラミッド型をした富裕層から基本的に低所得者の感覚というのは日本人が考

える以上の幅があります。日本のお金持ちと言われても、すごい人はぼくはあんまり知りませんがある

程度は想像がつきます。その想像をはるかに凌駕した人たちがいて、さらに日本人の人間であるべく生

活ができる人をはるかにしている人たちがいると思ってください。そういう中で 1個 1000 円のリンゴが

飛ぶように売れるという風な報道をされた時にどの人の方に買っていけば飛ぶように売れるかというと、

中の上の人たちぐらいからやっぱり売っていくわけです。そうなった時に日本人でも 1個 1000 円のナシ

を山ほど買っていきますか。最近は中国人の方が高いものを買うので、日本人の方がケチだというかあ

んまり高いものを買ってくれないというイメージがあるのですけど、そこの中で私がそれと同じコメン

トを TV でずっと言ってましたら、番組の編集ってすごいですよね。うまくそれをつなげて、あたかも私

が高いものでも飛ぶように売れますみたいなことを言っているような番組を作り上げて、番組が流され

ておりました。私はそれを流しているのを知らなくて、普通事前チェックがあるのですがなくて、私が

ちょうど松江に帰っている時に、私がケーブルテレビ局の入っているマンションに住んでいたのでテレ

ビ東京系の番組が深夜に流れたんですよ。リンゴの番組がやっているなって思って、その取材で青森と

提携している JCK というリンゴの専門の問屋だったんですけど、またやってるわと思ったら突然私がテ

レビ番組に出てきまして、出てきたと思ったらなんか全然言ってることが反対の番組であったわけです

ね。すぐ青森県にクレームをつけましたけど。要するに私が何が言いたいかと言うと、マスコミ報道が

基本的にいかにいい加減かということです。高いものが飛ぶように売れるというところは絶対ありませ

ん。私がこういう講演で、よくマグロの解体ショーをしますと、マグロの解体ショーをして大トロをだ

いたい 1kg4 万 2 千円くらい、だから 100g4 千 200 円で売りました。マルハでやられています鹿児島の奄

美大島のマグロなので、確か 2 時間くらいで一本半売りました。これは解体ショーをして、その時には

福島県の提供で、円谷プロというのは福島県出身なんですね、円谷さんというのは。ウルトラマンに来

ていただきまして、ウルトラマンに格好だけでマグロの解体をしていただくと、後は私がしたんですけ

ど。そういう風な演出があってはじめて高いものが売れるわけです。解体ショーを一本半して残りの半

身を普通にさくにして普通のフェースに置いたとしてもぜんぜん売れません。かたや中国人が多いとこ

ろでやって、日本人の嗜好のコンビニ生鮮スーパーのところでやるとまったく売れない、値段が合わな

くて、というのが現状です。必ず何を売っていくかというところを考えていく時に、マスコミ報道に対

して基本的に言うとまず、左右されない。それにもうひとつあるのは、今回の尖閣諸島…昨日の新聞の

第一面にも出ておりまして…。僕らにとってそんなの騒ぎ過ぎだという…確かに政治問題としては大き

いかもしれませんけど。上海万博というのが今年の 5月から 10月までやっていたのはみなさんご存知だ

と思うのですけど、上海万博のおかげでコンテナが一回も飛んでません、2月から。やっと万博が終わっ

て飛ばそうかなと思ったら尖閣諸島の問題でまたコンテナがストップになりました。みなさまは政治問

題でたぶん三面記事ではないけど海老蔵さんですか、殴られて顔がなんかとかいう記事と同じように尖

閣諸島を見られているかもしれませんが、僕らは中国で商売をしている人間からすると尖閣諸島の問題

イコールコンテナが動かないという問題につながります。昔で言うと小泉元首相が靖国参拝をすること

で基本的にいうとコンテナが止まってしまうと、という問題につながります。小泉さんの時には 4 月 1
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日の新年度の日本人学校の授業に教科書無しで始めたことがたぶん安倍さん時と小泉さんの時と 2 回く

らいあったんじゃないでしょうか。このぐらい政治問題が現場での問題につながってくるということを

理解してください。こういうことも踏まえましてマスコミの方々はそういうところからすると、確かに

伝える義務はあるとしても反日デモって言いますけど、中国側からすると反中の報道になっているわけ

ですね。それはそういうケースに遭遇しないと日本人の血がおさまらないというところもあるのかもし

れませんけど、向こうで商売している人間からするとそれが非常にマイナスになってくるのは事実です。

次、「満腹より満足を求める食文化へ」という形になっていますが、今まで基本的に中国の人たちは、

満腹になることがまず第一だったんです。それが基本的にいうと満足、そういうものに変わってきます。

これは僕ら日本のようするに日本人も同じでいっしょに歩んできているんじゃないかと思うんですが、

私の父の時代なんかでいうと 1 ドル 360 円から 300 円になっていき 200 円台になっていき、その過程の

中で今でこそディスカウントショップでジョニクロなんかでいうと 1000 円台で売っているんですか、う

ちの親父なんかですね海外旅行に行って帰ってきた人からジョニクロなんかもらうと水屋に何年も宝物

のように飾ってたような時代があったと思うんですけど、その過程の中でようするに何十年歩んできた

日本の歴史が圧縮してこの数年で中国にあると思ってください。ただまだ人民元が切り上げが 30％ぐら

いまでしかなっておりません。そんなに変わっているのと言われるかもしれませんが、私が行ったとき

は 100 ドルが 827 元に替わっていたんです。今は 100 ドルが 670 元にしか替わりません。ということは

US ドルが安くなって人民元が高くなっていってます。その分みなさんに、日本の企業に影響がないのは

日本の円が最近数年で円高になりすぎてみなさんにプラスになりませんけど、中国の人民元と円からす

れば、私どもが元々香港に行くと 110 元出さないと 100 香港ドル替えなかったのが、今は 87元で、88 元

で 100 香港ドル替えるんです。そのくらい香港の物価が 20、30％下がっているんですね、という風な時

代になってきているわけです。この辺から考えると中国の人民元の強さというのは長い目で見ると必ず

今の政府の皆様方今のこの 84 円、83 円というところがいつまで続くかもしれませんけど、100 円、120

円になればいろんな意味でおもしろいことが出てくるのではないでしょうか。そこの中で長い歴史の中

で、この 4、5年で中国が歩んできているわけです。パソコンしかり、携帯電話しかり。極端なインフレ

が起こっているのも事実。これだけ人口がいるのに正直言ってワーカーが足りません。なぜ足りないか、

今まで鄧小平先生が南巡講話といって沿岸都市どんどん裕福になれるからなっていきなさいと沿岸都市

に企業をどんどん誘致していきました。特に深圳第一号ですね。そこの中では基本的にいうと山の奥で

は職はありません、食べるものもありません、お金もありません。だからどんどん沿岸部に職を求めて

出てきました。中国はそれで貧富の差が出てきました。中国政府は内陸にも企業進出、企業の発展を求

めていき、今度は内陸でも職ができるようになりました。そうすると沿岸部に人が集まりません。いく

ら賃金を上げても人が集まらなくなった、これが中国です、今上海の転換期です。私が何を言いたいか

というと、この前もある水産物の日本のくるくる寿司にネタを出す企業から中国の大連に直接工場を持

ちたいけどどうですかと相談がありました。やめなさいと、なぜやめるか、人が集まりません、コスト

が合いません。日本人一人と同じ能力を中国人が持って刺身を切ってくれるかというとそういうことは

ないです。確かに技術はすごく持っていますが彼らは自分なりにマニュアルを簡潔します。そうすると

絶対それ以外の付帯人件費というものが日本人以上にかかってきます。一人一人の人件費を見れば中国

の方が安くなってきますが、総合的に見るとコストの高いものができてしまいます。さらに沿岸部の発

達したエリアで土地を 70年の定期借地権で購入し、高い金利で銀行からお金を借りて建物を建てて、も
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しくは高い家賃で借りて、償却しようと思っても絶対しません。コストが合わない。だから中国は基本

的にこれから生産する世界の工場ではなくて、世界の胃袋になっていくと考えをされるべきだと思いま

す。これはみなさん意見は同じだと思うので、こうやって中国に売りこめという話になっているんだと

思うのですけど、これが 1、2年前くらいに講演を受けた時には、どうなんですかねっていうところもあ

りましたけど、私どもが沿岸部、大連、北京、天津、上海、そしゅん、無錫市、広東省、こういう今ま

で発展したところでやってきてると本当に人、ワーカーたちが集まらない事実が始まっていまして、こ

の辺のところでの問題点が絶対出てくると思います。

あと食の安全性というところで、餃子事件やらいろんな問題が出てきておりますが、これは古い話にな

りますが、中国製の食品に対して一番不信感を持っているのは日本人でも欧米人でもありません。中国

産の製品に対して一番不信感を持っているのは中国人です。意味がわかりますか。だから野菜を洗う洗

剤があるんです。みなさん知ってます？野菜を洗う洗剤があるのを。中国は野菜を朝市場で買ってきて、

水に浸してその夜使うんです。炒め物にするにしても。なぜかというともともと農薬の混入が多いと認

識化されているわけですね。ある農学部の先生に聞いたら農薬抜きには非常に効果的だという話も聞い

ています。だから逆に日本食材が高くても、日本人というのは礼儀正しいというか、性格上作るものは

安心できると言われます。日本人の、さっきの親父のジョニクロの時代じゃないですが、それにさらに

今言ったような日本人の作る商品の安全性というものがここで評価されます。カップヌードルしかりそ

うです。誰が見ても日本人でカップヌードルが安全か安全じゃないかなんて問う人はいないかもしれま

せん。でも中国産のカップヌードルは一つが 3 元です。日本産のカップヌードルは一つが 20 元します。

それでも 20 元のカップヌードルがうちの店では売れます。うちの進出しているデパートではそちらが売

れます。なぜかというとそれを求めている人たちが買いにくるからですね。カップヌードルは日本では

別に健康にいい食べ物ではないと言いながら、そういうもの一つとっても日本製を選ばれます。インス

タントラーメンしかり、飲み物もそうです。ジュース一つ。日本製は安心といったらおかしいですけど、

高いのはそういうものが付帯されているからです。

その中で、今日いろんな商談会、中国でこれから何が売れているだろうかとなった時に、中国人にこれ

から売っていくものは、お菓子、ジュース、それから麺類です。中国 4000 年の歴史、ラーメンの歴史な

んていうのもあるかもしれませんが、かたや中国は 5000 年の歴史という人もいますけど、やっぱり小麦

のせいでいろいろありまして、中国の麺に比べると日本の麺はおいしいです。やっぱりさっきインスタ

ントラーメン、カップラーメンの話をしましたように、麺類はこれから売れていきます。広島のある、

私去年「ひろしましまねフェア」をしたのをご存知ですか。私どもが中心になりまして広島県と島根県

の共同開催フェアをやらせてもらいましたが、その中で売れたのも、広島の尾道ラーメンだったのかな

…冷凍麺を輸入しましてやりました。これが一番売れ行きがよかったです。お菓子も和菓子とか高級で

はなくて、普通の雑貨屋というか普通のコーナーベースで売れるようなお菓子、ジュースも普通の一般

的なジュースというもので。確かにこだわっていいジュースもいいのかもしれませんが、高いものは何

でも売れるという世界ではありませんけど、そこの中で考えていかなければならないのはちょっと演題

から変わりますけど、またあとのパネルディスカッションであらためて言いますが、結局 3 つのハード

ルがあります。中国でモノを出していくためには。一つは貿易という条例。貿易にはいろんな条例があ

ります。こういうものが入っていたら出せないとか。ある健康食品を出そうとしました。その中に果物

のお茶の成分が入っていました。果物のお茶は薬事法に引っかかります中国では。果物のお茶の成分が
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入ったものは中国には出せません。これも経験して私は知りました。当時私は知りませんでした。内容

成分を出してから初めて知りました。あと賞味期限。通関上、日本の港にまで入れる、要するに生産ロ

ス、タイムロス、それから日本の港で検疫を受ける、それから船の上、中国の通関これで約 3週間から 1

ヶ月かかります。賞味期限が 1 週間しかないものは出せません。賞味期限が最低でも 3 ヶ月以上、一般

論で言えば半年以上あるものを原則として貿易の対象とします。一般的な商習慣じゃないですけど、貿

易の条件に合う商品であるかということがまず一つ。よく商談会をいろんなところでします。お肉を持

ってこられます。肉は一切許可が出ませんから。香港経由で深圳に入ってるんですけど、これ密輸って

言います。あれ密輸ですから。粗悪製品を出しているように聞かれるんですね。完全に肉で入っている

ものは密輸です。上海に焼肉屋が数百店舗あります。そこに必ず黒毛和牛といってのってますけど、全

部密輸品ですから。そういう条例をまず勉強してください。自分とこの商品が中国に出せるかどうか、

賞味期限が合うかどうか。

二つ目、嗜好です。中国人が食べるかどうか。中国人がこれ食べるあれ食べないともう言いません。嗜

好をどうのこうのいうことはなかなか言いません。今言ったように、豚ブリ牛はだめだけど馬肉はでき

るんですよ。なぜか、中国に輸出できます。ただし馬肉は食いません。そういう嗜好をまず研究してく

ださい。

三つ目がこれが一番皆さん超えられないハードル、高いものでも何でも売れるという情報は嘘です。香

港は違います。香港の貿易商社といつも話をします。難しいラインです。価格帯、どこで作っているか、

これを勉強してください。

この三つのハードルを超えられたら、定番商品になっていくと私は思っております。その中で、あと 5

分程なので、この景気は万博のものではありませんよ。オリンピック後のものではありませんよ。いつ

も私言ってて最近どうかなと思っているんですけが、バブルが日本がはじける時に不動産が一つのきっ

かけになり、株価に飛び火し、いろんなものに飛び火していって、不動産の不良債権化して銀行さんが

大変な思いだったという、こういう風なことがあったと思うんですけど。中国は GDP10％台を確保する中

で半分以上が不動産バブルが牽引役であるといってる中で、日本政府がうってるような政策は全部うっ

てるんですよ。短期間の売買には加算とか、さらには今年に至っては二つ目の不動産購入にはローンが

つかないとか、一時まだ二つ目の購入は頭金 50％だったのに、ローンがつかないとかいろんな政策をう

ってきている中で、ぜんぜんバブルがはじけないのは一体なぜか。これは私は思うんですけど、バブル

というのは日本人が作った用語であって、これはですね、赤信号みんなで渡れば怖くないという精神の

国民が起こす現象だと僕は思っています。中国人というのは自分さえよければいい、周りに連動しない。

自分のことを自分で決め、自分の、その言い方悪いですけど誰か儲けようとするわけですから基本的に

いうと連鎖反応を起こさない国民じゃないかなって私思っています。だから、確か経済成長している中

で、こう上がっていくものは若干調整場面はあります、どんな時期だって。そうするとみんな、すぐバ

ブルじゃないのかバブルバブルと言うじゃないですか。違います、誰だってこういう時期があってまた

伸びていくと僕は思っています。そこの中でマイナスの時期があったとしても、これがバブルだか大き

い日本のように 1992 年ですかバブルがはじけて、十数年食品業界はずっと低迷しているような気がする

んですが、デフレスパイラルという安売り合戦に巻き込まれて。そういう風な中での生き残り合戦って

いうのは大変だったとは思うんですが、中国というのはそれにまた違うラインがついていってるんじゃ

ないかと。今言ったように人件費不足と国内産の価格の高さ、たぶんこれからいろんなものが輸入に転
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じていきます、中国も。買い入れをどんどんしていくと思います。これに日本人がのっていけるかどう

かというのが一つのラインじゃないかと思いますが。こう見ていると、僕思うんですけどまだまだ伸び

る経済成長、まだ伸び方が今から同じようにぐんと伸びていくかは別としても、日本のような大きなバ

ブルというものは発生しないんではないかなと思っています。最後、さっきもマグロの解体ショーで言

いましたようにフェースに並べて、私どもと商談し、今日も商談室で商談されましたけど、そこで商談

が成立したからといって、もしくは僕ら基本的に日本で買い入れしますから、日本のマックスパワーと

いう会社で買い入れしますからそこで商談が成立したからといって、定番になるとは思わないでくださ

い、定番になるのはそこからです。日本でもそうです、日本のスーパーで何かものを売ろうとした時に

必ず販促の何かつきますよね、日本のスーパーさん。中国もそうです、中国も来てくれと言いません。

うちが二度目の注文をしない会社はうちが買って後 3 ヶ月後、半年後に次の注文はいつですかって来る

ところは一回も注文は来ません。必ず売れ行きや、売れないんだったらこういうフェースにしてくださ

いとかいろんな提案をうちの商品部に問いかけたり、提案したり、場合によれば年に何回か来られて販

促の手伝いをしていただきます。こういう会社は必ず定番になっていきます。パスポートを持って飛行

機に乗るっていうのはあれですけど、東京に行くことを考えれば若干高い費用でそれは対応できるんじ

ゃないでしょうか。そういう考え方を持たないと、定番商品にはならないと思います。さっきの三つの

条件を超えたプラスアルファがそこだとは僕は思います。もう一つは、最後のところになりますが、最

終判断というか、今日商談させてもらいました。その時に何か僕らが宿題を出した時に、じゃあ上に相

談しますとか、持ち帰りますとか、そういう判断を持たせた人に商談せかしても、中国はなかなか成立

しないと思います。その場で商談に行かせるべきです。中国人は待ってくれません。売り込みも激しい

です。その辺の中でその場で持ち帰って回答をくださいといって、日本の場合は 1 ヶ月くらい回答の時

間がかかります。下手すれば半年くらいかかります。そういう企業では中国出れません。最終的に商談

に出る人たちが、自分で決済できるという人たちが行くという、社長でもなくて、営業部長でも、課長

でも係長でもそういう人たちが商談に行かれれば、ある程度の信頼を見込めるんじゃないでしょうか。

これでちょうどぴったり時間が終わりましたので、また後でパネルディスカッションがありますので、

その時にまた話をさせていただきます。今日はありがとうございました。
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◆パネルディスカッション「海外展開について」

＜コーディネーター＞

田中 豊氏／アジアネット 代表

＜パネリスト＞

石橋 修氏／上海石橋水産品有限公司 代表取締役会長・（株）マックスパワー 代表取締役

田中 均氏／セントラル貿易（株） 代表取締役

藤井 直彦氏／（株）アサムラサキ 代表取締役社長

中村 寿男氏／（有）中村茶舗 代表取締役

舛本 知己氏／（株）ますやみそ 代表取締役社長

〈田中氏／コーディネーター〉

皆様こんにちは。師走のお忙しいところお集りいただきまして本当にありがとうございます。それでは

さっそくこれから約 1 時間近くですね、今すばらしいご講演をいただきました、この基調講演に引き続

きまして今日 5 名のパネリストの方をお招きいたしましてディスカッションをさせていただきたいと思

っております。今回の趣旨ということでございますが、冒頭井辺産業局長様の方からご挨拶がありまし

たように今年の 10月にですね、中国経済産業局、ジェトロの関係の貿易情報センター、中小企業基盤整

備機構こういう組織が、今後中小企業の皆様方の海外の販路開拓の支援にこれまで以上にさらにパワー

アップをしてご支援をされると、こういうような事業をスタートされまして、その一つの大きな事業の

一環として開催をされているということでございます。今日のディスカッションはですね、もう皆様方

おなじみの企業様ということで地域でがんばっておられるリーディング企業の皆様方、特に海外に積極

的にもうアタックをされている企業様に今日来ていただきまして、今日この海外開拓ということでいろ

んなご経験談を熱く語っていただきまして、さらにお二人の石橋さん田中さんと、長年日本の商品を扱

っていただいておりますプロフェッショナルの視点からコメントをいただきたいということを通しまし

て、今日の会合、テーマがですね、中小企業様方の海外展開についてという風に対しましてディスカッ

ションをさせていただきたいと思います。さあ今日も 5 人もいらっしゃいますのであまり能書きはやめ

ておきまして、これから早速いろんなお話をうかがっていきたいと思います。もう 12 月になりますとそ

ろそろ 1 年を振り返る時期でありまして、残念ながら今年も景気がなかなか浮揚しないと、アジア各国

かなりもう元気になっているというお話でありますがデフレが続き、不景気、そして円高というわけで

すね。農業関係で言いますと、気象がどうも今年も特に暑かったということでもありすし、口蹄疫が宮

崎であったりですね、政治問題で先ほどの尖閣諸島の問題、北方領土、最近は朝鮮半島でいろいろ雲行

きが怪しくなってきていると、しかも今後ひとつの大きな話題が TPP、FTA、EPA こういうようなニュー

スが並んでいるわけですが、これまででしたらこういうような話題どちらかというとまずは東京や大阪、

名古屋の大企業さんがまず注目をされるということでありますが、実はこういうような話題、私ども地

方にいる中小企業の事業者さんにとって実は大きな影響、ピンチもチャンスもということでこのような
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時流の変化について、私ども否応無くにこれから大きな影響があるということを先ほどの石橋さんのお

話でも感じることができたわけです。

そういう中で果敢に海外の販路を攻めて行こうという 3 人の今日は事業者様に来ていただいております

ので、ぜひ早速まず自己紹介を兼ねまして、特にどういうきっかけで海外の販路開拓にチャレンジをさ

れたのかというその辺の動機、あるいはどういう状況なのか、特によく国内では地産地消とか、自給率

を上げなきゃというような時勢の中で、なぜ今海外に出られているのか、この辺のところが実は大きな

まず第一歩の参考になるお話だろうと思います。それでは早速はじめさせていただき、お伺いしたいと

思います。藤井さんの方からよろしくご紹介をお願い致します。

〈藤井氏／（株）アサムラサキ〉

はい、よろしくお願い致します。株式会社アサムラサキ代表取締役の藤井でございます。本日は、これ

はお話していいかどうかわかりませんがお手元の資料にアサムラサキが海外展開に商社を活用する理由

などと、これは私の過去のことをちょっとだけお話しますと、実は現在のアサムラサキに入社する前は

伊藤忠商事系列の総合商社であります、旧松下さんの現在の伊藤忠食品のとこにおりました。そこでご

無理を言って情報システム、そして仕入れ、営業と点々とセクションを変えていただいてあらゆる方面

からの勉強ということでご無理を申しました。そういった食品酒類の総合商社と申しましても基本的に

は問屋でございます。利益率が非常に低くございます。そこで徹底的に叩き込まれたのが、予信管理の

問題でございます。黄色信号が灯ると相手先から保証金を取ってからの商売、赤信号が灯ったら即取引

停止と、非常に物悲しい思いもありました。そういった中で私どもは国内だけで商売をやっていました

が、皆さんご承知の通り少子高齢化が進む中また、私どものような醸造業界を取り巻く環境というもの

が国内では非常に厳しくなってまいりました。少子高齢化というのは単純に口が減るだけではありませ

ん。口数が減り、また胃袋が小さくなるという 2 段構えのかけ算のマイナスになってまいります。もち

ろん国内全土で販売を強化する中で海外にも販路を出そうと3年前に海外事業化の準備室を作りまして、

実質動きはじめたのが 1年半前です。今現在は海外 18ヶ国に輸出するまでになりましたけど、まだまだ

薄い展開でございます。先ほどの石橋会長からもお話がありましたように、大変勉強になることがござ

いました。また各国各国がそれなりの商売の流儀を持ってらっしゃる。また国民性が商売にもあらわれ

ると大変苦戦をしております。今日も同行しておりますが、現在ほぼ一人で海外事業を展開してるとこ

がありますが、今後とも語学力のある優秀な人材の育成が急務であろうかと思っております。どうぞよ

ろしくお願い致します。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。それでは続きましてお隣の中村さんの方からご紹介をお願い致します。

〈中村氏／（有）中村茶舗〉

はい、松江の方でお茶屋をやっております中村と申します。実は今日この皆さん大変伝統的なご職業で

あり、長い歴史を持っていますが、うちも 126 年という長い歴史を持っているお茶屋でありまして、ど

うしてやっぱり海外かと言うと当然、日本の皆さんが日本茶を飲んではくださってはいるんですが、他

にもいろいろな飲み物が増えてきてですね、飲んでもらえない環境になってきていると、なんとかして
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どこか活路がないだろうかと海外に出ていったというのが正直なところでの話でございます。私のとこ

ろでは現地パートナーとの信頼関係づくりという話がでてるのですが、実は私は大変勉強になりました

のは、自分のお茶屋という商売を大変やっぱりある部分では自信を持っておりながら、反面でですね、

すごくもうだめだと斜陽産業でこんな古くさい商売だめだみたいな気持ちがあったんですね。ところが

ですね、いったん海外へ出て自分の商売を見直してみた時にですね、選ぶ違うものが独特のものがある

じゃないかと気づいた、これは一つの大きな勇気になりました。最初はどうしても日本の刀をすげかえ

て、海外でも日本人が住んでる世界の中で売れないかみたいなことをやるんですけど、当然海外でも同

じように日本人の住んでいる社会ではお茶というのはティーパック程度であんまり売れなかったですね。

ところがあるふとした経験からタイの富裕層の方とお会いすることができて、その方から言うととにか

く健康にある安心できるお茶であれば高いものでも買うんだという風な話がでてきまして、現在の私の

商売が大きくスタートしたわけです。結論から言って私だいたい出張に行きますと、1週間行っていても

2日くらいしか日本人に会いません。あとはほとんどタイ人の世界に入るんですが、タイの富裕層の方々

の世界に入るんですが、そこで話す情報というものはものすごいものがたくさんある。そういう意味の

中で今もタイの方では商売をさせていただいております。それでですねあと一つ、私よく分かったこと

は自分の足でやっぱりどんどん人間関係をしっかりと現地の人と作っていかないと、特に中小企業はな

かなか商売はうまいぐあいにいかないんじゃないのかなと体験を現在しているところです。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございました。それでは最後になりますが、舛本さんの方からご紹介をお願い致しま

す。

〈舛本氏／（株）ますやみそ〉

ますやみその舛本です。大先輩方の前でお話するのもちょっと私はずかしいんですけど、我々が海外展

開をはじめたきっかけという中で、今現在我々の業界、年に 5％需要と生産力が落ちているという状況に

なっています。去年まで 1,100 社あった味噌屋さんもですね今では 1,030 何社という形で 70 軒近く減っ

ています。そういった中で我々新しい市場を見つけていかないといけない、特に中四国に関しては約 7

割という高いシェアをもっているもので、その中で 1％という攻防がかなり難しくなってきている、それ

以外に関東、それにしても違う地域にしてもかなりシェアの方が上がってきています。それ以外にどこ

で新規の市場をつかむかというところで海外に出ていこう、それと我々営業がですね新規開拓という中

で本当にまっさらな状況で味噌というものが、我々ますやみそのブランドというものを知らないという

場所で営業をしたことがないという人間が、若い人間も含めてかなり多くなっています。その中でどう

やったら社員教育になるだろうかということで、4年前に立ち上げたプロジェクトになっています。今現

在一番近々で言いますとインドの方に進出しようということでやっています。去年にしてもブラジルと

かいろいろやったんですが、時間軸ということでどうしても合わない。

返事を出しても次の次の日に返事が返ってきたりとか、現地に行くにも時間がかかって濃い商売ができ

ない。現地入りして人間関係を作っていくということが先ほど中村社長が言われたように、現地の人間

関係が重大でして、そこの部分を作ることができないということで我々インドでやっていこうと、今現

在インドの方を進出しています。これ 3 年かかってやっと今年の 6 月末に商品を出してですね、実際 3
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週間で届くところをものは 3 ヶ月かかりました。港でタンカーがぶつかって港が入港禁止になったり、

ものがそのままどこかに投げられて置いたとか、まだまだインドの方入荷が整備されてないものでなか

なかトラブル続きでやっと 10月に販売ができたというところです。近々に行なった中ではその土地の文

化、食文化といったものを勉強していくことで、IHM というインドで一番有名なホテルマネージメントの

ところで寿司コンテストを開いたりですね、その中で味噌の紹介を使ってもらっていかに広告を出すか

ということと、PB ということでプライベートブランドになるんですけどベジタリアン用に専用のものを

作って小売店の方に卸しています。小売店にしても日本と違って週に1回しか注文が上がってきません。

欠品してもそのままほっとかれるという状況になっています。意外とこれが今売れてまして 10 日でだい

たい二十何個も売れるということで、またこちらの方は現地のボスコというデザインチームと組んで商

品開発しています。やはりインド人の方は日本の方と文化が違っているのでそういうところを直接貿易

という部分も合わせて、直接話すことによって文化を取り入れて商売しているのが現状です。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。ここ数年報道ニュースなんかで日本の食品がよく売れていると先ほどの

石橋さんのお話にもありましたが、これがよく見ると果物だったり、飲料だったり、加工食品だったり

ということでありますが、今日来ていただいておられますお三方皆さん、調味料に日本茶にお味噌と、

極めて生活習慣とか文化とか歴史にかなり密着している、これを異文化の海外に売っていくのは私とて

も大変なことじゃないかなと想像するわけですが、この先もう少しつっこんでお話をうかがいたいと思

ってますけどね、一番目のご質問でどういうきっかけだったんですかと、まさに長いトンネルの中でひ

とつ胃袋が減っていくということもありますし、業界が厳しいということも、そういうような背景はあ

りますけど、お話のお言葉のその向こうにかなりアグレッシブにマーケットをとっていこうと皆様方新

規に開拓をしようと、僕はあまり輸出という言葉は使わないんですけども、海外にも新たに販路を開拓

していこうとこういうような志しが共通しているんじゃないかなという気が致します。石橋さんがお話

されたように、人真似だとか誰かがやっているからみたいな動機でやってもそれはだめだよという中で

やはりご自身で考え、そしてアクションをはじめられているというところが僕はとても大事なんじゃな

いかと思います。藤井さんの方から商社を通して間接に、舛本さんの方から直接というお話がありまし

たね。もうキーワードが出ておりまして、実は貿易はいろんな取引の形態、分類の仕方がありますが、

ひとつの分類に直接貿易と間接貿易があります。直接というのは舛本さんのところが直接インドの輸入

業者と貿易技術も含めて直接やりとりをするというわけでありまして、英語を使ったりドルで決済をし

たりいろいろこういうことをするわけでありますが、あと間接貿易ね、今日来ていらっしゃるお二人の

専門家のようにプロの皆様方といっしょになってタッグを組んでやっていくと、特に物流と決済こうい

うようなところをお願い致しまして、そのかわりモノ作り、現地での販路開拓をいっしょになっていこ

うというわけでして、今ほとんど北海道から沖縄までこういうローカルな食品を販売、輸出ということ

になっておりますが、間接貿易で皆さん方やってらっしゃいます。そういうことでお二人の今日はアド

バイザー役ということで石橋さんと田中さんに来ていただいておりますが、お二人に早速アドバイスを

いただこうと思いますね。まず石橋さんからおうかがいしたいと思いますが、要は特に何が売れるんで

すかとよく聞かれるわけですが、何が売れるかだけではなくて石橋さんの方からどうやって売るかとい

う姿勢が大切ですよというお話があったように思います。よく定番化、定番化というわけですが三つの
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お話がありました。まず相手国のハードルがどうなっているかをちゃんと調べなさいと、相手国の嗜好

が本当に受け入れられるかどうか調べなさいと、三つ目に値ごろ感をちゃんとおさえてやらないとだめ

ですよということだったり、私 10年くらいお手伝いしてもその通りだろうと思いますが、そのことにつ

きまして何が売れるのか、どう売るのか、いかにしてこの厳しい状況の中で販売を輸出を実現していく

のか、それを継続していくのかについてのアドバイスについて石橋さんの方から先ほどのお話の補足と

いうことも含めましてコメントをいただきたいと思います。

〈石橋氏／上海石橋水産品有限公司〉

先ほどの講演でだいぶ話させていただきましたので追加で補足させていただきますと、いろんな自治体、

金融機関が中国で商談会という形でされておりますが、その中であるメーカーさんが久光百貨店のバイ

ヤーと商談しますと、もしくはイオンさんのバイヤーさんと商談しますというケースが多く見られると

思うんですけど、そこが僕はまず一つ間違っているところであって、仮にいうと A という今日出られて

いるパネリストのメーカーさんですと、自分のところで貿易する、田中さんが言われたように直接貿易、

間接貿易というところがあるのですが、仮に自分のところで 1 コンテナ組んでそのコンテナを買ってく

れる中国側の貿易商社がいて、問屋制度に持っていって買ってくれて流れるという商流の中で、日本側

のメーカーさんは一体誰と商談しないといけないのか、日本側の問屋さんは一体誰と商談しないといけ

ないのか、これが非常に不明瞭ではないでしょうか。私どもしんせん館というのはどうしても小売事業

が表に出ておりますから私どもと商談している、小売と商談しているんだと思われるんですけど、実際

に商談しているのは、日本にあるマックスパワーという会社と商談しているんです。その会社が毎便、

私どもの指定する港に到着してから一週間後にお金を払います。そのマックスパワーがいろんなだいた

い 20 社から 50 社ぐらいのメーカーさんを集めて一つのコンテナにして上海に出して、上海の石橋水産

がそれを受け取るわけです。うちのスーパーに流れていく、もしくはうちが出展しているデパート、高

級百貨店に流れていくと。マックスパワーに渡せば中国のエンドユーザーまで流れていくという流れが

ついているので私どもはいろんな商談会や講演会に出させてもらっているわけです。皆様が商談をする

時に誰と商談しているのですかと、直接貿易ができるなら久光百貨店と商談することは、現地に法人を

持っているということですね。日本の企業が中国の久光百貨店で売れないわけですから。日本で出して

中国で受け取って中国で受けとった人が久光百貨店で売るわけですから、その商流を皆さんよく考えて

誰と商談をするかというのが一番最大のポイントではないでしょうか。私どもはしんせん館という看板

がありますから、そこと商談すれば何か流れているなって、必ず商談先というのは隣におられるような

貿易会社がひとつの窓口になります。それをちゃんと考えて商談をしないと、何百回商談したって何十

回中国に行っても商談は成り立ちません。今言ったことはご理解していただけましたか。それともう一

つですね、これは一つの提案なんですけど私どもとパートナーシップを結んでいる、ナンカイという会

社が広島にあります。今日も商談会でいっしょに名刺交換させてもらいました。これは私どもの貿易部

門が日本に 700 人から社員がいても事務スタッフが二人、寿司屋のスタッフが 10 人いるだけで貿易はほ

とんど上海でやっています。日本側の調整をナンカイというところでしまして、そこにチャレンジショ

ップという項目のものをやっています。何をやるかというと、商品、関税、物流費これをその体積に合

わし、1ケースは難しいですけど、小口からやります。そのかかる関税物流費だけを私どもはいただいて、

実際に卸せる価格、関税そういうものを計算して、実際に到着、販売価格を計算して実際に売ってみる
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んです。売って売れた部分の何％をフィーバックしますよというビジネスを、ビジネスはおかしいです

ね、テスト販売をこの数年やらさせていただいてます。仮にいうと 1ケース 5000 円、商品でいうと 5000

円はなかなかないんですけど、たぶんよくかかって 5万円から 10 万円です。関税や物流費だいたい 50％

から 60％、冷凍コンテナであると高いもので 80％くらいで商品代金。基本的にいうと 10 万円だとする

と 18万円で商品のテスト販売ができるんです。じゃあそこの社長が上海に商談 3回行ったら 150 万円く

らいかかりませんか。もしくは 90万円から 150 万円くらいかかるんじゃないですか。飛行機代金、ホテ

ル代、向こうの飲食代、向こうの問屋さんなのかしらないですけど買ってくれるかわからないところの

接待交際費そういうものを入れるとたぶん 100 万円近いお金がかかります。ただし、今言ったビジネス、

要するに窓口のナンカイさん、そういうところに商談するとうちのコンテナの中に 5 ケーステスト販売

分を入れます。実際に今日どのくらいが適正価格なのかと言われるとじゃあこの商品が、仮にのどあめ

があります。これが 10 元で売れるのか 20 元で売れるのか、これは僕でも想像がつきません。だいたい

は分かりますけど。ここの中で実際に僕らが買わせてもらう時にはいくらですかっていう価格をきって

おけば、最終的に売れた分だけはフィーバックしますがその分でテスト販売という形で調査としてフィ

ードバックができます。そうすれば自分とこの商品が中国で受け入れられるかという問題が解決するん

じゃないでしょうか。何回も中国に渡航して商談するよりはるかに効率的なことができるんだと思って

います。必ず誰が売り手で、誰が買い手で、誰が受け手なのか明確に商談するというのが私の最大のア

ドバイスというところです。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。お聞きになってもうかなりクリアになられてきたと思いますが、貿易と

か輸出というととかく難しく、実際大変で難しいことがたくさんあるわけですが、輸出や輸入の商社さ

んのパートナーといっしょになって販路を開拓する、そのことで例えばダイレクトにやろうと思ったら

コンテナという一つの箱で 800 ケース、1000 ケースをクリアしなければいけないとか、代金をちゃんと

回収できるかどうか、現地といろんな交渉ができるかどうかということを専門家の皆様方といっしょに

なってお願いしてですね、開拓していくという仕組みもできあがって、そういう素晴らしい良いパート

ナーと巡り会えることができれば、逆にそういうパートナーさんがあなたの商品をいっしょになって売

っていきましょうと、こういう連合が組めればですね、一つ大きく前進をするんだということでありま

して、今もテストマーケティングというお話もありましたし、受け入れられるかどうか、もう一つ大事

なことは現地にすばらしいパートナーと出会えるかどうか、そのために徹底的にいろんな国や自治体や

ジェトロやいろんなマッチングの機会にきちんと明確な目的をもって何のために出るか、ただ名刺を集

めればいいか、ただ試食させればいいだけじゃないんだいうことがこれでお分かりいただいたと、いい

パートナーを見つけるため、いろんな通用するかどうかを徹底的に、そういう風な姿勢が必要だという

ことでありまして明日もいろんな商談の機会とかあると聞いておりますが、ぜひそのような姿勢で望ん

でいただきたいと思います。

それでは続きましてセントラル貿易の田中さんの方から、全国、ご当地も含めまして北海道から九州ま

でいろんな商品を扱っていただいておりまして、頼りになるパートナーであります。特にアジアも含め

てですが北米、ヨーロッパ、オーストラリアにも広く日本の商品をご紹介、お取り引きされているプロ

中のプロですが、中国も含めてですがそれ以外のマーケットを狙ってらっしゃる方もいらっしゃるでし
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ょうから、少し田中さんからじっくりとアドバイスをいただきたいと思います。

〈田中氏／セントラル貿易（株）〉

セントラル貿易の田中です。よろしくお願い致します。うち自身の会社は東京では輸出を専門にしてお

りまして、アメリカのロサンゼルスとニューヨークに輸入卸の子会社、同じくニューヨークに小売店日

本食品のお店なんですけども、皆さんよりも短いですけど一応創業明治 40年、アメリカでは全米では一

番古い日本食品のお店、小さな店なんですけど営業しております。よくアンテナショップなんかにも利

用してもらっています。本日は、輸出促進サポーターとしてやっておりますので、基本的な輸出の課題

ということで資料を配布してあるんですけども、このような形で話を進めさせてもらいます。まず展示

会、商談会の参加の心得ということで、海外に出て国際的な価格帯の感覚を身につける、この円高は輸

出に関していうと非常に厳しい状況になっています。逆に強い円パワーを利用して皆様には海外の市場

を一回見るということをやっていただきたいなと思っています。食事にしかり何でも安く感じるんじゃ

ないかなと思います。その中でですね、高い日本食品を売るわけですから現地の空気に触れてとにかく

国際的な感覚を身につけてもらいたいというのが一点。あと商談会ですね、先ほどもいろいろでており

ますけど、事前にですね、必ず輸出へのパートナーを選定して値決めをしますと、展示会にですね国の

方からとか地方自治体の方でブース代を補助してもらって出ておりますけど、参加するのに大半は自分

で高い渡航費を払って海外の展示会に出ます、そうするとですねいろいろ試食をさせて、おいしいと言

われて、それこそ名刺が 100 枚集まったとかですね、これこれこういうのがよく売れたというようなこ

とで帰ってきて、いざ商売をしようとすると思うと何にもなくてですね終わってしまうんですね。これ

はですね基本的にはまず、展示会に来られるみなさんがバイヤーと思ってる方は輸入業者じゃないんで

すね。実際の消費者、さっき言った久光のデパートのバイヤーさんとかで、誰もそんな言葉の通じない

遠い国からですね、自分で単品で例えば 10ケース輸入しようなんて思ってるバイヤーの人はまずそうい

った展示会に来ないですね。展示会に行った時に、とりあえず現地でどこから買えるんだということが

分からないとですね、ぜんぜんモノっていうのは動いていかないですよね。必ず出る前に輸出のこうい

ったサポーターの方がいますので、そういったところに相談して、現地誰がハンドリングしてどうやっ

て買えるか、値段は後で帰って上司に相談しますじゃ、せっかく海外に行って何も商売もならないまま

戻ってきてですね、終わってしまうというパターンがありますので大体の概算の値段、例えばこれが 1

個 3000 円といって、そんな高いのは買えないよと言われれば、逆に次いくらにするんだという検討材料

になりますので、とにかく出る前に輸出入の、輸出は別に戻ってきてからでもいいと思いますけど、現

地で輸入していくらでだいたい販売するかというようなことをまず決めてから出てもらいたいと思いま

す。次は開催国のブースを回って直接売り込むと、展示会ではですね空いている時間は開催国の実際の

ブースをいろいろ回ってですね、どんな味付けをしているか、そういったことを研究してもらいたいと

思っています。基本的には見本市ですので自分のブースだけに立って試食させているんじゃなくて、他

のブース特に似たようなものですね、例えばお茶屋さんでしたら紅茶を売っているブースとかですね、

コーヒーを売っているようなところとか、飲料を扱っているようなところ、そういったブースに自ら直

接飛び込んで話していくと、彼らもそういった似たようなものを扱っているので商売に非常につながり

やすいと思います。うちでいうとお茶屋さんといっしょにスイスでやっているんですけど紅茶のお店に

日本茶を入れてもらって、ティーの一種として販売してもらっています。そういったような形でせっか
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く見本市、世界の展示会に行くわけですから、自分のものを売ろうという他のブースに行って直接売り

込むというようなことを考えてください。食は文化ということで相手国の食文化に合わせて文化の押し

つけはしないということですね。文化というのはですね、例えば関東と関西では味つけが当然違います

し、エスカレーターですね関東では左側に並びますけど、大阪は右に並ぶとこういったものが文化なん

ですね。これをですね、日本食はおいしいものだからと相手に一生懸命押しつけても変わるもんじゃな

いですね。ですから相手の文化に合わせた食品あるいは味付けにしていかないとモノっていうのは動い

ていかないですよね。そういったものをまず研究してもらいたいということです。日本の中華料理って

いうのは中国人は正直言って食べないですね。海外に行って日本食のレストラン行くと、例えば空港に

あるうどん屋さんとか行くとおいしくないうどんが出てくると、それは現地の味付けに合わせたうどん

になっているんですね。そういった部分を自分たちのものだけとこだわってやったところでなかなか売

れないです。同じように、今回写真を配ろうと思ってたんですけども、現状うちオーストラリア向けに

ですねパン粉がよくでてるんですね、カツ丼をテレビの料理番組にだしているんですけども、カツ丼を

作ると、チキンカツなんですけど、カツが普通の大きさのカツなんですけどごはんの量がごくわずかな

んですね。米に関していうと彼らは付け合わせの野菜の一種であって、そんなに日本みたいにごはんは

いらないわけですね。それが文化の違いなんですけど、それをあらわしてやってそれでもうちからパン

粉はたくさん買ってもらっています。そういうような状態ですね。アメリカのカリフォルニアロール、

裏巻になっているんですけども、裏巻というのは海苔が見えないんですね。アメリカ人は黒い海苔は嫌

いなんですね、ブラックペーパーというような感じで。逆にオーストラリアは中巻で手巻き寿司が主に

なって、こういったのが文化の違いで、ただ彼らからしてみれば全部ジャパニーズ・スシという風にな

っております。続いては日本食品のしつけということで、健康志向ですね安心安全なスローフードと。

日本食品はイメージは海外では健康だと、安心安全、スローフード、長生きすると数字があんまり正確

じゃないらしいんですけども、イメージを裏切らない食品の輸出を考えてもらいたいと思います。1980

年なんですけども私ロサンゼルスに駐在しておりまして、その時に自分でいうと初めての仕事というの

がひろしま物産展を開催させてもらって、当時広島のほうせき水産さんのですねカニかまぼこと松茸の

かまぼこというのを持っていって、その時はぜんぜん物産展の時はほとんど売れなかったんですけども、

回転寿司とかですねそういった寿司系統に持っていったら非常に売れるようになって、現在では海外で

も根強い人気で出回っています。日本食品はまだマイナーな食品ということで、昔から食品の代名詞と

しては醤油ありますね、ソイソース。これはですね本当につい最近ですけれどもこの 2、3年ぐらいです

かね、ようやく海外のオリエンタルの特殊な田中がソースの棚に並ぶようになっています。正直言って

五、六十年かかっています。先ほど言ったパン粉は運がいいのか悪いのか現在はオリエンタルの田中で

すね、他の海外のパン粉と同じような棚に並んでいます。日本では当たり前の食材でも海外では知らな

い人がやっぱり多いので、とにかく普及するまで時間がかかりますので慌てずのんびり構えて、のんび

りしたら変ですけどじっくり構えて商品を流していくと考えてもらえればいいと思います。小売値はで

すね、必然的に高くなるのでその価格に見合った高品質品を輸出と。どうしてもですねもちろん我々の

ような貿易会社の手数料もありますけども、それ以上に輸出入のコスト、現地の検疫とかですね、例え

ばコンテナが止められるとコンテナの保管費用とかかかりますのでどうしても高くなってしまいます。

現在は為替の基準でいくと日本での卸値が 100 円ですと、400 円ですね。大体今までは 3倍ぐらいだった

んですけど、最近は小売値は 4倍くらいになります。モノを出す時に自社の製品がですね、100 円のモノ
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が現地で 400 円出して買ってくれるかどうかというのが一番の見極めのところなんですね。日本の小売

値の 2 倍まででしたら海外では認識されます。例えば小売 200 円のモノを 100 円で卸せば、現地で 400

円で売れますのでそういったものは割と動くようになりますけれども、ただ本当に自分の商品が 400 円

の価値があるかどうかよく見極めて輸出する品目を決めてもらいたいですし、そういったものを作って

もらいたいと思っています。本来の賞味期限 180 日以上の商品の輸出を。先ほどの石橋会長の話にもあ

りましたけど、賞味期限、これも日本の食品メーカーさんは短い方が鮮度がよく見えると考えておられ

る方がいるんですけど、実際は中国の場合はまだあれですけど、例えばアメリカの西海岸東海岸ですね

ニューヨークに持っていくと 1 ヶ月かかります。オーストラリアでも 3 週間以上かかります。洋上にの

っかってる期間と現地でですね輸入検査とかいろいろあると、もうその時点で 60 日商品が経ってるんで

すね。賞味期限 90 日のものを持っていって残り 30 日しかありませんというと、小売店ではどこでも受

けてくれないんですね。そういった意味でだいたい 180 日を目安にしてもらいたいということですね。

海外はですね、国によりけりなんでしょうけど基本的には賞味期限が長いから鮮度が悪いと

かですね、保存料がいっぱい入っていると思っている人はいないので、本当に日持ちするんであれば、

しないものはしようがないんですけどするんであれば、そういった日付を入れてもらいたいと思います。

特に味噌なんかですね、本来は保存食品なわけですから長期間もつものですものですけど、今でも短い

賞味期限になってて貿易屋としてはですね扱いにくいのもあります。いまのところは以上です。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。かなり具体的なノウハウをご紹介いただきましてありがとうございます。

大変参考になりました。特に食は文化なんだとモノだけ流れていてもというようなことは、とても説得

力あるお話であったと思います。石橋さんも田中さんもおっしゃったように押しつけちゃだめだと、相

手に合わせていかなきゃいけないということでありますが、よく聞かれる質問で相手のマーケットに味

変えていいですか、パッケージ変えていいですか、いろんなことがあります。大胆に変えるべきと変え

ちゃいけないとこを変えちゃったりとか難しいわけでありまして、日本の食材だったり商品のすばらし

さは残し、何を残して何を生かすのか、そしてどういうものを相手に合わせていくのか、これは一言で

は言えないわけでありまして、だからこそこういういいパートナーさんと一緒にタッグを組んでこれは

試行錯誤だろうと思いますが、そのためにも 1 回でうまくいくことはなかなかないわけでありまして、

実はその辺の格闘をいま正にこれから三社の皆様がやられているいうことでそれぞれのマーケットでど

のような格闘、奮闘されているのか今日のお三方から今日の核心ところをお伺いしたいと思います。そ

ういう動機で海外を始められまして、今何を展開し、これからどう展開されようとお考えになっている

のかお一人ずつ聞きたいと思います。海外でどういうような手応えを感じられているのか、どういうこ

とで実は苦労をして大変なんだというようなこともその辺の体験談をお一方ずつ、やはりテーブル順で

よろしいですか。藤井さんの方からお願い致します。

〈藤井氏／（株）アサムラサキ〉

はい。今後の海外展開の課題でありますとか、これからやらないといけないことは山積みでございまし

て、まずは先ほどお二方のお話でありましたように、現地のすばらしいパートナーの方を見つけること、

これが最大の課題であると思います。いくつかの国ではもうある業者に絞り込んで展開してるという経
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緯があります。ただそこを単純に通じるだけではものが売れませんで、実は日本の問屋と同じでして現

地の問屋さんを半分おどすような形で小売店のバイヤーの方と密な話がやっとできたということで、今

ではコンスタントに注文が入ってます。ただし現地のバイヤーの方も日系の方ではありましても、やは

りその国の商習慣がしみついていますので小売店さんへの毎度毎度のプッシュを現地のパートナーの方

にお願いしています。こういった国々で違ってはきますけれども、そういったパートナーの獲得という

ことが展開に拍車をかけようかと思われます。せっかく商品を入れていただいてもどんなにつんでいた

だいても手にとっていただかなければ意味がありません。いちいち私どもの社員を派遣するわけにいき

ませんのでそういったパートナーをつみまして、密な関係を現場の責任者と持ちまして、マネキン販売

をできる限りやっております。日本ではマネキン販売はもちろんおなじみでしょうけれど、日本の場合

はあまり食べてくださらないんですね。そういったものに慣れられて恥ずかしがって逃げられるという

ことがよくあります。ただし私ども現在マネキン販売がてきめんの効果があるということがよく分かり

ました。食べていただければ納得していただける、先ほどの話にもありましたように日本の食文化の強

要は一切しません。ですから国々によっては私どもに合う商品を選別しまして最初のマネキン販売で感

触の良かったものだけを次からお与えするようなそういった商売を現在しているところです。常にコン

スタントなオーダーをしていただかないと、最初のコスト倒れになってしまいますのでその辺が常に難

しいところであるなと思っています。日本でもそうだったんですが、私どもの看板商品になっておりま

すかき醤油なんですが、ご当地広島でも最初はさっぱり売れませんでした。大変な苦労をいたしまして、

それもマネキン販売のサンプルの配布に特化しました。テレビの CMをそう簡単に入れるわけにはいきま

せんので、私どものサンプルはこのくらいのサイズあります、100ml 入っています。小さな醤油さしにい

っぱいに入るくらいの量です。このぐらいありましたら捨てることはありません。海外の方でこういう

のを差し上げますと、他の商品にも販売が広がってくるという感触もありますので、今後は急ぐ必要は

ありますが焦らないように一歩一歩仕事をつぶしていきたいと思っています。以上です。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。藤井さんにお伺いしたいんですけど、今のお話にあったかき醤油ですが、

18 ヶ国のうちの何ヶ国か知りませんが日本と違うようなかき醤油の使われ方とかご家庭とか業務用で違

う使われ方とか、用途とか、あるいは日本と同じなのかその辺ちょっと具体的に教えてください。

〈藤井氏／（株）アサムラサキ〉

必ずデモンストレーションは各国お豆腐でいきます。豆腐は各国のスーパーにありますので。高いもの

でもありません。一番うけがいいのが豆腐なんですね。いろんな揚げ物の下味、お湯を足すだけでスー

プになるということを書面または写真で説明しながら販売しております。もう一つ先ほど田中社長の方

からお話がありましたように媒介にあった高品質なものということ、賞味期限 180 日以上ということ、2

年前にモンドセレクションと iTQi の審査を受けました。そこで味品質ともに世界トップクラスに位置づ

けをされておりますので自信をもって販売しております。現地のお客様でモンドセレクションも iTQi も

ご存知の方はほとんどいません。このことがバイヤーや向こうでの現地のパートナーへの説得には大変

なので助かっています。
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〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。またいろんなノウハウがあったようですね。販促するのに豆腐というと

ころに着眼され豆腐にかけたり、揚げ物にと、現地のいろんなものに組み合わせてご提案されると

こういうマーケティングが一つ。やはり海外で日本の商品の安全性というかですね、国内では安全だと

いうメーカーさんの知名度があっても海外ではなかなかという中で、いろんな賞をとるチャレンジをさ

れるいろんな安全認証基準にチャレンジされる、こういう企業さんがさらに新しく海外に販路を拡大す

るとチャレンジすることを通して、いろんな新しい認証をとっていかれるような、次々とハードルを超

えていく、またそこに元気企業、日本での国内競争力の強化ということにつながっているんじゃないか

と考えているわけです。ありがとうございました。それでは続きまして、中村さんどのような活動をお

茶ということでご紹介いただきたいと思います。

〈中村氏／（有）中村茶舗〉

まずですね、先ほどちょっとお話したんですけど私も今タイの CHAHO の上にアグラという食品会社があ

ります。ここが商社機能をもってまして、うちから直接アグラという会社に送って今の CHAHO という店

でお茶を売ってもらっているんですけど。こういう大きな事件がありました。まず CHAHO なんかがまだ

ない頃ですね、アグラという会社が結構日本のお茶がとても体にいいものだという情報をですね得てら

っしゃってぜひうちの方と組みたいということで抹茶の輸入をしてくれました。いろいろと大きな会社

に一時流してくれたんですね。そしてその後で大変な苦情が入ってきました。皆さんもご存知と思いま

すがお茶というのは時間が経てば特に抹茶は色が変わります。彼らは誤解してたんですけど、あの抹茶

というのは水に溶かしますと、溶けるんじゃないんですよ、あれは葉脈がただ浮いているだけでして、

下にとどる（沈澱する）んですね。それを溶けるもんだと信じてた、そのために大きな会社に流したの

がみんなパイプがつまるだの、加工していくところですね、抹茶の菓子を作りたいとか送ったところが

全部パイプが詰まった、機械がおかしくなったとか苦情がきまして、うちの方へどんどん電話が入って

くるわけですねアグラを通して、私その時にものすごく困りまして、いい取引先ができてよかったなと

思ったから、そういうことがきましたから、私はですね向こうから言う、溶けるお茶を持ってこい、色

が変わらないお茶を持ってこいとかって言われるんですね。自分が努力してきてやってきたものですか

らなんとかそういう風なお茶でもいいから送ってやれと思ったところに、私の親父がでてきて「お茶は

そんなもんだ」、「嘘のものを売り出したらおまえ永久に嘘をつかないといけない」、「お茶はこんな

もんだということをとことんまでタイ人に教えろ」、「そこは絶対お茶屋としてゆずっちゃあいかん」

と実はうちの親父が言ったんです。親父がそう言いましたから私はダメになったらダメになってしまう

よって言ったときに、じゃあそれでいいじゃないかというようなことを親父は言って、僕は半分心残り

があったんですけどタイの方に行ってアグラの社長さんに全部話をしたんですね。そうしたら半年全然

取引の話もありませんし、音信不通になって、ところがある日また電話が入ってきまして、中村さんい

つタイに来るんだって、もうそこがダメになってしまって僕も行く気もなくて、もうがっくりきてたん

です。なんでって言ったら、ちょっと話があるから、また何か言われるんじゃないかと思いつつそれで

も声がかかったからっていうことで行ったら、頭がいいですね彼女は。何を言ったかというと今の CHAHO、

皆さんびっくりするでしょう。あれお茶屋なんですよ。CHAHO の絵を見せられて、私たちこれするから。

何でこんなものするのって聞いたらお茶があきらめきれないと、これは体にいいものだからぜひ食べて
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みて飲んでもらいたい。だけどあれほど扱いが難しいんだったらやっぱり私たちが直営店を出します。

なぜならば直営店を出すことによって、新鮮なものをお客さんにも出せるし、中村さんとパートナーを

組めばしっかりとした日本のお茶が売れるでしょう。さらに他社が真似をしようとしてもこんなに扱い

の難しいものだったらあなたとパートナーだったら数年先をトップをいけるからタイでお茶の一番店が

作れるかもしれないというような話を彼女が僕にしてくれたんです。それであの店もですね、お茶屋の

写真を私は見せました自分の家の。一言「暗い。」それで彼女は自分たちは特に女性社長ですから、女

性に来てもらってここで飲んでもらうのがファッションになり、絵になりそういう風な店が作りたいと

いうことであのようなエステサロンのような店の展開を彼女が僕といっしょにはじめたわけです。ここ

が一つ大きなポイントです。タイの方から教えられたんです。それほど大事にしてくれるお茶なんだっ

たらついでに日本の文化も、お茶はね日本文化の一つを担っていますのでお茶文化も紹介できたらいい

じゃないかということで、私は行くたびに実は、別にだいそれた点前はしません。茶筅と茶碗と茶杓で

お茶をバジャバジャ店頭でやりますと結構寄ってくるんです。タイの人たちがたくさん。何やってんだ

ってみたいな感じで見ている。それからこれはこういう風にして飲むのが日本のお茶なんだけどこれち

ょっと飲んでみますって小分けに、いっぱいはとても飲めませんから小さなカップに小分けにして皆さ

んに飲ませてあげて、そしてそれを飲んでもらってちょっと苦いかなおいしいかなって言ってるところ

から横からもっとおいしくしたものがありますよって砂糖が入っているグリーンティー系、あそこはフ

ルーツがふんだんにありますんでね、キウイを入れた抹茶ジュースとかいろんなものを出して今そうい

う形で展開をしています。さっき申し上げたようにアグラという食品会社がありますのでそこでうちの

原料を使っていろんなものを作っています。あそこに並んでいるのは実は半分以上がタイで作っている

プロダクトなんですね。毎回行くたびに皆様の前でお茶の方をやっているとタイは親日家の国ですので

お茶について勉強させてくれという声があがってきまして、文化教室というのをはじめたんですね。抹

茶たてるんですよ。抹茶をたてる文化教室。たぶん皆さんでも抹茶をたてるってなかなかないでしょう。

ところがタイの人は体験したいんですね。1回が 30 人から 40 人ぐらいの方が来られるんです。そういう

風なことをしておりましたら、去年大変大きなきっかけがありましてというのは、それを見てたタイの

政府の役人さんがこれはおもしろいと思ったみたいですね。日本とタイとの国交は現在、日本人会とい

うのがありますタイに、97 年、あと 3 年で 100 年を迎えるそのくらいの長い歴史のあるタイと日本との

いい関係なんですが日本茶を文化とともに売ったお茶屋っていうのはなかったんだそうです。それをタ

イ政府から言われまして、今度王妃様がおいでになられるのでそこでお茶をたててくださいませんかと

いう話がでまして、私はブースたてればいいと思っていたら、だんだん話が大きくなって結局茶室まで

建ててですね、お茶を差し上げることになったんですが、うちの家内も娘もきてやりましたんですが、

いい経験をさせていただきました。大変ジェトロさんには手伝っていただいたんですが、一外国人に王

室から直接招待状は出せないので国の機関を通して、どこの国の機関に送ったらいいですかと言われて、

私びっくりしてしまいまして、すぐジェトロに飛んでいって今山田さんっておられますが、山田所長さ

んに話をしましたら、山田所長さんもこんな話聞いたことないなんて言われて、すぐ大使館行こうって

いうことで日本大使館に行きまして日本大使館でタイの政府の役人を呼んで話し合いをして結局私が指

名でしたので一応最終的には移管書を県知事に受け取ってもらい、県知事から私ところへ招待状という

ことでいただきタイの方ではさせていただきました。ご存知のように日本の皇室と同じで写真は皇室専

用の写真家しか撮れません。そこで撮っていただいた写真を私たちいただきまして、これはお店に飾っ
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ていいということなので今タイのお店と松江の店にも飾ってありますが、タイではてきめんですね。タ

イの王妃様が飲まれたお茶ということで一回は飲んでみようと来られるんですね。今年になって数字が

変わってきたっていうのはそんなことだったと思います。やっぱりある意味でその国の皆様が興味をも

つ日本の文化というのはしっかりと伝えながらやっていくとこういうことになるのかなと思いつつ、私

にとってはとんでもない偶然がいっぱい重なったことでいい体験をさせていただいたというところです。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございました。ここまでやられているいろんなプロセスを現場で体験されながら修正

しながらいろんなアイデアを出されながら今やってらっしゃる実は今そのことがビジネスの進んだやり

方につながっていると思います。僕も 5 年前くらいにタイに行った時に実は緑茶が売れているように静

岡の方もたくさん行ってらっしゃいましてね、実はタイでは緑色の食品がよく売れるんですよなんて聞

いたことがあります。お茶とかわさびとか。中華圏とかロシア圏とか東南アジアもそうですけど、赤い

ものが売れたりしますね、リンゴとかイチゴとかトマトとかさつまいもとか。別に色と関係するかどう

かあれですけど、黒はだめだという方もおられますけど、ちょっと余談になりましたけど。お茶という

のは日本のお茶はすばらしいですけど日本の風土、特に水の質とか空気だとか食べ物だとかそういうも

のと関わる、いれかたとかが海外にもっていくと非常に大変ですが、今中村さんからご紹介がありまし

たけどいろんな形の見せ方、いろんな意味でやっていると、ただ並べているだけではコーヒー、紅茶に

敵わないとあるいはナショナルブランドには適わないというところで中村さんが着々とタイで実績をあ

げられているのは現場に入っていくんだ、商社さんパートナーさんといっしょに開拓していく、そうい

う風なスピリットが見える気がします。最後になりますが舛本さんの方から今世界はこれからについて

語っていただきたいと思います。

〈舛本氏／（株）ますやみそ〉

今現状で言うとですね、先ほどもやはりお話があったように我々直接問屋さんと手を組んでやっていく

場合にですね、一番の問題は荷物の量ですね。コンテナでどういう風に出していくかという中で、でき

るだけものを入れないとコストとかを下げられない、そういったわけで我々現地の方に出向いて工場の

人間、商品をきっちりと何にこだわってどういう風な製法が違うのか、事前に何十軒というレストラン

を調べて、アポをとって一軒一軒回ってそういった形ですべて商品を使ってもらえるように交渉してい

って、荷物の量をまとめていくこういった作業がかなり厳しい。その他に石橋会長様が言われたように

やはり即断できる営業というのですはね、私であればその場で判断できるのですがなかなか若い人間と

かまだ浅い人間になるとできないということで、その辺を教育する部分が難しいなと感じるところです。

海外展開を通じて我々得たことという部分の中で、私なんか特にタイとか行ったりメキシコ行けば料理

教室に一人行ってですね、その土地のどういう風な料理をどういう風に作るのかということをまず勉強

しています。そういったものを日本に持って帰って、こういったものを作りたいとか、そういったもの

を製品化して世界でこういったものが食べられていますよ、こういった国ではこういうものがあります

よ、こういった色を使ってますよ、こういった出汁のとり方、こういった製法の仕方がありますよとい

うことを伝えていきながら得たことかなと思っています。ここ最近、インドミッションというものに参

加させていただいて、去年はジェトロさんのインドミッションで、今回は先々週ですね湯崎知事様並び
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に皆様のところに行かせていただいたんですけど、その際に日本に興味を持ったインドの方がかなり増

えてきているなと思っています。私のいろいろなアンケートの結果では 99％以上、ミドル階級以上の方

日本食を食べている方ほとんどいません。99％がインド料理もしくはインドチャイニーズという形で、

日本食といっても正直な話ちょっと違うオリエンタルな形の日本食を食べる方はいるとしても日本食を

食べるという方がまだあんまりいないというのが実情です。そういった中で日本にいろいろと興味をも

って商談に来ていただいたことがまずうれしかったということです。やっぱり食べてもらわないといけ

ないということで大量のサンプルを渡して食べてもらいました。一人何ケースか持って帰る方もいらっ

しゃいますし、そういった中でですね、いろいろと今回インドミッションにおいては勉強になったかな

と思っています。以上です。

〈田中氏／コーディネーター〉

はい、ありがとうございます。インドにお味噌と、私も驚きますけども、舛本さんお伺いしたいのです

が海外に展開することによって会社の社員の方だとか、舛本さん自身の経営の考え方に変わりはありま

したか。

〈舛本氏／（株）ますやみそ〉

私は小さな頃からロマンをということで、味噌屋がロマンをというのもちょっとおかしい話なんですけ

ども、とにかく我々味噌に対して夢と冒険心をもってやっていこうということで、私として海外市場に

おいての夢としてまたこれをやってみたいという冒険心、日本ではなかなか芽生えないんですけども防

戦一方でそれらを社員といっしょに分かち合っていけたらと思っています。

〈田中氏／コーディネーター〉

そういう意味では、いろんな意味で刺激になっているというわけですね。はい、それでは、時間がきて

しまいました。本当に申し訳ないんですが、最後に皆様から向かって左からお二人ですね流通商社、小

売業専門の石橋さんと田中さんにお一言ずつ最後にメッセージをお願いしたいと思います。石橋さんの

方から。

〈石橋氏／上海石橋水産品有限公司〉

今日、広島でこうやって講演させていただいて、商談会、明日は上海に帰りますので、先ほども言いま

したように広島には偶然ナンカイさんというパートナーシップを結んでいるところがありますから、そ

こに商品を持ち込んで商談していただければ必然的に私どもにもきます。私どものメインバンクである

山陰合同銀行さんと私ビジネスマッチング契約というのを結んでおりまして、山陰合同銀行さんのとこ

ろに商品を持ち込んで、石橋水産マックスパワーと商談したいと言っていただければ必然的に私のとこ

ろに商品が来て商談ができるという形になっていますので、窓口としてこの二口紹介させていただいて

おきます。

〈田中氏／コーディネーター〉

ありがとうございました。じゃあ田中さんよろしくお願いします。
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〈田中氏／セントラル貿易（株）〉

本日はいろいろと行政の方とか銀行の方が来られているということで、いろいろな支援事業に関してお

願いがあります。まずは食品の輸出のインフラの整備という形ですね、非常に日本は遅れてると言った

ら変ですけど他国は輸出に関して非常に力を入れていますので、まずはハセップとかですね、ああいう

層のこういった取得に関する維持費もかかりますし、製造メーカーさんの負担が軽減できるようなシス

テムをぜひ日本でつくってもらいたいなというのが一つあります。あともう一つですけど、最近はでき

てきてるみたいですけどリーファーコンテナですね、混載便ですね、基本的には LCL っていうのはほと

んど常温のコンテナしかありませんので、冷蔵品、冷凍品のそういった混載コンテナができるようなイ

ンフラをつくってもらえれば少量多品目の輸出が割と簡単にできるようになると思います。あともう一

個はですね、日本はないんですけども海外で出しますと衛生証明書を発行してくれというようなことで

ですね、現状はタイ、中国に関していうと何カ所かで受付してもらっていますけど、その他の国に対し

ては各保健所にいちいち依頼をしてですね、英文の証明書をつくってもらうんですけども、保健所さん

によってはこれは経済産業省さんじゃなく厚生労働省なんでしょうけど、そういった英文のマニュアル

も何もないんですね、そうすると我々の方からこういった文面でサインしてくださいというようなお願

いでやってもらって、所長さんによっては体にサインしてくれる人もいますし、訳がないと分からない

といろいろ訳をつけて出したりというようなことがありますので、できたらそういったものを国ないし

地方自治体の方からうまくマニュアルをつくって流してもらいたいというようなのが貿易屋としてのお

願いなんです。

〈田中氏／コーディネーター〉

ありがとうございました。いかがでございましたでしょうか。時間がきてしまいました。今日のフォー

ラムの名前見ていただくとお分かりのように、ニッポンのいいモノというように名前がつけられていま

す。私も 10 年近くこの仕事をしておりまして、日本らしいモノほど、日本らしいサービスほど、実は私

は世界に通用するという風に確信をしております。今日、和風の調味料、お味噌、お茶という典型的な

ものでありましたけども、皆様方と同じ地元の企業さんがこういう形でがんばっておられる、すばらし

い情報、情熱そういうものをかいま見た気が致します。熱い思いと同時に冷静にビジネスをみていかな

ければならない、もはやもうモノを持って行って並べるだけでは、メイドインジャパンというだけでは

例えば香港とか台湾とかというところでは食傷されているというところもあります。そういう中で文化

ということを皆さんおっしゃいましたけど、食べ物には文化がありまして成り立ちがあるんだと、食べ

方とか使い方とかですね、そういうものが大事だよというメッセージがありました。売る人の個性とか

情熱、こういうものがバイヤーさんの心を開いて、販路が開かれていくんだというわけであります。一

企業さんだけでなく、地域を売っていく、日本を売っていく、あるいは中国地域を売るこういうような

大きな取り組みが必要になりますと行政と民間の人たちのタッグが必要なってくるのかなと気もします。

ここ数年、日本はこういうことで農商工連携、6次産業という言葉がでてまいりましたけども、いろいろ

すばらしい素材を加工したり、物流や商流の方々と組んだり、観光誘致と物産とかですね、いろんな組

み合わせがあって総合的な力でこれから海外の市場にうってでていくというわけでありまして、そうい

う中で日本の国内マーケットが小さくなっているとはいえ、海外で国際視野に望むことでぜひ国内この

主戦場で力強くたくましく強くなっていただけるということでありまして、なかなか海外で定番化する
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にはやはりかなり時間がかかります。いまおっしゃったように海外に挑戦することですでに考え方、商

品の開発が変わってきているんだというようなことをおっしゃっているそういうメリットがありまして、

特にこれから中国経済産業局、ジェトロの関係の貿易情報センター、中小機構、強力なサポートの支援

が次々とでてくる予定ですので、もう一社だけで悩んだり、奮闘されるだけでなくてこのような支援を

十分に活用されまして、自信と元気をもって海外にも国内にも販路を拡大していただきたいと思ってい

ます。司会が悪くて皆さん方の意見を引き出すことができなくて本当に申し訳ないと思っておりますが、

どうも長時間ご清聴ありがとうございました。




