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New York コラム
Winter Fancy Food Show 2015
～日本食の米国での販路開拓～
はじめに
米国の食品市場において、販路を開拓・拡大するために最も一般的かつ効率的な方法が「食
品見本市への出展」である。見本市への出展は、食品メーカー等がバイヤーをはじめとした
数多くの食品業界関係者に自社商品の魅力を直接アピールできるほか、試食等を通じて米国
人の嗜好やライフスタイルの特徴などを体感できる有益な機会である。
当事務所は、今年1月に開催された米国最大級の総合食品見本市である「Winter Fancy Food
Show 2015」を視察する機会を得た。
本号では、当該見本市に出展した日本の中小企業における米国市場への挑戦の様子をレポ
ートする。
Fancy Food Show
米国で夏（東海岸・6 月頃）と冬（西海岸・1 月頃）
の年 2 回開催される Fancy Food Show1は、「Fancy」
に表される通り、高級食材の見本市である。バイヤ
ーには高級オーガニックスーパーの Whole Foods や
セレクトショップの Dean & Deluca などの大手バイ
ヤーが名を連ねており、この見本市の注目度の高さ
を窺うことができる。なお、今となっては米国では
知らない人のいないオーガニック紅茶の Honest
Tea 2 、油で揚げないヘルシーなポテトチップスの

会場の Moscone Center
（サンフランシスコ）

サンフランシスコで開催された今年の冬展では、米国を中心に世界 30 か国超から約 1,400 社・団体
が出展し、約 19,000 名の食品業界関係者やメディアが来訪
2 https://www.honesttea.com/
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Pop Chips3などの人気食品ブランドも、この見本市をきっかけに知名度を上げ、現在の地位を
築いている。
ジャパン・パビリオン
Fancy Food Show では、各企業が個別に出展するブ
ースのほか、各国の政府や政府系機関が自国の出展
希望企業を募集して設置する国別のブースがあるが、
今年の Winter Fancy Food Show ではジェトロによる
「ジャパン・パビリオン」をはじめ、イタリア、フ
ランスなど 15 か国がブースを構えていた。日本企業
の出展は、ほとんどがジャパン・パビリオン内での
出展であり、信用金庫の取引先を含む 28 社・団体が
「ジャパン・パビリオン」の様子

共同出展した。この 28 先のうち、半数以上が初出展
である。

今年のジャパン・パビリオンでは、トレンドとなっているグルテンフリー4など米国の健
康・安全志向を意識した食品に加えて、FDA（アメリカ食品医薬品局）等の食品の安全基準5に
対応したラインアップが目立った。また、ディストリビューターと呼ばれる食品商社を事前
に決め、商談成立後ただちに納品できる体制を整えたうえで参加している出展者が多く、ブ
ースにディストリビューターの名刺を置いている例もあった。このような食のトレンドへの
対応や出展者側の準備の良さが奏功し、ジャパン・パビリオンにおける今年の成約見込額は
昨年を大きく上回った模様である。
出展企業事例
【事例１】
オタフクソース株式会社6（広島県広島市）は、
お好みソース、焼きそばソース等の液体調味料を製
造・販売する企業である。米国では、ロサンゼルス
近郊に所在する現地法人 Otafuku Foods, Inc.7が北
米・中南米向けの製造・販売を担っている。当社は、
米国各地の食品見本市への出展経験を有するが、
Fancy Food Show への出展は初めてであったため、
今回は現地の工場にて製造を開始した「OtaJoy」ブ
3

Otafuku Foods, Inc.の展示ブース

http://www.popchips.com/

4 「グルテンフリー」とは、グルテンを摂取しない（フリー）ことを意味する。グルテンは、小麦や大麦などに含まれる成分か

ら生成されるたんぱく質の一種であり、アレルギーの発生原因といわれている。
5 本コラム第 26-7 号「食品に求められる高度なリスク管理～米国食品安全強化法への対応～」を参照
6
7

http://www.scbri.jp/HTMLcolumnNY/26/26-7.pdf
http://www.otafuku.co.jp/
http://www.otafukufoods.com/

2

ランドのお好みソースに商品を絞って出展した。ソースだけでは商品イメージを持ちにくい
ため、実際にブースでお好み焼きの調理を行い、ヘルシーな食べ物であることをアピールす
るためのサンプルを振る舞ったところ、行列が絶えないほど盛況となった。
なお、ソースは業務用と家庭用の 2 種類を展開し
ているが、日本人客の多い米国内日系スーパー向け
家庭用は日本から輸入し、業務用と米国人向け家庭
用はロサンゼルスの自社工場で生産している。米国
人は日本人と味に対する好みが違うため、現地家庭
用は日本からの輸入品と味付けや材料を変えている
ほか、ブランド名を「Otajoy」とし、パッケージデ
ザインも独自のものに変えるなどの工夫を施してい
る。

Otafuku Foods, Inc.のソース等

【事例２】
杉本製茶株式会社8（静岡県島田市）は、茶の名産
地静岡で緑茶を製造・販売している。米国では、シ
アトル近郊に所在する現地法人 Sugimoto America9
が 本 社 か ら の 輸 入 品 を 米 国 向 け ブ ラ ン ド 「 SA
Japanese Green Tea」として販売しており、Fancy
Food Show においても「SA」ブランドを中心に販売
促進を行った。食の健康志向が世界規模で広まって
いることを背景に、バイヤーはオーガニック食品と
して認証を取得した抹茶や粉茶に強い関心を示し

Sugimoto America の展示ブース

たようである。
当社は Fancy Food Show を含む米国各地の食品見本市への出展経験を
有しており、効率的な販路拡大の手段として、見本市を活用している。
Sugimoto America の杉本社長は、「今回もバイヤーの反応は良好であり、
ブースで直接受注を獲得することもあったが、ブースを訪れたバイヤー
オーガニック食品の

を事後に直接訪問するなど、フォローアップ活動を特に重視している。」

認証を取得した抹茶

と見本市で成功する秘けつを語ってくれた。

【事例３】
株式会社かわかみ10（大阪市福島区）は、調味料・
食品添加物を製造・販売している。海外の食品見本
市参加は 2 回目であり、Fancy Food Show へは初めて
8

http://www.shizuoka-tea-no1.net/
http://www.sugimotousa.com/
10 http://www.kawakami.co.jp/index.php
9
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かわかみの展示ブース

の出展となる。前回の米国見本市出展は市場調査や PR が主な目的であったが、今回は販路の
拡大を目的としており、ディストリビューターを事前に決定するなど、展示会場にて受注販
売できる体制を整えたうえでの出展であった。
販路の拡大を考えるにあたり、当社は米国西海岸からの展開を選択した。一般的には、ブ
ランド戦略の観点からは、高級レストランが数多く存在するニューヨークからの商品展開が
望ましいと言われている。しかしながら、カリフォルニア州を中心とする西海岸はアジア系
人口が非常に多いことから日本食への興味が強く、また多様な人種構成により食文化も多様
であるという特徴を持つ。当社にとって米国西海岸はアジア系市場の大きさという点で魅力
的であったようだ。
ブースでは、
「うま辛」、
「みそ」、
「ゆず照り焼き」の
3 種の業務用ソースを豆腐と共にサンプルとして振る
舞った。この業務用ソースは米国向けに開発したもの
であり、日本より甘味を強くするなどの工夫を施して
いる。バイヤー達は、米国でも馴染みのある「みそ」
に最も強い関心を示したが、最近米国でも浸透し始め
た柚子の入った「ゆず照り焼き」も相応の評価を得た。
また、
「うま辛」ソースについては、バイヤーから「も
米国向け業務用ソース

う少し辛くてもいいのでは」という意見もあったが、

「Better than just Spicy（ただ辛いだけよりも美味しい）」という商品コンセプトを説明したと
ころ、納得したとのことである。
おわりに
食への健康志向が世界的な広がりを見せる近年、日本食は健康食として注目を集めてきた。
2013 年にユネスコが和食を無形文化遺産として登録したことも、日本食人気に拍車を掛けて
いると思われる。しかしながら、日本食人気という時流に乗って日本の食品関連企業が見本
市に出展しても、すぐに成果が上がるとは限らない。識者によると、食品見本市は「①市場
調査、②現地向け開発商品の提案、③成約」というプロセスに沿った出展が基本であり、最
低 3 回は出展しないと成約には至りにくいとのことである。今回紹介した取組事例は米国進
出を目指す企業が試行錯誤を重ねてきた成果の一部分であり、その陰には数多くの失敗と苦
労があることは想像に難くない。
米国市場は人口 3 億人を有し、多様性も併せ持つ懐の深い市場である。その市場へ挑戦す
る手段の一つが見本市であり、近年は各分野において日本企業の出展が増えているようだ。
中小企業においても出展を検討する企業が増えてくると思われるが、本号にて取り上げた事
例が少しでも出展の際の参考になれば幸いである。

4

【参考】米国の主要な展示会・見本市情報（2015 年 4 月～9 月）
名 称
World Tea EXPO

日 程
5/6

～

開催都市
カリフォルニア州

5/8

ロングビーチ

International

5/16 ～

ニューヨーク

Contemporary

5/19

展示内容
お茶関連

ウェブサイト
http://www.worldteaexpo
.com/

家具、デザイナー家具、照明、フロア

http://www.icff.com/

ー･カバリング、ウォール･カバリン

Furniture Fair

グ、住宅用テキスタイル・装飾品、キ
ッチン・バス用品

BIO International

6/15 ～

ペンシルベニア州

Convention

6/18

フィラデルフィア

International

6/18 ～

ニューヨーク

Franchise Expo

6/20

Summer Fancy

6/28 ～

Food Show

6/30

Anime Expo

7/2

バイオ関連製品・サービス

http://convention.bio.org
/

フランチャイズ・ビジネス（本部、加盟

http://www.ifeinfo.com/

店ともに対象）

～

ニューヨーク

ロサンゼルス

7/5

食 品・ 飲 料、 菓 子、 く だ もの 、調 味

https://www.specialtyfoo

料、水、健康・自然食品、ギフト用特

d.com/shows-events/su

製品

mmer-fancy-food-show/

アニメ、マンガ、主人公・モデル、コス

http://www.anime-expo.

プレグッズ、日本のファッション、アク

org/

セサリー、ゲーム、音楽
Comic-Con

7/9

International

NY NOW 夏展

～

カリフォルニア州

コミック、アート、アニメ、フィルム、ゲ

http://www.comic-con.or

7/12

サンディエゴ

ーム、コスチューム

g/

8/15 ～

ニューヨーク

家庭用品、ライフスタイル、アクセサ

http://www.nynow.com/

8/19

リー、ギフト、パーソナルケア・ウェル
ネス、ハンドメイド製品

Natural Products

9/16 ～

メリーランド州

健康食品、自然食品、栄養補助食

http://www.expoeast.co

Expo East

9/19

ボルティモア

品、パーソナルケア製品、機能性食

m/ee15/public/enter.asp

品、スポーツフーズ・飲料、ハーブ製

x

品、各種原料など
WEFTEC

9/26 ～

シカゴ

水処理関連技術・サービス

9/30
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http://www.weftec.org/
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