
一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

令和3年3月24日

令和元年度補正予算におけるコメ・コメ加工品輸出特別支援事業

豪州における米菓新規販路開拓事業

実施報告書



事 業 名 ：

事 業 主 催 ：

実 施 国 ：

実 施 都 市 ：

実 施 時 期 ：

実 施 会 場 ：

参 加 企 業 ：

対 象 者 ：

品 目 ：

実 施 目 的 ：

実 施 内 容 ：

豪州における米菓新規販路開拓事業

一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

豪州

シドニー・メルボルン訪問予定であったが新型コロナ感染症の影響により

全てオンラインでの開催となる

2021年1月19日(火)~1月20日(水)・2月18日(木) 計３日間

オンライン開催（ZOOM・TEAMSを使用）

越後製菓(株) 、岩塚製菓(株) 、森白製菓(株) 、 (株)鳴海屋

現地のインポーター・ディストリビューター・リテーラー

日本産米菓

豪州市場における米菓の新規販路開拓

①現地バイヤー企業への個別訪問及び意見交換（企業数５社）

→ オンラインで実施(バイヤーとの個別意見交換 計20セッション）

②豪州商慣行及び現地市場把握に関するレクチャー

→ オンラインで実施(1.JETROシドニー2.現地バイヤーのレクチャー)

③シドニー・メルボルン市内の市場視察

→ 新型コロナウィルスの影響により渡航不可となり中止

④米菓試食販売イベント（会場：東京マート）

→ 新型コロナウィルスの影響により現地でのイベントは自粛（中止）
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◆ 実施概要

1. 全体企画概要
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•企業訪問
（１社）

•企業訪問
（４社）

⚫店舗視察•店舗視察

•米菓イベント

イベント

市場

視察

市場
視察

企業
訪問

企業
訪問

シドニー
1/19（火）～20（水）

メルボルン
2/18 （木）

豪州におけるの日本産米菓新規販路開拓を目的とした本事業では、準備のための事

前レクチャーを行った上で、日系の四大ディストリビューター（Jun Pacific, Daiwa, 

JFC, Nippon Food） 及び大手ローカルスーパーとの関係性が強固なOriental 

Merchant (計５社)とのオンライン個別意見交換セッションを合計２０枠実施。

オンラインで実施する豪州商慣行事前レクチャー
日本⇔ジェトロ・シドニー

実施日時：12月4日(金)13:00～15:00(JST)

中止

オンライン
開催

◆実施概要

中止

オンライン
開催

1. 全体企画概要
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プロジェクト・マイルストーン（実施時期延期後）

1. 全体企画概要

◆実施概要

（ 事業開催時期の変更について）

当初2020年11月に予定されていた本事業の実施時期が、新型コロナ感染症感染拡大の影響

および他事業との兼ね合いから延期された。再度渡航が不可となった場合もオンラインに

切替え事業を可能な範囲で実施する判断のもと、実施は以下の通り2021年1月以降となった。



2. 参加企業情報

No. 会  社  名 職　位 担　当　者 個別意見交換スケジュール

Purchasing Assistant

Manager
Mr. Junji Taki （瀧 様）

CFO Mr. Shingo Iizuka (飯塚 様)

Retail Department Manager Mr. Ryoki Iwata（岩田 様）

CEO Mr. Charles Pai

Procurement Manager Mr. Kenji Nakajima（中島 様)

Warehouse Manager Mr. Haruya Suzuki （鈴木 様)

Purchasing Manager Mr. Xiao Li 　（李 様）

CEO Mr. Hiroshi Umeda (梅田 様）

Mr. Hiroyuki Takeuchi（竹内 様)

Mr. Horiuchi （堀内 様)

Sydney Deputy Branch

Manager
Mr. Masashi Kojima / (小島 様)

Chief Marketing Officer Mr. Vincent Yeow

Marketing Manager Ms. Kristin Tham

5
Oriental Merchants,

Inc.

日付：2021年1月19日(火)

時間：8:40～（JST)

日付：2021年1月19日(火)

時間：12:00～（JST)

日付：2021年1月20日(水)

時間：12:00～（JST)

日付：2021年1月20日(水)

時間：8:00～（JST)

日付：2021年2月18日(木)

時間：9:00～ （JST)

2

Daiwa Food

Corporation

Pty Ltd

1

3
Jun Pacific Corporation

Pty Ltd

4
JFC Australia Co Pty

Ltd

Merchandising Strategy

Manager

Nippon Food Supplies

Company Pty Ltd.

No. 会  社  名 所属・職位 担　当　者

1 岩塚製菓株式会社 事業戦略部　国際課 長谷川　勇太

代表取締役社長 星野　一郎

生産管理部部長 関矢　克裕

東京営業所 皆川　剛之

3 鳴海屋株式会社 代表取締役社長 鳴海　悠太

4 森白製菓株式会社 代表取締役社長 森　　 充広

5 全国米菓工業組合 専務理事 高木　幸夫

6 全米輸 事務局長 仲地　光宏

7 全米輸 専務理事 細田　浩之

越後製菓株式会社2

（敬称略）◆日本側参加者一覧

◆豪州側参加者一覧
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J1 岩塚製菓(株)

http://www.iwatsukaseika.co.
jp /article /

・「お米」のおいしさ創造企業の国産米

100％へのこだわりと安心

・豊富な商品ラインナップ

・固焼きでもソフトで食べやすい

・うるち米のみならず、もち米でも展開
（軽くて食べやすい）

・賞味期限は価格

据え置きで

改善進む。
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J2 越後製菓(株)

https://echigoseika.co.jp /

・国産米100％のこだわりと安心

・豊富な商品ラインナップ

・越後製菓は鮮度にこだわり、受注生産

方式がメイン。

・輸出に有効な賞味期限３００日の商品

が以前より充実。

J3 (株)鳴海屋

https://www.kyotonarumiya.j
p /

・国産の水稲もち米100%使用。

(「佐賀県産ヒヨクモチ」を使用）

・選りすぐりの素材を、日本の産地から

厳選したこだわりの材料。

・昔ながらのせいろ蒸し・杵搗きで作り

上げたお餅を手間と時間をかけ丁寧に
仕上げている。

・輸出用には賞味期限240日の商品ライ
ンナップ。

J4 森白製菓 (株)

https://morihaku.co.jp/ 

・時代が求める意外性と面白さの創造

・産地を厳選した国産米100％へのこだ
わりと安心

・「変わりあられ」シリーズの豊富な種
類と賞味期限の長さ(210日～365日)

・臨機応変にクライアントのニーズを具
現化。プライベートブランドやオリジ
ナル商品への対応実績が豊富。

◆日本側参加企業：各社の特徴

2. 参加企業情報

http://www.iwatsukaseika.co.jp/article/
https://echigoseika.co.jp/
https://www.kyotonarumiya.jp/


3. 業務担当者情報

（敬称略）◆日本側業務担当者情報

◆現地コーディネーター情報
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No. 会  社  名 所属・職位 担　当　者 業務担当

1 株式会社ＪＴＢ

新宿第二事業部グローバル

ビジネス推進課

チーフマネージャー

市川　恒 全体管理統括

2 株式会社ＪＴＢ
新宿第二事業部グローバルビジ

ネス推進課
戸田　康太

副統括・ロジ担当

商談会等運営/進行

3 株式会社ＪＴＢ
新宿第二事業部グローバルビジ

ネス推進課
東　浩子

ＪＴＢ内事務局統括

商談会等運営/進行

4 株式会社ＪＴＢ
新宿第二事業部グローバルビジ

ネス推進課
北條　良子 運営スタッフ

5 株式会社ＰＡＳＩＡ 通訳 水谷みずほ 商談通訳

氏 名： 黒澤 美帆子 (Mihoko Kurosawa)
会社名： doq Pty Ltd
役 職： Account Supervisor
略 歴： 大手法律事務所でマーケターとしてのキャリア

をスタートさせた後、クイーンズランド大学で
観光学イベントマネジメントの修士号を取得。
doq®では訪日インバウンド促進事業や日本食・
日本産品のPromotion事業を専門とする。

実 績： 2020年度：JETRO Sydney様 令和２年度補正予算「輸出を支える小売・飲
食店、輸入商社等を活用した 日本産 食材魅力発信等支援事業」

2016年度：農林水産省様 食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速
化委託事業のうちセミナーの開催等による人材育成事業（事業運
営パートナーとして株式会社 ウィズダムパートナーズより受託）

2015年度：農林水産省様 アジアとオセアニア地域における日本食プロモー
ション事業（事業運営パートナーとして株式会社アサツーディ・
ケイより受託）

2017年度～継続中 日本産食材サポーター店制度認定団体
※農林水産省系実施事業実績のみを掲載。

役 割： 本事業の現地支援及びコーディネーション（主に、バイヤー側調整、商談
ファシリテーション）なお、本事業の企画提案時より、渡航可能時の現地
プロモーションイベント実施支援やFood Service Australiaはじめ視察先
の候補選定等、事業推進にあたっての助言を行った。オンライン商談にお
いて、このような現地支援はより精度の高い商談を実施する上で重要との
判断から委託した。



7

4. 実施記録

◆ 豪州商慣行オンラインレクチャー・スケジュール（前半）

初回の豪州商慣行レクチャーは、12月４日（金）にオンラインで開催した。

実施名称： ジェトロ・シドニーによる豪州商慣行レクチャー

都 市： 日本国内数都市⇔ジェトロ･シドニー

実施場所： オンライン（ZOOM)：日本国内会員者の各拠点⇔ JETRO Sydney

日 時： 12月４日(金) 13:00～15:00（日本時間）

講 師 名： ジェトロ・シドニー：高原 所長

NNA ASIA社： (米菓担当) 海外コーディネーターMs.Y. Itoda

(コメ担当) 海外コーディネーターMs. N. Matsumoto

レクチャースケジュール：

第1部： 13:00～ オーストラリアの概況 by JETRO SYDNEY 

13:30～ オーストラリアの米菓市場と米市場 by NNA ASIA社

現地ならではの市場情報、トレンド把握、商流情報、取引上の障壁・

条件を含むブリーフィング

第2部： 14:30～ 質疑応答（約15分）

商談のための接続テスト：

14:45～ 商談用ZOOM接続テスト（会員企業4社様のみ）

1月の商談を見据え、下記を確認。

（１）カメラチェック オン・オフの方法

（２）音声チェック オン・オフの方法 イヤホンの推奨と接続方法

（３）画面共有の方法

◆ 豪州商慣行レクチャー（後半）

実施名称： 現地バイヤーによる豪州商慣行レクチャー及び意見交換

都 市： シドニー

実施場所： オンライン（ZOOM)：日本国内会員者の各拠点⇔ JETRO Sydney

日 時： 1月19日（火）午前8:00-8:35

講師企業名： Nippon Food Supplies Sydney Branch

担当者名： ・Mr. Shingo Iizuka CFO 

・Mr. Ryoki Iwata     Retail Department Manager

・Mr. Junji Taki Purchasing Assistant Manager

議 題： 8:00～現地バイヤー視点での現地米菓市場について

8:20～ 意見交換
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◆ジェトロ・シドニーによる豪州商慣行レクチャー

第1部： オーストラリアの概況 by JETRO SYDNEY （高原 所長）

第2部：オーストラリアの米菓市場と米市場 by NNA ASIA社

講師：海外コーディネーターMs.Y. Itoda (米菓) Ms. N. Matsumoto (コメ)

4. 実施記録

・過去29年、経済成長率が連続上昇している。
（移民の積極的な受入れや自然出生率の高さによる人口増で、国内需要が増加している。3年

間で100万人増えるペース。）
・オーストラリアは、鉱物や農業のイメージを持たれることが多いが、米国や日本と同様に第

三次産業が産業の約8割を占め、最低賃金も先進国の中で最も高い国の一つである。所得が高
い分、支出も高い傾向があり、経済的に豊かである。

・中国に対し、新型コロナウイルスの原因調査を提案したことにより、最大の貿易相手国である
中国との関係が悪化。対日貿易の割合が大きくなるチャンスである。

・OZは米をどれだけ食べるか？
年間33万トン。人口は増加傾向であり現状
では年間1人13Kg（日本人は年間約50Kg）

・流通している米の種類は短粒が１０％程度。
中・長粒米の方が多い（タイ米など）

・欧米系ローカルは炊飯器持っておらず、電子
レンジで簡単に食べられるパックご飯の需要
が顕在化している。中でも健康志向の玄米、
雑穀米等が注目されやすい。

・“健康志向”と“グルテンフリー”がキーワード。
・お菓子ジャンル中、成長率が最も高いのは米

菓やグラノーラ等のヘルシースナック系。
・10人に1人がグルテンフリーの生活をしてお

り、米菓はグルテンフリーの代表格。パッケー
ジにグルテンフリーが強調されている。

・米菓の味の傾向は欧米系のフレーバーが多いが、
テリヤキやワサビのような日本の味も出ている。
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◆ジェトロ・シドニーによる豪州商慣行レクチャー

↑スーパーでのはかり売りは種類が豊富になってきた。好みのライスクラッカーを好きなだけ。

※詳細は、配布資料として付録に掲載

↑例)子供のランチボックス(ミドル層以下の家庭)

↑上記が豪州スナック菓子の２大大手企業。どちらもチップスが主力。日系SAKATAはPepsicoの嵩下。

4. 実施記録
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◆現地バイヤーによる豪州商慣行レクチャー・意見交換

Nippon Foods Supplies(NFS) 飯塚様

【豪州商慣行レクチャー・意見交換実施記録】

実施日時：1月19日（火）午前8:00-8:35
参加者：Ｎippon Foods Supplies：飯島様、瀧様、岩田様

全米輸会員：岩塚製菓 長谷川様、越後製菓 星野様・関矢様、鳴海屋 鳴海様
森白製菓 森様、

議事進行役：MTHEM(doq) 黒澤様
陪 席：全米輸事務局、農林水産省政策統括官付農産企画課（各１名）
記 録：JTB商談会事務局

【主なディスカッション・ポイント】

⚫ 米菓の賞味期限問題
・日本産米菓は潜在需要がありながらも「賞味期限の短さ」が流通を妨げ、日本からの輸入は

多くない。注文からオーストラリアに入るまでに1カ月~２カ月（特に現在はコロナの影響に
より輸送と通関等に時間がかかっている）を要し、小売店では基本的に3カ月以上の賞味期限
がないと卸しにくいため、賞味期限が長いことが重要となる。

・コンテナからそのまま店舗に並べられる直営店と異なり、NFSのようなインポーター、ディス
トリビューターはストック(倉庫)に一度在庫を持って、お客様のところに売込むのが主流
(⇔直営店はコンテナからすぐ売れる。ここで約1～2か月のラグが生じる)

4. 実施記録
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◆現地バイヤーによる豪州商慣行レクチャー・意見交換

NFS 飯塚様

⚫ 日本産米菓のニーズ
・(現地)営業現場でも需要は強く感じる。日本産というだけで
「格上」だという消費者の認識が強い。”Made in Japan”,  

“Product of Japan”への信頼。
・ポテトチップスと比べ、米菓は健康志向に対して潜在需要が

高い。薄焼き煎餅のPB商品などが出回っている。
・現在NFSでは、バックオーダー形式（注文が来た分だけ発注）

で米菓を注文している。

⚫ Q&A
(Q1)会員
品質と鮮度を大切しているため（作りたてを提供したい）、賞
味期限は長くない。賞味期限を延ばす対策はこれから本格化さ
せたいが、このような中で現在の賞味期限 (4～５カ月)の商品
を販売し、反響があった商品の賞味期限延長を優先的に行う等、
長期的視点での取引は可能か?

(A1)NFS
可能性はあるがそれが大きなボリュームゾーンになることはあ
まりないのではと考える。国内基準でなんとか海外に展開しよ
うとするスタンスが多いが、海外では消費者がそこまで求めて
いないというケースが多々ある（商品が劣化しているケースの
話は別だが、鮮度・パリパリ感がないと絶対ダメというわけで
はない）。→価格・外袋・賞味期限の方が重要視される傾向。
日本国内の米菓の品質や美味しさを知らないローカルの消費者
も多いため。

米菓の国内基準にこだわりすぎず、スルッと入ってくるのは多
くがタイや中華系のメーカー。

越後製菓 星野様・関矢様

【主なディスカッション・ポイント（続き）】

⚫ ボリュームゾーン：旺旺集団
米菓で現在ボリュームゾーンに入っているのは、中国系の旺旺。
URL：http://wantwant.co.jp/about/index.html

旺旺の米菓は強く賞味期限も長い。コストコ*にも大容量タイプ
が入ってきている。以前はアジア系市場中心だったが、ここ数年
で豪州ローカル市場のみならずNZにも入ってきている。
*コストコは中華系を見始めており、菓子や食品だけでなく和食
器などアジア系商材全般がここ数年で増えている。

NFS 瀧様 ・ 岩田様

doq 黒澤様

岩塚製菓 長谷川氏

4. 実施記録

http://wantwant.co.jp/about/index.html
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◆現地バイヤーによる豪州商慣行レクチャー・意見交換

(Q2)会員
豪州での日本産米菓商品のプライスゾーンはどのあたりか？

(A2)NFS
・商品によってバラつきがあるが、店頭価格は主に＄5～7程度。

安いと＄3.99もあり１番高いグレードで＄7ぐらいもある。
＄6までがプライスゾーンの範疇。

・価格のみならず売りやすさ（十分な賞味期限）が大きいポイ
ントとなる。

・豪州では米菓に関税はかからないが、世界で一番人件費が高
い国であり、物価が高い。 （AUS1＄＝80円）

(Q3)会員
議事進行役：どのようなところから米菓はオーダーがあるのか？

(A3)NFS
90％が日系、10％が中華系スーパー

鳴海屋 鳴海様

森白製菓 森様

【主なディスカッション・ポイント（続き）】

4. 実施記録



①Woolworths Town Hall
Colesと並ぶ豪州2大大手スーパーマーケットのひとつ
https://goo.gl/maps/sNc9ghRqo6tQj6ZFA

②Daiso
日本食材・菓子類も多く取り扱う。
ttps://goo.gl/maps/RA5a3G9fA2Edm2Je9

③Maruyu
日本食材や日常品を取り扱う日系食材店
https://goo.gl/maps/PWNKiKDqWS3WVGh17

④Coles World Square
Woolworthsと並ぶ豪州2大大手スーパーマーケットのひとつ
https://goo.gl/maps/5A8b592tu2Cstsv17

⑤Miracle Supermarket 
日本食材を含むアジア系食材を取り扱う中華系食材店
https://goo.gl/maps/yfBi6LiAKPen9iCg6

➅Queen Victoria Building
歴史的建物のショッピングセンターで、現地商品の陳列が参考になる。
https://www.qvb.com.au/

⑦Conveni 8
シドニーの日本食材店。現地日系企業におにぎりや菓子の訪問販売も行う。
https://conveni8.business.site/
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◆ シドニー市内視察予定店舗一覧

4. 実施記録

渡航不能のためキャンセル

https://goo.gl/maps/sNc9ghRqo6tQj6ZFA
https://goo.gl/maps/RA5a3G9fA2Edm2Je9
https://goo.gl/maps/PWNKiKDqWS3WVGh17
https://goo.gl/maps/5A8b592tu2Cstsv17
https://goo.gl/maps/yfBi6LiAKPen9iCg6
https://www.qvb.com.au/
https://conveni8.business.site/
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①SUZURAN JAPAN FOODS TRADING
信頼されるメルボルンで最も古い日本食材のグロッサリーストア
http://suzuran.com.au/contents/grocery

る

②Tokyo Hometown Japanese Supermarket –Melbourne
市内中心地にあり日本、韓国、中国系食材を取り揃えているスーパー
https://www.facebook.com/TokyoHometownJapaneseSupermarket/

③Simon Johnson
国内はもちろん、世界80以上の生産者からこだわりのある高品食材やキッチン
雑貨等を輸入する人気の高級食材専門店。自家製食品も取り扱う。
オーストラリア内に6店舗を構えている。（うち1店舗は、ホールセラーのみ）
オリジナルブランドも人気があり、オーガニック商品も充実している。
https://www.simonjohnson.com/

④David Jones
メルボルンの中心に位置する百貨店。ファッション、ホームウェア、化粧品、
アクセサリー食品など豊富な品ぞろえを持ち、フードホールでは、寿司、麺類、
サンドイッチやオイスターバーなどの飲食が楽しめる。
https://www.davidjones.com/stores/bourke-street-mall

⑤Queen Victoria Market
130年以上の歴史を持つ南半球最大オーストラリアの主要なランドマーク的な
マーケット。 https://qvm.com.au/

◆ メルボルン市内視察予定店舗一覧

Tokyo 

Hometown 

Japanese 

Supermarket

David

Jones

4. 実施記録

渡航不能のためキャンセル
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【イベント基本プラン】
都 市： シドニー
実施場所： Tokyo Mart - Northbridge
日 時： 1月21日(木)～22日(金) の２日間を予定
ローテーション：店内が狭く人数制限もあるため、イベントは会員2社を一組とし、

午前と午後に分かれてイベント対応に当たる。その間、控え組は視察に。
1組目→ 9:00～13:00
2組目→14:00～18:00
※ 21日13時～14時は商品の入れ替え。

●店内スケジュール
1月21日(木) 8:15 1組目が9時開店に合わせて準備

9:00 イベント本番（午前の部）
13:00 1組目の商品撤収～2組目の準備
14:00 イベント本番（午後の部）
18:00 2組目の商品撤収～終了

1月22日(金) 8:15 商品４社分をイベントテーブルにセットアップ
9:00 イベント本番（終日）

18:00 2組目の商品撤収～終了
【店舗情報】
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選定理由：・東京マートは、シドニーで最も日本産品の品揃えが良いと定評がある日系ス
ーパーで、チェーン展開しているため、現地日系コミュニティや日本食に興
味がある層へのリーチに有効。

・ジュン・パシフィックの直営小売店であり、この企業は他ブランドでも豪州の
主要都市にスーパーを展開している。

◆ 米菓試食･販売イベント

【現地日系小売店におけるイベントの利点】
・日本食材店の場合、日本食に親和性を持つ現地消費者が多く来店するためPR効果が出や

すく、その後の売り上げに繋げやすい。
・消費者にブランドや商品の訴求を行うだけでなく、小売店関係者との関係構築に効果的。

本事業では運営元のジュン・パシフィックへも企業訪問が予定されている。

店名 Tokyo Mart

HP https://www.junpacific.com/tokyomart/

エリア 日本人も多く住む高級住宅地ノースシドニーに位置する

所在地 Shop 27/79-113 Sailors Bay Rd, Northbridge NSW 2063

設置場所費用 無償　※設営グッズは各自での準備が必要

設置期間 通常は1週間程度だが、現在はCOVID-19の影響により期間が短縮されている

•1800ｍｍｘ900ｍｍ（テーブル1台分）

•ポスター及びポップアップバナーも設置可能。

宣伝

ツール

•Tokyo Mart のFacebookページでの告知

•シドニー在住の日本人に広く読まれている日本語フリーニュースペーパー

『日豪プレス』での広告展開。※どちらも費用別途

スペース

渡航不能のためキャンセル

4. 実施記録



勢が現地バイヤーに「輸出に意欲的である」と好感を持たれた。

・現地に精通したコーディネーターを起用し、バイヤー招聘の交渉・スケジュール調
整、本番での議事進行などで細やかなサポートをして頂いたことで、バイヤー側に
とって快適な商談環境を築くことができた。

・バイヤー企業数は多くはないが米菓購買に前向きな企業を招いたことは、成約金額

を効率的に上げる要因のひとつとなった。
・商談前対応：1. バイヤーへの商品情報とサンプルの提供のみならず、全商品の原材

料をインポーターに事前提出し、会員は豪州レギュレーションに合わない商品は、

原材料の差替えを行うか否かを見極め、商談への準備に役立てて頂いた。

2. バイヤー数社には事前に卸値を送るよう調整を行い、スムーズな話し合いができ
るようサポートを行った。

・ 商談後対応：1. 会員社と日本側の帳合企業間で動きがスローになった際には原因を
確認し、現地バイヤーへ情報共有を行い、場合によっては豪州からもフォローして
頂く体制で商談後のフォローアップを実施した。2. 価格面で進みにくいケースでは

レストラン店舗で商品をお試し頂けるようサンプル提供などを行い可能性を広げた。

➢ メインストリームへの取り組み
本事業では、豪州の2大スーパーであるColes・Woolworthに商品を卸すOriental 
Merchantsとのセッションも実施された。通常の商談会ではなかなか実現しないロー
カル再大手のバイヤーとの話し合いは、今後、メインストリームへ参画したい会員企
業にとっては、将来的に有意義な話し合いになっていた。

但し、賞味期限の問題がクリアーできても、パッケージデザインの調整(商品タグの
表記ルール、中身の見せ方等)と英語化、豪州レギュレーションに合わせた原材料、価
格問題、PB化の選択肢、数量が十分出せるかなど課題はあり、長期的な交渉が必要と
なる。特にOriental Merchants社は、マーケティング戦略を自社で行い長期的に大き
く「育てられる商品」を求めているため、メーカーの本気度・協力体制は試される。

尚、メインストリームへ強い希望がある日本側企業については、ジェトロ・シド
ニーが「サポートできる可能性があるためご一報いただきたい」とご支援頂けること
になった。

➢ オンライン・セッションの課

時差が大きくない国とは、オンライン商談でも十分対応できることが実感できた。
しかしながら、バイヤーから意見を頂いたように、セッション毎に企業紹介を行うの
ではなく、各バイヤーのプレゼンを参加企業が一同に聴けるようにする等、改善点は
色々と発見され、初めて実施したオライン商談から学ぶことは多く、今後の改善に役
立てたい。

◆今後の展開・課題

8. 事業の総括 ・ 今後の課題･展開

◆事業の総括
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