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1. 全体企画概要

事 業 名 ：

事 業 主 催 ：

実 施 国 ：

開 催 都 市 ：

開 催 時 期 ：

実 施 会 場 ：

実 施 目 的 ：

対 象 者 ：

実 施 内 容 ：

品 目 ：

北米シカゴにおける日本産米及び日本酒新規販路拡大事業

一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

アメリカ合衆国

イリノイ州 シカゴ

令和４年２月16日（水）

オンライン（ZOOM)

＊コロナ変異株Omicronの影響によりリアル開催ではなくオンラインで実施。

シカゴ市場における日本産米及び日本酒の新規販路拡大

現地のインポーター、ディストリビューター、レストランやリテール

の購買担当者

1. オンライン・ブリーフィング：北米商慣行及び現地状況の把握

2. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー

※カテゴリー別に2部構成で開催。

3. 現地バイヤーとの意見交換・ビジネスマッチング

日本産米・日本酒

◆実施概要



参加会員企業情報

＜日本産米＞

1. 株式会社百笑市場 https://hyakusho-ichiba.co.jp/

2. 木徳神糧株式会社 https://www.kitoku-shinryo.co.jp/

3. 千田みずほ株式会社 http://www.gohansuki.com/

4. 東洋ライス株式会社 https://www.toyo-rice.jp/

＜日本酒＞

5. 尾畑酒造株式会社 https://www.obata-shuzo.com/home/

6. 白鶴酒造株式会社 http://www.hakutsuru.co.jp/

◆ シカゴにおける日本産米の認知と現地状況について

・主食が米ではないシカゴの消費者層にとって、米に慣れ親しんだ日本人が感じ取ること

ができる日本産米の「甘さや美味しさ」を認識・実感するには、まだ道のりがある。

・非日系/アジア系の家庭では、家庭に炊飯器がなく、鍋で米を炊くことが多い。

・家庭で美味しくご飯を炊き、楽しむために簡単な知識とコツを伝える必要がある。

・北米では、特に近年ベジタリアン＆ビーガン人口が急増。両海岸の大都市と同様にシカゴ

でも菜食主義者向けレストランメニューやグルテンフリー食の需要が高まっている。

1. 全体企画概要
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・コロナ禍の現在、免疫力向上を目指し健康意識が高まり、割高

でも良質、安全で美味しい食品を市場が求めている。

・カリフォルニアの稲作地では貯水量が５０％を割り込み生産量

が減少し、カリフォルニア米の価格が高騰傾向。このため以前

より日本産米との価格が狭まってきている。

・オーシャンフレートを含む輸出コストの高騰及び現地の人手不足による物流の停滞がみられる。

➢ オン/オフプレミス共に米国における日本酒の売れ行きは好調。

➢ 特にプレミアム商品の販売量が増える傾向にある。

レポート：SIP Source

12 Month Rolling July 2021(実績)

・NYやLAなどの両海岸の大都市と比較すると、シカゴでは日本酒の知識や酒の楽しみ方に

ついて、まだまだ遅れている感が否めないのが現状である。但し、米国全体では日本酒の

消費は右肩上がりで日本からの酒の輸出も前年度の約1.6倍に増加。

1. 全体企画概要

◆ シカゴにおける日本産米の認知と現地状況について

◆ シカゴにおける日本酒の認知と現地状況について



◆ 北米市場に関するるオンライン・ブリーフィング概要

会 場： オンライン（ZOOM）

日 時： 日本時間： 2021年10月29日（金）08:00～10:00

Los Angeles時間： 2021年10月28日（木）16:00～18:00

Chicago時間： 2021年10月28日（木）18:00～20:00

PART 1： 8:00AM～9:00AM 「コロナ禍の米国における日本食消費の動き」

講師：二見 義之氏 日本食文化振興協会(JFCA) 専務理事／事務局長

プログラム詳細

1. 米国の現状– 「現実味をおびるニューノーマル」

・新型コロナウイルス感染状況・ワクチン接種率・ コロナウィルスとの共存ビジネス2. 

2. 米国の市場構成– 「国勢調査で見えてきたアジア系のパワー」

・人種/民族ごとの平均世帯年収 ・日本食が大きく消費されている市場

3. 米国への輸出– 「米国展開における基本的な留意点」

・日本産食品の販路・ 世界的な物流の混乱・ 米国の輸入規制とルールの一例

4. コロナ禍での市場の動き 「環境と消費の変化の中で」

・コロナ禍の中で売上を伸ばした小売業・店頭販売に資源を集中する日系スーパー

5. D2C戦略の考察– 「新たな発想による市場へのアプローチ」P37

・D2C考察のすすめP38 ・D2Cの活用事例P39 – P42

6. 日本産輸入米・日本産輸入酒のターゲット 「若年層へのリーチによる裾野の拡大」

・日本産輸入酒、日本産輸入米の消費形態と消費者

・おすすめのD2Cの取組み（イメージの一例／ブランディングへの道筋）

7. 質疑応答

講師プロフィール：二見 義之氏

日本食文化振興協会(JFCA) 専務理事／事務局長、

JTB USA, Inc. マーケティングアドバイザー

2003年 JTB USA 入社。ロサンゼルス支店長、事業開発部長、

西部地区統括部長、DMP部門のシニアディレクター

を経て現職に至る。 （次ページへ続く）

2. JFCA及びJETROと連携したオンライン・ブリーフィング



2007年 日本食文化振興協会（JFCA）理事に就任

2018年 自治体国際化協会（CLAIR）プロモーションアドバイザーに就任

日本食文化振興協会では開設時より事務局長として物産フェアや商談会、食品展

示会等の企画・運営し、各種インフルエンサーによる米国内一般消費者への日本

産食品・日本各地の食文化の紹介情報発信等を通じ、日本に対する米国人の理解

と関心を高め、販路拡大・訪日促進に繋ぐ取組みを長年にわたり実施。コロナ禍

中の本年は、大型日本食イベント2021 JAPANESE FOOD EXPOでZoomと

YouTubeを利用した出品物の事前宅配やシェフによるクッキングデモ、Eコマー

ス販売等をソリューションに組入れた体験型ライブストリーミング企画をJETRO 

LAと共催。延べ100万人に及ぶ一般視聴者へオンライン配信を行った。

1990年米国移住／加州食品取扱認定資格保持。

PART 2 ：9:00AM～10:00AM   シカゴ市場ビジネス･消費動向と現状

講師：藤本 富士王氏

ジェトロ・シカゴ事務所調査および農林水産関係担当ディレクター

プログラム詳細

1. 米国中西部における日本食品・飲料の概要

2. 物流の中心地としてのシカゴの特徴

3. シカゴ市場の現状について

4. 大都市圏における日本食レストランの占める割合

5. 現地日本産米・日本酒の流通事例

6. 現地ビジネス関係者の声

7. 質疑応答

講師プロフィール：藤本 富士王 氏

ジェトロ・シカゴ事務所 調査および農林水産関係担当ディレクター

2007年 農林水産省に入省。以降、政策の総合調整、コメの生産調整

食品の安全性の確保、東北被災地の復興、災害対応等に従事。

2. JFCA及びJETROと連携したオンライン・ブリーフィング
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3. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー

＜セミナー内容＞

・日本産米体験型セミナー：オンラインでも体験型イベントとして実施

シカゴの現地消費者のニーズや好みに合う具材で作るおにぎりメイキ

ング・イベント。自宅キッチンでおにぎり作りを体験後、試食しなが

ら、４種類のおにぎりに使用した米について会員企業のプレゼンを視

聴するセミナー構成。

・おにぎりキットはセミナー参加者に事前配送

・各社の代表商材はコロナ禍と雪の影響で事前に

届くよう炊き立てご飯を冷凍し、具材や木型と

共にデリバリー。

▲画像左：配送前のおにぎり作りセット・パッケージ

▲画像右：ご飯４種、缶スープ１個、以外は画像の具材を箱詰め↑

◆日本産米セミナー実施内容

【日本産米セミナー講師】

Mr. Yuta Katsuyama 

Co-Founder兼CEO, KORORIN LLC

慶應義塾大学法学部卒。コンサルティングファームを経て、

イリノイ工科大学デザイン学科にて修士課程修了(MBA及びMaster of Design)。昨年7月、

イリノイ工科大学在学中に起業。

シカゴで人気のPre-Order式おにぎりデリバリービジネスOnigiri 

Shuttle KORORINを昨年立ち上げ、おにぎりのホールセールや

家庭で作るおにぎりのオンラインクラスなど、事業の幅を広げ

ている。サントリーほか日系企業とおにぎりをコラボしたプロ

モーションを行いながら、リピート率の高い美味しいおにぎり

を追及している。

◆日本産米･日本酒セミナー・スケジュール

日本酒と日本産米のセミナーは、カテゴリー別に2部構成で開催。

日時：シカゴ時間： 2022年2月16日(水) 米：13:00-14:30 酒：14:30-15:30

日本時間： 2022年2月17日(木) 米：04:00-05:30   酒：05:30-06:30

会場：オンライン（ZOOM)



◆日本産米セミナー

専用木型を利用→

誰でも三角形のおにぎりが簡単に出来る。

3. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー

1. 木徳神糧様

シカゴでの代表商材：「岩手県産ひとめぼれ無洗米」

おにぎりの種類：「焼きおにぎり」

【セミナーでのサンプル提供内容】

会員企業の代表商材ｘおにぎり。*事前にご指定の場所へ配送。

企業別のサンプル展開方法は以下の通り。

2. 百笑市場様

シカゴでの代表商材：「ジャパンホワイト」

おにぎりの種類：「ネギみそおにぎり」

3. 千田みずほ様

シカゴでの代表商材：「山形県産はえぬき」

おにぎりの種類：「ツナマヨおにぎり」

４. 東洋ライス様

シカゴでの代表商材：「金芽ロウカット玄米」

おにぎりの種類：「玄米茶漬け」



◆日本産米セミナー：記録画像

▲上の材料と冷凍白米４種類を参加者へ事前に配送 ▲日本産米のクオリティーの高さと特記事項

▲木徳神糧様：プレゼンテーションの様子① ▲木徳神糧様：プレゼンテーションの様子②

◆主催者挨拶：記録画像

▲農林水産省米穀貿易企画室長小坂田氏挨拶の様子

3. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー

【セミナー実施画像】

▲全米輸 細田浩之専務理事挨拶の様子

▲おにぎり作り体験セミナーの説明 ▲おにぎりの具材づくりを説明中の勝山氏



◆日本産米セミナー：記録画像

▲東洋ライス様：プレゼンテーションの様子① ▲東洋ライス様：プレゼンテーションの様子②

▲千田みずほ様：プレゼンテーションの様子②▲千田みずほ様：プレゼンテーションの様子①

3. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー

▲百笑姓市場様：プレゼンテーションの様子① ▲百笑姓市場様：プレゼンテーションの様子②



【セミナー内容】

・オンライン対応による変更

当初会場でイベントを開催予定であったが、

コロナの影響によりオンライン化。

一部のセミナー参加者にはサンプルを事前

にお届けした。

パッケージを受取れる参加者が限られてい

たこともあり、各蔵元のプレゼン後、クリス

が１商品ごとに試飲を行い、感想を視聴者へ

伝える形式でセミナーを実施した。

・ペアリングフード

日本食だけでなく身近なローカルフードとも

日本酒がマッチすることを訴求。ペアリング

フードは事前に蔵元と合意の上、プレゼン資

料に加えた。（右の画像はその一例）

Mr. Chris Johnson

Sake sommelier ＆ Vice president of Bussing Operations,

WORLD SAKE IMPORTS National Sales Manager

約２０年前英語教員として日本滞在中に日本酒に出会い、その文化や歴史に興味を持つよう

になる。帰国後、ニューヨークのレストランに従事しながら日本酒について学びを深め、

Bond Streetをはじめアメリカを代表する数々のレストランで経験を積む。

2020年にベトナム料理店をニューヨークにオープンし、ベトナム料理×日本酒の提供で人気

を集める。以来、日本酒が和食にとらわれず、西洋料理等との相性が良いCoolな飲み物であ

ることを認識してもらうため国内外で日本酒の啓蒙活動を継続。 SSIきき酒師。全米日本酒

歓評会のシニア審査員やJoy of Sake実行委員会のメンバーとしても活躍。最近ではニュー

ヨークでオープンした７７種類以上の日本酒を扱うレストランCherryで酒ソムリエ、コンサ

ルタントとして活躍中。アメリカ国内では有名雑誌各種や新聞等に取り上げられる。

◆日本酒セミナー

【日本酒セミナー講師】

3. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー



3. 現地バイヤー向け日本産米及び日本酒セミナー

【セミナー実施画像】

▲酒セミナー講師：Mr.Chris Johnson ▲白鶴酒造様：プレゼンテーションの様子①

▲白鶴酒造様：プレゼンテーションの様子② ▲白鶴酒造様：プレゼンテーションの様子③

▲尾畑酒造様：プレゼンテーションの様子① ▲尾畑酒造様：プレゼンテーションの様子②

▲議事進行兼通訳：Ms.トシコ▲尾畑酒造様：プレゼンテーションの様子③



◆ マッチング事業概要

意見交換の機会を最大限に生かした効率的なアレンジメント

・会員企業へのサポート
主要バイヤーの企業情報、商流、興味ある商品や要望などを事前に提供し、バイヤーへの
理解を深め、商談に臨んでいただく。

・バイヤー企業へのサポート
日本産米の体験型セミナー及び日本酒セミナーを実施後に商談をアレンジ。
※各種サンプルは、バイヤーが希望される配送先へ事前に送付の上、実施した。

商談枠 日本 シカゴ

1 6:00-6:30 15:00-15:30

2 6:40-7:10 15:40-16:10

3 7:20-7:50 16:20-16:50

4 8:00-8:30 17:00-17:30

5 8:40-9:10 17:40-18:10

6 9:20-9:50 18:20-18:50

7 10:00-10:30 19:00-19:30

8 10:40-11:10 19:40-20:10

9 11:20-11:50 20:20-20:50

【商談方法】：オンライン

コロナの影響により渡航が不可となった本事業では、商談は100％オンラインで実施した。

当初の予定では、会場へバイヤーを招聘し、セミナーを通じて試飲・試食を実施後に、オン
ラインで日本側会員企業と商談をする計画であったが、現地会場へ集まること自体が不可能
な状況となったため、バイヤー各位へサンプルを事前送付し商談を実施した。

Japan:
火曜日～金曜日 6:30-12:00
Chicago:
月曜日～木曜日 15:30-21:00

Meeting System： Zoom 

*時差は: 日本が15時間シカゴ
よりも進んでいる。

4. 現地バイヤーとの意見交換・ビジネスマッチング

【マッチング事業の特色】



商品輸送

プレマッ
チング

• 1月上旬～中旬 ：バイヤーとのプレマッチング
（商品情報・企業情報交換）

• 1月下旬～２月上旬：商談スケジュール確定

セミ
ナー・商

談

•2月16日：バイヤー向けセミナー／商談本番

•商談後のフォローアップ／マッチング支援

■マッチング事業マイルストーン

企画更新

• 8月上旬：参加会員ヒアリング

• 8月中旬～下旬 ：事業計画アップデート

商品選定･

ブリー

フィング

• 9月中旬～下旬：商品選定・企業/商品情報の確認

• １０月初旬～：①必要書類の翻訳 ②輸入規制対策

• 10月２９日(金)：商慣行、日本産米・日本酒のアメ
リカ展開レクチャー（市場・物流等）

プロモー

ション

ツール

• 10月下旬：招待状等ツール案確定

• 12月下旬：プロモーションツール制作

• 12月下旬：印刷～発送→現地で対応

＜オンラインでの商談実施確定＞以下の点をご留意ください。
・時差の関係でオンライン商談の対応期間が長くなります。
・会場へ来れないバイヤーへは事前にサンプルを提供し、バイヤーの

企業情報、会員の企業・商品情報を予め共有の上商談に臨む。
・事前打合せを実施しファシリテーターと通訳による進行支援。

• 1２月下旬：サンプル商品の手配および輸送

4. 現地バイヤーとの意見交換・ビジネスマッチング



◆バイヤー招聘用フライヤー制作（サイズ：A4 言語：英語）＊メールによる配信

7. 製作物



◆バイヤー専用のイベントサイト

本商談調整には、バイヤーへの情報共有を円滑に行うため、期間限定で専用サイト

を設け、以下のアイテムを一元管理した。

URL:https://jrechicago2022.event-provider.com/default.aspx

公開期間：令和4年2月～３月末

・参加企業の簡単なプロフィール

・参加企業の企業・商品情報ファイル（Company and Product Profiles）＊DL可能

・参加会員の商談可能スケジュール一覧（バイヤー閲覧用）

・WEBINAR：オンデマンドでセミナーの録画視聴が可能なセクションの設置

※イベントサイトでの使用言語：英語

【イベントサイト：HOME画面】

７. 制作物

https://jrechicago2022.event-provider.com/default.aspx


◆ 都市概要

・イリノイ州。五大湖の1つ、ミシガン湖南西岸にある米国第3の都市。文化の中心であり、

交通の要衝でもある市の中心から、ミシガン通りに沿って並ぶユニークな建築郡や美術、

博物館の高度なコレクションが有名。

・金融、法律・会計サービス、製造業、運輸、食品、医療関連企業等が集積。市内には、

全米売上高トップ500社のうちボーイング、ユナイテッド航空、モトローラ（通信）、

マクドナルド（フードサービス）など14社の本社が所在（2020年）。

・先物の中心地、CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）の金融先物（金利、外国為替、

株価指数等）・商品先物（農産物等）は、世界の相場動向に影響力あり。

・大陸の東西を結ぶ鉄道など陸運網の結節点。また、オヘア空港（離発着数世界第1位, 貨

物取扱量世界第18位（いずれも2019年））は。航空物流の拠点。

※参照：在シカゴ日本国総領事館HP

【参考】

・位置：アメリカ中北部、イリノイ州の北東部、ミシガン湖に面する。北緯41度51分、

西経87度38分。

・日本からのアクセス：成田・羽田空港から直行便が毎日運航（JAL / ANA / UA）。

・市内へのアクセス：シカゴ オヘア国際空港(CHICAGO O‘HARE INT’L AIRPORT:ORD)

から27KM（タクシー 25～75分 50～80米ドル。シャトルバン（乗り合い）で45～90

分、40米ドル（行き先により異なる）、電車で約40分、5米ドル）

8. 参考：シカゴ基本情報



◆ 一般事項および経済指標（2021年4月）

人 口： 2,693,976人 (2019年国勢調査概算, 全米第3位）

(白人32.8%, 黒人30.1%, ヒスパニック29.0%, アジア6.4%)

（2019年国勢調査概算）

一人当たり所得： 63,500ドル（2019年)

失業率： 8.3％（2021年2月）

総生産額： 7,092億ドル(2019年）イリノイ州全体(8,934億ドル, 2019年）の

約80%

対日経済： 日系企業事業所数：75事業所、2,352人を雇用（2020年）

（イリノイ州全体では713事業所、そのうち製造業が約6割）

在留邦人数： シカゴ市： 2,659人

シカゴ近郊（シカゴ市及び日本企業・学校等の多いシャンバーグ、

アーリントンハイツ、ホフマンエステイツ等を含む）：12,257人

（参考： イリノイ州全体 15,084人／ （2020年10月1日現在） ）

※出所：在シカゴ日本国総領事館HP

8. 参考：シカゴ基本情報


