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ヨーロッパカニカマ＆寿司最前線
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大繁盛！パリの寿司レストラン

Cuisimer（Coraya）の新製品
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【ヨーロッパのスリミ事情】
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ここ数年来のヨーロッパ経済の低迷が、食品業界にも購買力の低
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下という形で、重くのしかかっています。更に、今年はじめに大手スー
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パーで発覚した東欧の馬肉を食材とした冷凍ハンバーグを牛肉のハ
ンバーグとして偽装して売っていたことが暴露され、消費者の不信
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感をさらに深める結果となりました。
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スリミ製品に関しましても、2012 年はヨーロッパ全体で、平
均 10 % 消費 量 が減少し 2013 年 の見 通しでも引き続き 5%前 後
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の減 少になるだろうとのことです。 フランスの主なところでは、
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FleuryMichon -15 %、Cuisimer（Coraya）-7 %、Intermarche（Ca
pitaine Cook）-5%と軒並み減少する見込みです。特にフランスでの
【ヨーロッパの寿司事情】
減少には、2 つの大きな原因が考えられます。1 つは、勿論ヨーロッ
ヨーロッパ（特にパリ）の寿司事情を
パ経済の低迷による購買力の減少ですが、もう1 つの大きな原因は
すこし説明しますと、この爆発的な寿司
フランスの権威のある科学雑誌が数年に渡り、
「スリミ製品はヘル
レストランは在ヨーロッパの中国人の影
シーで、ダイエットに効果があり、食べ続ければ長寿を全うできる」
響が大です。中華料理店が飽和状態に
と報じられることによる消費の増大がありましたが、ここにきて、
「ス
なった時、単価の高い寿司に目をつけま
リミ製品は果してダイエットに寄与したヘルシーな食品であるのか
した。経営者は中国人で、寿司をにぎっ
疑問がある」との記事が掲載されるに及んで、一気に消費量が減少
ているのは、中国、スリランカ、バング
していったようです。
ラディシュなどの外人です。
（ちなみに、
また、昨年より Cuisimer（Coraya）がスノー
写真の人はバングラディシュ人です）
クラブもどきを自社生産し、
「新しい食感の、本
寿司ネタは、90％が養殖サーモンで
物のカニの味をお楽しみください」とのキャッチ
す。脂がのって、歯ごたえがあるからだ
フレーズで、大々的キャンペーンをして売り出さ
そうです。まぐろはそれほど人気があり
れ、FleuryMichon もオレンジパッケージで追随
ません。去年パリとその郊外（人口 800
しましたが、売り上げは思ったより伸びておりま
万から 1000 万人）で寿司レストランが
せん。この新製品の出るタイミングが景気の低
2000 店といわれていましたが、今年は
迷時期と重なったこともあります（通常のカニス
3000 店にはなっただろうとのことです。
ティックより20 〜 30%割高）
が、一番問題なのは、
この寿司ブームはお寿司の国日本の知名
カニスティックをカニもどきと考えている消費者
度をあげましたが、“ これが寿司か ” とい
が少ないことで、彼らは、単にヘルシーなスナッ
うような「おにぎりのような寿司」が出て
ク菓子といった程度にしか考えていないのが致命
きても、お客さんは “ これが寿司 ” だと
的ではないかと思われます。まず消費者の意識
思って食べて平気です。まあ、しょうが ▲寿司ネタはサーモンが主流
改革こそ必要で、この製品が浸透するにはまだまだ時聞がかかりま
ないですかね。
す。このような低迷した情況を打破するためには、まったく新しい
製品を開発する以外ないのではないかと思われます。
例えば、2013Anuga の見本市で一番人気を博していたのはイタ
リアの「ピザアイス棒（＊写真）」
（アイスクリームの棒にピザの具材
を巻き込んで、電子レンジで 1 分ほど温めるだけのファーストフード
タイプのピザ）ではなかったかと思います。このようなユニークな
▲増える「寿司レストラン」
発想の商品がカニカマ商品でも待たれるところです。同時に、ヨー
▼カルフール内「寿司コーナー」
ロッパ の 食 品市 場 は「 へ ル
シーで、ダイエットな食品」
の需要が益々増大していくも
のと思われます。
ちなみに、Sushi 製品及び
レストランは、まだまだ増え ▲ 2013Anuga で出展された新製品「HASTA LA PIZZA（ピザアイス棒）」
続けています。
（展示会場での試食は、いつ行っても長蛇の列で結局できませんでした）

■･･･当社出品展示会 2014全国主要見本市・展示会情報（上半期１月〜６月）
会 期
12日〜14日

展示会名

主 な 展 示 内 容

会

場

第9回こだわり食品フェア ふるさと食品、健康食品、有機食品、高齢者用食品、
東京ビッグサイト
2014
保健機能食品、他

入場料

有料

ホテル・旅館等の宿泊業、レストラン・カフェ・居酒
第42回国際ホテル・レスト
屋等の飲食業に向けた、業務用厨房設備、客室備品、
東京ビッグサイト
18日〜21日 ラン・ショー
家具・インテリア、パーティー・ブライダル演出機器、
（HOTERES JAPAN 2014）
食器・テーブルウェア、IT 関連システム、スパ、等

有料

２月

18日〜21日

給食サービス・施設（学校・病院・福祉・事業所）に
第35回フード・ケータリン
向けた製品：食器、衛生用品、厨房機器、栄養管理ソ
グショー
フト、給食・業務用食材、等

ホテル・レストランから給食施設まで、あらゆるフー
ドサービス業界に必要な厨房設備機器が集結する展示
東京ビッグサイト
会―最新の厨房機器からフードサービス機器、調理道
具まで調理施設に関わるすべての物が揃う
介護職、嚥下食、医療食、病院・施設向け業務用食品、
宅配食・在宅高齢者食、高齢者のための健康志向食品、 東京ビッグサイト
厨房設備・機器

18日〜21日 第14回厨房設備機器展

19日〜20日 メディケアフーズ展2014

20日〜21日

東京ビッグサイト

第11回「シーフードショー
魚、シーフード、水産加工品、水産加工技術
大阪」

主 催 者

商空間デザイン・ディスプレー、店舗用装飾材・インテリ
JAPAN SHOP 2014
ア素材・製品、店舗什器・設備・照明器具、サイン・看板、 東京ビッグサイト
（第43回店舗総合見本市）
グラフィックス製作機器・資材、店頭 POP・SP ツール、他
農産物・加工品、畜産物・食肉加工品・乳製品、水産物・
加工品、調理・加工食品、パン・麺類・パスタ、菓子・
FOODEX JAPAN 2014
デザート、調味料・香辛料・スプレッド・油脂、アル
幕張メッセ
4日〜7日
（第39回国際食品・飲料展）
コール飲料、非アルコール飲料、輸入食品、健康志向
食品、オーガニック食品・自然食品、出版、他
健康食品、サプリメント、機能性原料、受託製造、健
健康博覧会2014／健康食
12日〜14日
康・美容機器、化粧品、フィットネス、スポーツグッ 東京ビッグサイト
品・サプリメント展
ズ、オーガニック商品・サービスなど

３月

食肉、食肉加工品、ハム・ソーセージ製品、各種製造、
東京ビッグサイト
流通管理、設備・機械・資材

http://www.shokusan.or.jp/

（ 一 社 ）新 日 本 ス ー パ ー マ ー
ケット協会

03-5209-1056/
海外事務局 03-3512-5673
http://www.smts.jp
http://www.smts.jp/
english/

（一社）日本能率協会、（社）日本ホ
03-3434-1377
テル協会、（一社）日本旅館協会、
http://www.jma.
（社）国際観光日本レストラン協
or.jp/hcj/
会、（公社）国際観光施設協会
（公社）日本給食サービス協会
03-3434-1377
（一社）日本弁当サービス協会
http://www.jma.
有料
（公社）
日本メディカル給食協会
or.jp/hcj/
（一社）日本能率協会

有料

有料

（一社）日本厨房工業会
（一社）日本能率協会

UBMメディア㈱

ATC ホール
関係者
（アジア太平洋
（一社）大日本水産会
のみ
トレードセンター）

4日〜7日

電話＆URL
03-3224-2359

有料 （一財）食品産業センター

第48回スーパーマーケッ 食品関連、酒類・飲料関連、その他商品関連、店舗設備・
東京ビッグサイト
ト・トレードショー 2014 機器関連、情報・サービス関連、環境・衛生管理関連

12日〜14日

※展示会場へは、今一度主催者まで
ご確認の上、お出かけください。

有料

日本経済新聞社

４月

第39回食肉産業展2014

有料

食肉産業展実行委員会

2日〜4日

食品・飲料に特化した PB・OEM の企画・開発・製造技術、
第2回食品＆飲料PB・OEM
コンサルティング・各種業務システム等 PB・OEM 関 東京ビッグサイト
ビジネスフェア2014
連サービス・商材

2日〜4日

第17回ファベックス2014

惣菜デリカ・弁当・中食・外食業界向けの業務用食品、
東京ビッグサイト
食材、機器、器具、容器、包装、その他サービス等

有料

日本食糧新聞社

3日〜4日

関西健康産業フェア2014

健康食品、サプリメント、自然食品、オーガニック食 大阪マーチャンダイ
品、美容関連商品、健食原料・素材、受託加工、健康
ズ・マート
関連機器、等
（OMM ビル）

無料

ニューマガジン社

関係者
日本食糧新聞社
のみ

東京

東京

東京

東京

03-3434-1377
http://www.jma.
or.jp/hcj

東京

03-5296-1009
http://www.
medicarefoods.com

東京

03-5775-2855
http://www.
exhibitiontech.com/
seafood

大阪

03-6256-7355
http://www.
japan-shop/jp/

東京

（一社）日本能率協会、
（社）日
本ホテル協会、（一社）日本旅 03-3434-3453
関係者
館協会、（社）国際観光日本レ http://www/jma.
のみ
ストラン協会、（公社）国際観 or.jp/foodex
光施設協会
03-5296-1025
有料 UBMメディア㈱
http://www.this.
ne.jp

2日〜4日

開催地

03-3663-2011
http://www.
shokuniku-sangyoten.jp

03-3523-2755
http://www/
pboemfair.com
03-3271-4816
http://www.
fabex.jp

千葉

東京
東京
東京

東京

06-6882-0072
http://www.
newmagazine.ne.jp

大阪

9日〜11日

CPhl Japan 2014
国内最大 製薬メーカーと医薬品原料・中間体サプラ
（国際医薬品原料・中間体展）イヤーをつなぐ専門展示会

東京ビッグサイト

関係者 UBMジャパン㈱
のみ ㈱化学工業日報社、UBMi BV

03-5296-1020
http://www.
cphijapan.com

東京

9日〜11日

P-MEC JAPAN 2014
製薬・化学メーカーとのビジネスマッチングを実現す
（原薬・中間体 機器／装置展）る国際イベント

東京ビッグサイト

関係者 UBMジャパン㈱
のみ ㈱化学工業日報社、UBMi BV

03-5296-1020
http://www.
pmecjapan.com

東京

9日〜12日 2014中部パック

2日〜6日

（包装・食品・製菓製パン・食肉・物流）機械、環境
機器および包材・食材等食品に関するもの
ポートメッセなごや
併設 名古屋粉体工業展 粉体機器および粉体関連機器

５月

衣料品、アクセサリー、ジュエリー、インテリア、イ
西日本インポートフェア＆
西日本総合展示場
ンテリア装飾品、食品飲料、生活雑貨、ホビー用品、
食メッセ2014
新館
輸入品展示即売

HFE JAPAN 2014
21日〜23日（第12回ヘルスフード
エキスポ）

６月

機能性食品・素材、健康食品、サプリメント、特定保
健用食品、ビタミン、ミネラル等 “ 健康 ” を訴求した 東京ビッグサイト
商品全般
外食・中食・給食産業機械、製菓・製パン機器、食肉・
第24回西日本食品産業創 水産・農産加工機器、衛生・品質管理機器、店舗サー
21日〜23日
マリンメッセ福岡
造展ʻ14
ビス機器、包装資材、小道具、原材料、食材、機能性
食品、等
食品製造プロセスに関わるあらゆる分野の製品・技術・
サービス（原料処理、食品製造・加工、エンジニアリ
FOOMA JAPAN 2014
ング、生産流通システム・IT ソリューション、鮮度管 東京ビッグサイト
10日〜13日
（国際食品工業展）
理・品質保持、包装・充填、計測・分析・検査、衛生
対策、環境対策・リサイクル、設備機器、特許、等）

052-452-3161
（一社）中部包装食品機械工業
有料
http://www.
会
chubupack.or.jp/

名古屋

093-511-6800

有料

（公財）西日本産業貿易コンベ http://www.
convention-a.jp/
ンション協会

北九州

import/

有料

㈱食品化学新聞社

有料

日刊工業新聞社

有料 （一社）日本食品機械工業会

03-6459-0444
http://www.
iﬁajapan.com
092-271-5715
http://www.
nikkanseibu-eve.
com/food/
03-6809-3745
http://www.
foomajapan.jp

東京

福岡

東京

ご来場お待ち申し上げています。
会期

2月18日

2014年

21日

〜

10：00 -17：00（最終日は16：30まで）

出展予定機械

会場

東京ビッグサイト
（有明・東京国際展示場 東展示棟）

小間番号：3-V02

＊新型 IH フライヤー（一層式手揚げ鍋）
＊ mini-J
＊バイルック（異物検査機器）

※写真は昨年の様子

