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韓国から世界カニ蒲市場を考える
MOVEMENT を巻き起こせ !
国際部

次長

松田将起

2017 年 12 月中旬、韓国訪問しました。
到着時のソウル気温は−10 度、凍てつく寒さで水道も凍結
していましたが、夜は屋台でトッポギ、おでんを食べ歩きまし
た。韓国のおでんは写真の通り、スジまたはホルモンにも見え
ますが、これは薄い平天を何重にも折り串に刺しています。こ
の平天串を持って食べるのがいわゆる韓流スタイルです。

▲ 韓流おでん

韓国経済は、THAAD（高高度防衛ミサイル）配置問題などで中国と
の貿易が打撃を受け低迷しており、食品業界も苦境に立たされていま
す。カニカマ製品の消費も横ばいで今後、画期的な新製品登場のよう
な消費の起爆剤が必要なのかもしれません。
日本の場合、カニカマはスティックから始まり、現在はサラダ用ス
ノークラブが主流となっていますが、韓国スーパーマーケットでは従
来のカニカマスティックと並び、スノークラブスティック製品を多く
見かけました。マーケティングでは従来製品が多く出た後に、形・価
▲ 韓国のスーパーで並ぶカニカマ製品 格の異なる新製品が多く登場し、そしてまた市場と異なる当初の製品
が違う形で再び登場することを WHEEL OF RETAILING と呼んでいます
が、韓国市場でのスノークラブスティック人気はこれに当てはまると
いえます。
一方、ヨーロッパにおいてもカニカマ消費が伸び悩む中、新商品の
登場は不可欠と言えますが、韓国同様、スノークラブスティック人気
が出る可能性は大いにあります。
特にフランスでは独自の食文化がある中で日本食人気が続いている
ことからも期待できます。
アメリカにおいては好景気を背景にカニカマ消費は好調です。やは
り重量のあるチャンク製品が人気ではありますが、従来の真っ赤なチャ
ンク製品から付加価値の高い、自然な着色チャンク製品、高品質な製
品に対する需要が高まっています。
韓国では従来のチャンク製品と異なる、フィルムで赤色を着色した
後、斜めにカットするチャンク製品が登場しました。まだアメリカに
はない製品ですが、今後注目されるかもしれません。
アジアでは依然、従来のカニカマスティック消費は堅調です。特に
中国での消費拡大は目覚ましいものがあります。タイも同様に好調で
徐々に付加価値の高い製品への需要も高まっており、日本食ブームを
追い風に刺身、寿司ネタに使用する高級品も現れてきています。
また、時間は必要ですが、人口 10 億を超えるインドにて国内のカニ
カマ消費が始まる可能性も十分あると思われます。
今後、私達も海外の顧客を訪問する中で、様々な提案をしていきた
いと思います。
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03-5296-1009
UBM メディア㈱
東京
https://care-show.com/
リード エグジビション
03-3349-8509
千葉
ジャパン㈱
http://www.cosme-i.jp/
リード エグジビション
03-3349-8509
千葉
ジャパン㈱
http://www.ib-expo.jp/
03-5296-1025
有料 UBM メディア㈱
http://www.
東京
this.ne.jp
03-5296-1025
有料 UBM メディア㈱
東京
http://www.fpjapan.jp
03-3847-9853
関係者
㈱ビジネスガイド社
http://www.gourmet 東京
のみ
diningstyleshow.com
03-5209-1056
第 52 回
（一社）新日本
食品関連、酒類・飲料関連、その他商品関連、店舗設備・
海外事務局 03-3512-5673
幕張メッセ
有料
14日〜16日 スーパーマーケット・
千葉
スーパーマーケット協会
機器関連、情報・サービス関連、環境・衛生管理関連
http://www.smts.jp
トレードショー 2018
http://www.smts.jp/en/
03-3224-2388
第 13 回
ふるさと食品、健康食品、有機食品、高齢者用食品、
幕張メッセ
有料 （一財）食品産業センター
千葉
14日〜16日
こだわり食品フェア 2018 保健機能食品、他
http://www.shokusan.or.jp/
デリカテッセン・トレード
03-5209-1058
デリカテッセン・
生鮮品、加工食品、調味料、飲料、包材、
衛生関連、
厨房機
幕張メッセ
有料
千葉
14日〜16日
ショー実行委員会
トレードショー 2018
器、調理器具、サービス、店舗設備、
業界情報、
等
http://www.delica.jp/
03-6869-6571
冷凍食品、加工食品、水産品、畜産品、農産品、麺、
関係者
外食 FOOD TABLE 実行委員会
14日〜16日 第３回外食 FOOD TABLE 原材料、調味料、飲料、厨房機器、店舗設備、販促品、
幕張メッセ
http://www.
千葉
のみ
ユニフォーム、食器、飲食店向けコンサルティング
foodtablegaishoku.jp
第 46 回
ホテル・旅館等の宿泊業、レストラン・カフェ・居酒
（一社）日本能率協会、
（一社）日本
03-3434-1377
関係者 ホテル協会、
国際ホテル・レストラン・ 屋等の飲食業に向けた、業務用厨房設備、客室備品、
（ 一社）日本旅館協
東京ビッグサイト
20日〜23日
http://www.
東京
のみ 会、
ショー
家具・インテリア、パーティー・ブライダル演出機器、
（一社）国際観光日本レストラ
jma.or.jp/hcj/
（HOTERES JAPAN 2018） 食器・テーブルウェア、IT 関連システム、スパ、等
ン協会、
（公社）国際観光施設協会
第 39 回
給食サービス・施設（学校・病院・福祉・事業所）に
（公社）日本給食サービス協会、（一社） 03-3434-1377
関係者
20日〜23日 フード・ケータリング
向けた製品：食器、衛生用品、厨房機器、栄養管理ソ 東京ビッグサイト
日本弁当サービス協会、
（公社）日本メディ
http://www.
東京
のみ
ショー
フト、給食・業務用食材 等
カル給食協会、（一社）日本能率協会
jma.or.jp/hcj/
03-3434-1377
ホテル・レストランから給食施設まで、あらゆるフー
関係者（一社）日本厨房工業会
http://www.
東京
20日〜23日 第 18 回厨房設備機器展
ドサービス業界に必要な厨房設備機器、フードサービ 東京ビッグサイト
のみ （一社）日本能率協会
jma.or.jp/hcj/
ス機器、調理道具 等
03-5775-2855
ATC ホール
関係者
第 15 回
（一社）大日本水産会
魚、シーフード、水産加工品、水産加工技術
（アジア太平洋
21日〜22日
http://www.exhibitiontech. 大阪
のみ
「シーフードショー大阪」
トレードセンター）
com/seafood̲osaka/
ATC ホール
03-5775-2855
第 11 回「アグリフード
関係者
プロ農業者たちの国産農産物・展示商談会
㈱日本政策金融公庫
21日〜22日
大阪
EXPO 大阪 2018」
（アジア太平洋トレードセンター） のみ
http://www.agri-foodexpo.com/
03-3349-8509
第４回医療・介護 総合
医療 IT ／医療機器・設備／介護・看護製品／地域包
関係者 リード エグジビション
http://www.
大阪
21日〜23日 EXPO【大阪】通称：メディ 括ケア／先端医療技術／製薬に関わるあらゆる製品・ インテックス大阪
のみ ジャパン㈱
medical-jpn.jp/
カルジャパン 2018 大阪 技術・サービスが一堂に出展
03-3349-8509
第４回インターフェックス 西日本地区の医薬・化粧品の専門技術展として、製剤設備、測
関係者 リード エグジビション
21日〜23日 大阪 医薬品 化粧品 洗剤
定・分析装置、検査機器、クリーン製品、包装機械・資材、受 インテックス大阪
http://www.interphex- 大阪
のみ ジャパン㈱
託サービス、IT、物流サービス等あらゆる製品が一堂に出展
osaka.jp/
研究・製造技術展
インターペット
ペットに関わるフード、ファッション＆アクセサリー、
（一社）ペットフード協会
03-3262-8460
29日〜
〜人とペットの
インテリア、トイレタリー、ギフト、アウトドア、医 東京ビッグサイト
有料 メッセフランクフルト
http://www.
東京
４月１日
豊かな暮らしフェア〜
療器・医薬品、等
ジャパン㈱
interpets.jp
03-3271-4816
第 21 回ファベックス 2018 惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界向けの業務
11日〜13日
東京ビッグサイト
有料 日本食糧新聞社
東京
スマイルケア食提案ゾーン
用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サービス等
http://www.fabex.jp/
第 15 回デザート・スイー 和洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料業界向けの業務
日本食糧新聞社 協同組合全 03-3271-4816
11日〜13日 ツ＆ベーカリー展カフェ＆ 用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サー 東京ビッグサイト
有料 日本洋菓子工業会（世界洋菓
http://www.
東京
ドリンク EXPO
ビス等
子・パン連盟日本本部）
fabex.jp/
03-3523-2755
食品・飲料に特化した PB・OEM の企画・開発・製造
関係者
第６回食品＆飲料 OEM
日本食糧新聞社
http://www.
東京
技術 コンサルティング・各種業務システム等 PB・ 東京ビッグサイト
11日〜13日
のみ
マッチング EXPO
pboemfair.com
OEM 関連サービス・商材
03-3663-2011
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
有料 食肉産業展実行委員会
11日〜13日 第 43 回食肉産業展 2018
http://www.shokuniku- 東京
流通管理、設備・機械・資材
sangyoten.jp
関係者 UBM ジャパン㈱ UBM EMEA 03-5296-1020
P-MEC JAPAN 2018
製薬・化学メーカーとのビジネスマッチングを実現す
東京ビッグサイト
18日〜20日
東京
のみ ㈱化学工業日報社
（医薬品原料 機器・装置展）る国際イベント
http://www.pmec-japan.com
03-5296-1034
東京
18日〜20日 Medtec Japan 2018
〜医療機器の製造・設計〜に関する展示会・セミナー 東京ビッグサイト
有料 UBM ジャパン㈱
http://www.medtecjapan.com
包装・食品・製菓製パン・物流機械、環境機器および
052-452-3161
ポートメッセなごや 有料 （一社）中部包装食品機械工業会
名古屋
18日〜21日 2018 中部パック
包材・食材、粉体機器、関連機器
http://www.chubupack.or.jp/
（一社）日本豆腐機器連合会、全日
東京ビッグサイト
2018 豆腐資機材フェア
無料 本豆腐機械連合会、
豆腐製造機械及び資機材の展示ほか
21日〜22日
（一社）全国豆 050-3786-1028 東京
（西３ホール）
SOYMEX
腐連合会、日本豆腐協会 他
車載カメラ、産業用・FA カメラ、ロボットの眼、IoT ネットワー
03-3269-3550
クカメラ、介護・監視カメラ、研究用・バイオ / 医用カメラ、 パシフィコ横浜
有料 OPTRONICS メディア
https://www.
横浜
25日〜27日 産業用カメラ展 2018
計測カメラ、他多岐にわたる産業用カメラの製品の展示
opie.jp/
関係者 リード エグジビション
03-3349-8504
第１回 AI・業務自動化展 AI（人工知能）技術・製品や、RPA・チャットボット等、
東京ビッグサイト
９日〜11日
東京
のみ ジャパン㈱
【春】
業務自動化ソリューションなどの製品・技術
http://www.ai-auto.jp/haru/
03-3349-8511
関係者 リード エグジビション
第２回 関西
あらゆる農業資材や６次産業化、次世代の農業技術や
インテックス大阪
９日〜11日
http://www.
大阪
のみ ジャパン㈱
農業ワールド 2018 年
製品が集結
nogyoworld.jp/kansai/
03-3349-8511
関係者 リード エグジビション
第２回 関西
食品加工機器、OEM（菓子・食品）、鮮度・衛生管理、
インテックス大阪
http://www.agri大阪
９日〜11日
のみ ジャパン㈱
販売支援、物流・IT 等の６次産業化に関する商品が集結
６次産業化 EXPO
processing.jp/kansai/
03-3262-3562
再資源化・廃棄物処理・解体/水処理・水質浄化/土壌・大気・作 業 環 境
2018 NEW 環境展
http://www.
改善/バイオプラスチック・包装・エコ製品/バイオマス/環境ソフト・
東京
22日〜25日
東京ビッグサイト
有料 日報ビジネス㈱
（N-EXPO 2018 TOKYO） スケール・測定・分析/収集・運搬・搬送・保管・物流/サーマル/土木・建
nippo.co.jp/
n-expo018
設・災害対策/機密文書・セキュリティ対策/自治体/ 学術機関、等
外食・中食・給食産業機械、製菓・製パン機器、食肉・水産・
092-271-5715
第 28 回
23日〜25日
農産加工機器、衛生・品質管理機器、店舗サービス機器、 マリンメッセ福岡
有料 日刊工業新聞社
http://www.nikkanseibu- 福岡
西日本食品産業創造展 '18
包装資材、小道具、原材料、食材、機能性食品、等
eve.com/food/
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
03-6809-3745
FOOMA JAPAN 2018
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
有料 （一社）日本食品機械工業会
http://www.
東京
12日〜15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
foomajapan.jp
対策、環境対策・リサイクル、設備機器、等）
03-3349-8509
第 31 回インターフェックス ジャパン
関係者 リード エグジビション
医薬・化粧品・洗剤を研究・製造するためのあらゆる
http://www.
東京
東京ビッグサイト
27日〜29日 医薬品 化粧品 洗剤
のみ ジャパン㈱
機器・システム・技術が一堂に出展
interphex.jp/
研究・製造技術展
介護食、嚥下食、医療食、病院・施設向け業務用食品、宅配食・
24日〜25日 メディケアフーズ展 2018
東京ビッグサイト
在宅高齢者食、高齢者のための健康志向食品、厨房設備・機器
原料、OEM、パッケージ、研究機器、販促製品等、化粧
第８回化粧品開発展
幕張メッセ
24日〜26日
− COSME Tech 2018 − 品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品が一堂に出展
第１回 国際
美容・健康に関する食品や飲料、サプリメント等が
幕張メッセ
24日〜26日
健康食品・美容食品 EXPO 出展
健康訴求の食品（健康茶、健康菓子、健康飲料、健康油、
31日〜
健康博覧会 2018
健康調味料など）
、サプリメント、機能性原料、受託 東京ビッグサイト
２月２日 健康食品・サプリメント展
製造、販売促進ソリューション、等
機能性食品原料、受託製造、容器・包装資料、販促、リー
31日〜
東京ビッグサイト
FOOD PRODUCE JAPAN
ガルサポート等
２月２日
第 23 回
７日〜９日 グルメ＆ダイニング
食品及びキッチン雑貨、他
東京ビッグサイト
スタイルショー 春 2018

関係者
のみ
関係者
のみ
関係者
のみ

