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日本畜産物の飼養状況（牛） 

• 肉用牛（2016.2.1.現在） 
*飼養戸数 5.2万個 
*飼養頭数 247.9万頭 
＊平均 47.8頭/戸 
・内訳 
*肉用種 164.20万頭 
 ・黒毛和種 161万頭 
        （2020年までに186万頭目標） 

*交雑種等 83.0万頭 
        (和牛クロス：50万頭 ホルス33万頭） 

   

• 乳用牛  
*飼養頭数 1.8万個 
*飼養頭数 137万頭 
*平均 77.5頭/戸 
・内訳 
*経産牛 87.0万頭 
 ・搾乳牛 75.0万頭 
*未経産牛 50.0万頭 
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農産物輸出の推進 
2020年目標値 

 
 

農林水産物・食品の輸出目標 
↓ 

輸出額1兆円 
 
 

牛肉の輸出金額目標 
（2011年 35億円） 

↓ 
輸出額 

250億円 
 

牛肉の輸出重量目標 
（2011年 570ｔ） 

↓ 
輸出量 
4000ｔ 

ロインセットの場合 

250億円÷10000円/ｋｇ＝2500t 

2500000ｋｇ÷40ｋｇ＝62500頭   →  6万頭のロース 

 

フルセットの場合 

2500億円÷3500円/ｋｇ＝7000ｔ 

7000000ｋｇ÷350ｋｇ＝20000頭  →  ２万頭のフルセット 

参考：和牛の年間出荷頭数：約53万頭⇒60万頭（2020年目標）⇒21万ｔ/肉 
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和牛とWAGYUの認識 
都市名 イベント名 日本産和牛の

違いを知って
いる 

日本産も他国
産も和牛は和
牛 

検体数 

シンガポール Oisii Japan 
 

50％ 50％ 151人 

ＮＹ Sake & Wagyu マスコミ対象 200人 

サンフランシス
コ 

Winter Fancy 
Food Show 

51％ 49％ 116人 

ホーチミン ジェトロ主催 76％ 24％ 141人 

ロンドン 在イギリス大
使館イベント 

64％ 36％ 86人 
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ブランディング 

県単位ブランディング 

ナショナルブランディング 
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個別ブランディング戦略 
各県単位のブランディング 
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マスターブランディング戦略 
生産国のイメージ作り 
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和牛のマスターブランディング 
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タイ産のブランド牛 （タイフレンチ） 
フルセットでのフェース作り 
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タイフレンチの各部位 
ランプ、肩ロース、ウチモモ、リブロース、サーロインのアップ 
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ミャンマーの販売状況 
City Mart 

(高級スーパーマーケット） 

牛肉のショーケース 
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ミャンマーでのビジネスマッチング 
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埼玉県知事のトップセールス 

埼玉県タイネットワーク交流会 
県産品のプロモーション 

彩さい牛のカルパッチョ 
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シンガポールでのプロモーション活動 

和牛の素晴らしさの説明 

カット 
デモンストレーション 
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ニューヨークでのプロモーション 

展示会場 

サーロインステーキの試食とセミナー 
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天皇陛下80歳記念レセプション 
在タイ日本国大使館主催 

大使館招待客1200人 

埼玉県代表してアピール 
彩さい牛 

すき焼き・しゃぶしゃぶの提供 
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サンフランシスコのプロモーション 

展示ブース 
ウィンター・ファンシー・フードショー 

カッティングデモンストレーション 
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レストランへの出張プロモーション 
サンフランシスコ 

厨房でのカッティングと説明 

レストラン側での調理提示 
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出張プロモーション 
サンフランシスコ 

調理師養成スクール 
和牛セミナー 

ユネスコ世界無形文化遺産をアピール 

すき焼き用花盛り 
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ベトナムのプロモーション 
2014年6月 

ベトナムジャスコ店内でのスライス 
特設ステージでの 
すき焼き提供 
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ベトナムジャスコ特設ステージ 
林農水大臣によるトップセールス 
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ベトナム首脳陣・主要事業者へ 
貿易協定活性化の挨拶 
ベトナム日航ホテル 
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ベトナム日航ホテルでのプロモーション 

肉質の特徴とカット実演 

全国肉牛事業協同組合（山氏徹理事長）の 
紹介と協会の説明 
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ロンドンでのプロモーション 
在イギリス大使館 2016年6月 

和牛統一マークの説明 
（純粋な本物和牛の証） 

野外パーティでの歓談 
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ハロッズの精肉売り場 
WAGYU SIRLOIN  GRADE 9+   
￡245 per kg 

WAGYU BEEF 
Wagyu, or ‘Kobe’Beef is arguably the most exclusive in the world. From pure breed 
livestock, reared to an original philosophy, this beef  is unsurpassed in its marbling 
and tenderness. 
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世界のブランドとしての飛躍 
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ハロッズでの和牛販売 
2015.1.20 

日本産和牛 
サーロイン395ポンド/kg 
ヒレ450ポンド/kg 
 
サーロイン75,050円/kg 
ヒレ85,500円/kg 
外貨190円/ポンドの場合 

A5グレードのヒレとサーロイン 
2015.1.20現在 26 



ウエイトローズの  
フリーレンジコーナー 

2015.1.20 
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フリーレンジのパック肉 
2015.1.20 
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Hugo Desnoyer 
ユーゴ・デノワイエ 

ミシュラン星付レストラン御用達 
フランス産に拘る（DAB４週） 

現地のロース 
売り場のショーケース 

29 



Yves・Marie Le Bourdonnec 
イブ・マリ・ル・ブルドネック 

肉質重視で英国種や
WAGYUも取り扱いが多い 

シャロレー、リムジン、アンガス、ショートホーン
、ＷＡＧＹＵ、和牛の取り扱い 
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イブ・マリ・ル・ブルドネック 
フランス産で最も肉質が良いもの（店内の中で） 

リムジン種サーロイン（ＤＡＢ60日） 

*肉質はＤＡＢのため非常に柔らかい 
*はっきりと熟成香が感じられた 
*肉の発色が良い 
*ロース面積が大きい 
*若干のマーブリングが有る 
*他フランス産より美味しい 31 



イブ・マリ・ル・ブルドネック 
売り場に並ぶ日本産和牛（A5) 

32 



La Maison de l Aubrac 
フランスの代表的なステーキハウス 
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躍動する多彩なマーケット 
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シティースーパーでの和牛販売 
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ベトナム・ホ－チミン 
和牛全部位の紹介2015.9.3 
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43スペック部分肉 
肩ロース⇒ネック⇒ミンチ⇒ハンバーグ⇒試食 
（5分割）⇒フラップミート⇒カット・スライス⇒ステーキ、焼肉、すき焼き⇒試食 
      ⇒チャックアイログ⇒カット⇒ステーキ、焼肉⇒試食 
ウデ   ⇒チャックテンダー⇒・・・ 
（6分割） ⇒ミスジ⇒・・・ 
      ⇒肩三角⇒・・・ 
      ⇒ニノウデ⇒・・・ 
      ⇒ウワミスジ⇒・・・ 
      ⇒コサンカク⇒・・・ 
 
カタバラ（2分割）⇒・・・・ 
前スネ（1分割） ⇒・・・・ 
リブロイン（3部位）⇒・・・・ 
サーロイン（4分割） 
ヒレ（2分割） 
友バラ（6分割）  
内モモ（3分割） 
シンタマ（4分割） 
ランプ（3分割） 
ソトモモ（3分割） 
友ズネ（1分割） 

 

和牛の体感 
部位紹介⇒部位・特徴説明⇒カット実演⇒調理例紹介⇒試食 
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部位紹介 
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カット実演・商品作り 
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試食 
ステーキ・焼肉・すき焼き・ローストビーフ・たたき   

シチュー・ハンバーグ 

試食準備 

調理例紹介・炭火焼肉 
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出張プロモーション（高級ホテル） 
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出張プロモ 
食品最大手卸 
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サイゴンストアー（ビサン）2016.5 

43 



出張プロモ・高級炭火焼肉店 
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香港 
2015.12.24 

45 



日本産以外の高級牛肉 
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ウデのステーキ 
（ミスジ＋カタサンカク） 
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韓牛の香港進出（2520円/100g) 
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シンガポール 
2016.1.9 
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ホルス去勢肥育牛肉のカット実演 

50 



和牛を核に日本産牛肉の展示 
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一般消費者に向けた試食提供と日本産牛肉のプロモーション 

52 



森山農水大臣・菱沼理事長による試食提供 
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プロ向け専門事業者への説明会 

54 



森山農水大臣を囲んでのミーティング 
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提供された熟成ホルス去勢牛肉 

56 



ホルス去勢肥育牛肉 

ドライエイジングビーフ 

ウェットエイジングビーフ 

57 



日本産牛肉のサービス 

58 



和牛の現地での多彩な販売形態 
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ナショナルブランド戦略2016.1 
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台湾フードフェスティバル2016 
2016.5. 
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