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SUSTAINABILITY
AND REUSABILITY
持続可能性とリサイクルの可能性
Drive
Packaging Innovation
パッケージのイノベーションを推進

Sustainability is an evergreen topic in the food industry, and shoppers’ growing interest in all parts of the supply chain have

put packaging in the spotlight. Brands that find ways to use greener,
smaller or simply more recyclable packaging can gain
持続可能性は食品業界における不変のテーマです。サプライチェー
もみ殻は周囲環境の汚染物質を吸着します。この素材を使用して、
an advantage over the competition.
ン全体への関心の高まりから、
パッケージに注目が集まっています。
密閉できる弁当箱やボウルなどの製品が作られています。
環境に優しいパッケージや小型のパッケージ、リサイクル可能なパ
One recent development is the growing usage of plastic alternatives
such as starch-based biomaterials, biodegradable
ッケージを利用するブランド企業は、競合他社よりも優位に立つこ
パッケージのイノベーションを主導する企業には大手が名を連ねて
packing peanuts, corrugated bubble wraps and organic fabrics, according
to Flexible
Packaging.
These）は、
areこれまで
green materials
とができます。
リグレー
（Mars Wrigley
います。マース
5年にわたっ
that can provide effective protection while boasting eco-friendlyて、
production.
2025年までに100%リサイクル可能、再利用可能、堆肥化可能な

フレキシブル・パッケージング（Flexible Packaging）によると、最近

パッケージを使用するというコミットメントを掲げており、
One example is packaging made from cornstarch, which has plastic-like
properties despite being organic and
現在もその取り組みを継続中です。
の動向の一つとして、でんぷんを使用したバイオマテリアルや、生分
biodegradable. If disposed of properly it can break down into carbon dioxide and water within several months.
解可能な発泡緩衝材、クッションペーパー、オーガニックファブリッ
（2ページ目に続く）
Since corn is cheap and sustainable to produce, this can be an inexpensive yet eco-friendly substitute for
クなど、プラスチック代替品が増えています。これらは、梱包物を保
traditional bags.
護しながら環境に配慮したエコ素材です。

A similar option is rice husk, a byproduct of rice farming that’s low cost,

例として、
renewable生分解可能な有機素材でありながらプラスチックのよう
and biodegradable. One study has shown that rice husk possesses
な特性を持つ、
bio-adsorbentコンスターチを使用したパッケージが挙げられます。
properties, which means that it absorbs pollutants from its

適切に廃棄すれば、数カ月で二酸化炭素と水に分解されます。トウ
surrounding environment. Products such as sealable lunch boxes and shatterproof
モロコシは安価でサステナブルに生産できるため、従来の袋に代わ
serving bowls are already made from this material.
る低価格で環境に優しいパッケージとなります。

Major companies are among the players leading the way in packaging innovation.

同じような選択肢として、
Mars Wrigley has spent稲作の副産物であるもみ殻があります。
the previous five years working on its commitment
もみ殻は、低コストで再生可能かつ生分解可能な素材です。ある研
(Continued on page 2)
究では、もみ殻に生物吸着特性があることが示されました。つまり、

www.foodexport.org

「サステナブルなパッケージに
“Expectations
for sustainable packaging
対する期待は市場によってさ
vary
from market
to market, making
まざまで、
新しい素材は適応性
itに優れ、
essential品質を損なわずにさま
for new materials to be
adaptable in meeting different standards
ざまな規格を満たせることが
without sacrificing quality.”
不可欠です。」
STEPHEN CROSKREY, CEO OF DANIMER SCIENTIFIC.
ダニマー・サイエンティフィックCEO
スティーブン・クロスクリー氏

Sustainability and Reusability

Continued

持続可能性とリサイクルの可能性 続き
to
using 100% recyclable, reusable or compostable
同社の最新のイノベーションは、植物油と発酵を利用して作られて
packaging
by 2025,
and its
are ongoing. Its latest
いる「スキットルズ
（Skittles
）」efforts
の生分解可能なパッケージです。同
innovation
is提biodegradable
Skittles
packages
using
社 は 今 後 も、
携企業であるダ
ニ マ ー・
サ イ エ ンmade
ティフ
ィック
plant
oils Scientific
and fermentation.
Mars Wrigley will continue to
（
）と協力し、サステナブルなパッケージを開発し
Danimer
work
with partner Danimer Scientific to create additional
ていく予定です。
forms of sustainable packaging.
ダニマー・サイエンティフィックの最高経営責任者（CEO）であるス

“Expectations
for sustainable
packaging
vary
from market to
ティーブン・クロスクリー
（Stephen
）氏は次のように述べ
Croskrey
market,
making
it essential for new materials to be adaptable
ています。
「
サステナブルなパッケージに対する期待は市場によって
さまざまで、
品質を損なわずにさまざま
in
meeting 新しい素材は適応性に優れ、
different standards without
sacrificing quality,”
said Stephen Croskrey, CEO of Danimer Scientific. “PHA

な規格を満たせることが不可欠です。PHA（バイオプラスチック）に
[bioplastic]
provides a versatile platform for manufacturing
よって、再生可能な方法で調達でき、廃棄時の環境負荷を最小限に抑
material that is renewably sourced and leaves a minimal
えるための、汎用性の高いプラットフォームがもたらされます。
」
impact on the environment upon disposal.”
持続可能性は他の手段でも実現できます。ミンテル（Mintel）による
Sustainability
can come from other avenues, as well. One
と、開発トレンドの一つとして多機能パッケージが見られます。こ
developing
trend
is multifunctional packaging,袋をリサイクル
according
のパッケージは再密封できるため、買い物客が直接、
toできます。また、
Mintel. This 電子レンジで使用できるため、
packaging could, for example,
be
resealable,
カフェやコンビニで
letting
shoppers directly recycle the bag, or microwavable,
購入した食品に対してさらに使い捨ての製品を使用する必要がなく
reducing
the need for additional disposable products for
なります。
food purchased from cafeterias or convenience stores.

Featured U.S.
Midwest ・
& 北東部の特徴
Northeast State Profiles
米国中西部

S U N F L O W E R S TAT E

17

Prod

Bro

Da

A M E R I C A’ S
DAIRYLAND

www.foodexport.org

41

at
ts

Prod

POPULATION

Plant

Plant
uc

989,948

Other

ts

P I N E T R E E S TAT E

ACRES

eans

POPULATION

TOTAL EXPORTS
RANK AMONG
STATES

iler
Me

Soyb

42

TOTAL EXPORTS
RANK AMONG
STATES

es
abl ,

5.9 mil

TOP AG
EXPORTS

525,324

ts

Soyb

eans

TOTAL EXPORTS
RANK AMONG
STATES

2•

Prod

POPULATION

2,302

FA R M S

14.3 mil
ACRES

stoc
ive k

iry

uc

1.4 mil

POPULATION

7

ACRES

Prod

Soyb

eat

64,793
FA R M S

uc

1.3 mil

Plant

– Es t . 1 7 8 7 –

TOP AG
EXPORTS

Other

2.9 mil

Wh

ACRES

7,600

FA R M S

ts

eal
+V

TOP AG
EXPORTS

uc

45.8 mil

Beef

FA R M S

– Es t . 1 8 4 8 –

Veget

58,569

TOP AG
EXPORTS

DELAWARE

WISCONSIN

– Es t . 1 8 2 0 –

Other

– Es t . 1 8 6 1 –

MAINE

Other L

KANSAS

eans

TOTAL EXPORTS
RANK AMONG
STATES

F I R S T S TAT E

2022年5月/
6月
May/June
2022

サプライチェーンと購買に影響を及ぼす、
The
Russia-Ukraine Conflict is Stressing Supply
ロシアとウクライナの紛争
Chains and Affecting Shopper Purchasing Habits
ロシアによるウクライナへの侵攻が続く中、グローバルな食品サプライチェーン

The
effects of Russia’s ongoing invasion of Ukraine are echoing down the
にも影響しています。
global supply chain due to its impact on both food production and logistics.
メーカーは常に最新のニュースを把握し、
自社の原材料にもたらされ得る影響を
Manufacturers
need to stay updated with
the latest news to understand just
把握する必要があります。一部の問題は、
how
their own inputs may be affected –この紛争に直接的に巻き込まれている
while some of the issues can be
国での混乱が原因ですが、
相互につながっているサプライチェーンの性質から、世
traced
back to disruptions
in the countries directly embroiled in the war,
界各国が影響を受けています。
the interconnected nature of the supply chain means countries around the
world are being affected.
ウクライナとロシアは主要な農業生産国であるため、この紛争が食品サプライチ

ェーンに及ぼす影響が必然的に拡大しています。国際連合食糧農業機関
Ukraine
and Russia are both major agricultural producers, which, of（Food
：FAO
によると、
両国とも、
小麦、
トウモロコシ、
菜
and Agriculture
Organization
course,
is amplifying
the effect
the）war
is having
on the
global
food supply
種、ヒマワリの種、
ヒマワリ油の世界的な輸出国として上位
3位に入っています。
chain.
The countries
are ranked among the top three global
exporters of
また、ロシアは、
窒素肥料では世界第
位、カリ肥料では第
リン肥料では第
2位、
wheat,
maize, rapeseed,
sunflower1seeds
and sunflower
oil,
according to3位
の輸出国です。
the
United Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO). The
Russian Federation is also the world’s top exporter of nitrogen fertilizers,
FAOは次のように述べています。「これにより、市場における動揺や変動性が高ま
the
second-largest supplier of potassium fertilizers and the third-largest
る可能性があります。後発開発途上国（Least Developed Country：LDC）や低所
exporter of phosphorous fertilizers.

プライヤー（ティア2およびティア3）がいる他の企業から購入している企業まで
More than 2,100 U.S. and 1,200 European companies have at least one
視野を広げてみると膨大な数になります。

direct (tier one) supplier in Russia, while more than 450 U.S. and 200
社以上の欧州企業が、
ウクライナに本社を
1万5,100社以上の米国企業と
8,200
•European
companies have a tier
one
supplier in Ukraine,
according to data
置くティア
2サプライヤーを有しています。
from
Interos.
Those numbers might seem low at first, but they balloon once
• 19万社以上の米国企業と10万9,000社以上の欧州企業が、ロシアまたはウクラ
you expand to companies that buy from other companies with suppliers in
イナにティア3サプライヤーを有しています。
the affected countries (tiers two and three):
• More than 15,100 U.S. companies and 8,200 European firms have tier
two suppliers based in Ukraine; and
• More than 190,000 U.S. companies and 109,000 European companies
have tier three Russian or Ukrainian suppliers.

得・食料不足国
（Low-Income Food-Deficit Country：LIFDC）を含めて、輸入に頼

る多くの国がウクライナとロシアの食糧供給にも依存しています。そのような国
As
a result, “this concentration could expose these markets to increased
の多くが、侵攻前からすでに食料と肥料の国際価格の高騰による影響を受けてい
vulnerability
to shocks and volatility,” according to the UNFAO. “Many
ました。
」that are highly dependent on imported foodstuffs and fertilizers,
countries
including numerous that fall into the Least Developed Country (LDC)
サプライヤーに関して物議を醸している問題の一つが、ロシア国内で事業を継続
and
Low-Income Food-Deficit Country (LIFDC) groups, rely on
するかどうかという点です。ウォール・ストリート・ジャーナル（The Wall Street
Ukrainian
and Russian food supplies to meet their consumption needs.”

Journal）によると、多くの小売企業や飲食店企業が侵攻に抗議してロシアから撤

）、
バイエル
（Bayer
）、アーチャー・ダニエルズ・ミッ
退した一方、
カーギル
（Cargillalready
“Many
of these
countries,
prior
to the
conflict, had been grappling
ドランド
）などの企業は、
ロシア国民が食料を入手でき
Archer Daniels
Midland
with
the（negative
effects of
high international
food
and fertilizer prices.”

るようにしなければならないという人道上の理由からロシアにとどまっています。

One
controversial issue for
suppliers is whether to operate inside
Russia.
カーギルの広報担当者は、
主要な生産者がロシアから撤退すると、
FAOが言及して
While
many
retail
and
restaurant
companies
have
pulled
out
of
the
country
いる動揺に拍車がかかる可能性があると指摘しています。
in protest of the invasion, companies including Cargill, Bayer AG and
Archer
Daniels
Midland have来年にはロシアでの種子供給を停止する可能性が
remained due to humanitarian concerns over
バイエルは、
この紛争が続けば、
food
availability for Russian citizens,
according to The Wall Street Journal.
あると述べています。同社はすでに、
次の季節に向けた作物種子は供給済みです
Aが、
Cargill
spokeswoman noted that the shocks such as those cited by the
2023年以降の供給については情勢を見ながら判断する意向です。カーギルと
同じようにバイエルも、
農産物の供給を停止することで紛争の犠牲者が増える可
UNFAO
could be worsened
if major producers pulled out of the country.
能性があると指摘しています。

Bayer stated that it may withhold seeds in Russia next year if the war
continues.
The
company already provided crop seeds for the coming season
この侵攻は、
東欧だけでなく世界中の航路にも影響を及ぼしています。特に黒海
but
it
will
monitor
the situation and decide 一部の陸路も戦闘の影響を受ける
on supplies for 2023 and
付近の地域では航行の安全性が低下しており、
beyond.
Like Cargill, the company noted that withholding agricultural
見通しです。
products could worsen the toll of the war.
は次のように述べています。
「ウクライナでは、
この侵攻が、
内陸輸送インフラ

グローバルなサプライチェーンの混乱が、米国で販売する生産者に
もたらしている課題
ニューヨーク・タイムズ（The New York Times）によると、この数年で買い物客が
ブランドを切り替える傾向が強くなっているため、食料品店の棚に並ぶ商品が変
わる可能性があります。デイモン・ワールドワイド
（Daymon
）
が実施
Worldwide
Global supply chain disruptions are simultaneously
providing
challenges
した調査では、消費者の70%が、2020年5月から2021年8月の間に、新しいブラン
and opportunities for producers who sell in the U.S. Shoppers have
ドまたはコロナ禍前とは異なるブランドの商品を購入したと回答していることが
become more willing to switch brands in the past several years, which
分かりました。

could reshape grocery store shelves, according to The New York Times.

その一方で、
スパルタンナッシュ
（SpartanNash
）のCEO
であるトニー・サルサム
A survey by
Daymon Worldwide
found that
70%
of consumers say

ここ数カ月間で在庫水準が増加したことから、
「トロピカー
（they
Tony purchased
Sarsam）氏は、
a new
or different brand than they had pre-pandemic
ナ（Tropicana）」のオレンジジュースはコカ･コーラ（The Coca-Cola Company）
between May 2020 and August 2021.
の「Simply Orange
（シンプリー・オレンジ）」に市場シェアを奪われたと述べてい

FAO
The
conflict is having an impact on shipping routes as well, both in
と港湾のほか、
倉庫や加工インフラにも損害をもたらすことが懸念されています。
Eastern Europe and across the world. The Black Sea region, in particular,
港湾に代わる鉄道輸送や、最新の油糧種子粉砕拠点に代わる小規模な加工施設な
has
become
less safe for ship travel and some overland routes will also be
ど、
不十分な操業を補う代替インフラの能力に限界があることを考えると、その懸
affected
by
the
fighting. 」
念はますます強まります。

ます。また、
）は、コナグラ・ブランズ
（Conagra
Tyson
Foods
Meanwhile,タイソン・フーズ
SpartanNash （
CEO
Tony
Sarsam
said that Tropicana
orange
Brands）の「バンケット（Banquet）」ブランドに冷凍チキンのシェアを奪われまし
juice has lost market share to Coca-Cola Co.’s Simply Orange in recent
た。これは全国的なデータで裏付けられています。IRIによると、在庫率が72 〜
months due to higher inventory levels, while Tyson Foods lost share
85%のブランド企業は、平均で0.7ポイントのウォレットシェアを失いました。

“In Ukraine, there are also concerns that the conflict may result in
ロシアやウクライナと直接的な関係がない物流業者でさえも、
輸送路が失われた
damages
to inland transport infrastructure and seaports, as
well as storage
と感じるでしょう。2カ国分の貨物スペースがなくなることで、他の地域に不足を
and
processing infrastructure,” said the UNFAO. “This is all the more so
補うのを強いることになり、世界中の国々に遅延や混乱をもたらす可能性があり
given
the limited capacity of alternatives, such as rail transport for seaports
ます。
or smaller processing facilities for modern oilseeds crushing facilities, to
compensate for their lack of operation.”

中には、
この機会を利用して新規顧客を獲得しているブランド企業もあります。
nationwide
data. Brands with in-stock rates of between 72% and 85% have

CETYS大学の国際物流学士号コーディネーターであるベルタ・マルティネス・シ

）氏は次のように述べています。
「ロシアの企
スネロス
（Bertha
Martinez-Cisneros
Even
logistics
providers
without direct
exposure to Russia or Ukraine
will
業は欧州で航空機を飛ばせません。ロシアからの航空便やロシア企業に影響を及
feel the loss of these routes. Cutting out two countries’ worth of freight
ぼし、
space
is商品供給のためのスペースが減るため、
going to force other regions to pickあらゆる物流問題が生じます。最終
up the slack, which can
的には、小売業者が影響を受けるでしょう。黒海では船舶が動けないという問題
potentially
cause delays and disruptions for countries across the world.
が起きています。アジアから米国、欧州から米国への航路は（ロシアやウクライナ

“Russian
companies areそれでも影響を受けます。
not allowed to fly in Europe,”
said Bertha
を）
直接通過しませんが、
」
Martinez-Cisneros, Coordinator of the Degree in International Logistics
社以上の米国企業と
社以上の
2,100coming
1,200
Interos）のデータによると、
atインテロス
CETYS（University.
“This affects flights
from Russia
or Russian
欧州企業が、
ロシアに少なくとも
社の一次サプライヤー
（ティア
を有しており、
1）
companies,
which
is a problem1for
all logistics because
there’s
less
space for
社以上の欧州企業がウクライナに
450社以上の米国企業と
merchandise.
In the end200
that
is going to affect the retailers 1–社の一次サプラ
if not directly,
イヤーを有しています。これらは一見少なく見えるかもしれませんが、
then indirectly. You also have the problems in the Black Sea where両国にサ
vessels
are not moving. Even though the route from Asia to America or from
Europe to America are not directly going through [Russia or Ukraine], that
still affects the normal flow of transportation.”
3•

in frozen chicken to Conagra’s Banquet brand. This is supported by

（J.M.points
の最高商務・マーケティング責任者であるジョ
J.M.
Smucker
lost スマッカー
0.7 percentage
of ）
share
of wallet on average, according to IRI.
フ・タナー（Geoff Tanner）氏は、同社が一貫した供給体制から利益を得ていると述
べています。
Some brands are using the opportunity to draw in new customers. Geoff

Tanner, Chief Commercial and Marketing Officer at J.M. Smucker Co.,

タナー氏はニューヨーク・タイムズによるインタビューで「競合他社をしのぐこ
said the company has benefited from delivering consistent supply.
とができれば、さらに利益を得られます」と語っています。同氏はまた、J.M.スマ

ッカーの商品ポートフォリオの約
%が市場シェアを拡大していると述べてい
“There’s more to get if you can 66
outperform,”
said Tanner in an interview
ます。コロナ禍前は33%でした。同社は広告投資を拡大し、勢いに乗っています。

with The New York Times. He noted that about 66% of Smucker’s product
portfolio is increasing its market share currently, compared to 33% before
一方で、供給不足に見舞われている企業でさえも自信を持っています。
the pandemic. J.M. Smucker is riding this momentum by investing more
ケロッグ
（Kellogg）のCEOであるスティーブン・ケーヒレーン（Steven Cahillane）
in advertising.

氏は、業績発表において、市場シェアの回復を見込んでいると述べました。同氏は、
However, even companies that have been hit by shortages feel confident.
塩味のスナックやクラッカーの業績が全体的に好調であることに加えて、
2022年
下半期には商品の供給が増加し、今年初めの業績低迷が相殺されることを期待し
“We will see market share restoration,” said Steven Cahillane, CEO of
ています。

Kellogg, on an earnings call. He expects greater product availability in the
second half of 2022 to make up for reduced performance during the early
parts of the year, on top of overall strong performances from salty snacks
and crackers.
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注目商品

ゾリ・キャンディー（Zolli Candy）

シュルスバーグ・クリーマリー（Shullsburg Creamery）

ミシガン州コマース郡区

ウィスコンシン州シュルスバーグ

フィナンシャル・タイムズ（The Financial Times）
、スタティスタ（Statista）、イ
ンク誌の「Inc. 5000」によると、ゾリ・キャンディーは米国で最も急成長を遂げて
いるキャンディーメーカーです。同社は「ゾリポップス（Zollipops）
」
、
「ゾリ・ボ
」
、
「ゾリ・ドロップス（Zolli Drops）
」
、
「ザフィ
ール・ポップズ（Zolli Ball Popz）
」
、
「ゾリ・キャラメルズ（Zolli Caramelz）
」
、
「ゾリ PB
ー・タフィー（Zaffi Taffy）
カップス（Zolli PB Cups）
」を展開しています。マーケティング、メディア、イン
フルエンサーによる支持を得て、試作と販売を推進しているゾリ・キャンディーと、
16歳の創業者アリーナ・モース（Alina Morse）は、誰もが認めるインフルエンサ
ーでもあります。現在、海外の販売パートナーを探しています。
砂糖不使用 | ヴィーガン対応 | ケトフレンドリー | アレルギーフリー | グルテンフリ
ー | 天然原料
zollicandy.com

シュルスバーグ・クリーマリーのチェダーチーズカードは、地元の家族経営農場か
ら調達した rGBH フリーの乳を使用して小ロットで生産しています。カードは新鮮
な若いチェダーチーズで、さっぱりとしたマイルドなフレーバーが特徴です。白と
黄色のカードが、天然のランダムな形状で提供されています。ガーリック、ディル、
ハラペーニョで味付けしたカードもあります。
チェダーチーズカードにはさまざまな楽しみ方があり、味噌ラーメンやメキシカン
チリなどの温かい料理ではやわらかく溶けます。プーティンの具材として使用した
り、カプレーゼ風サラダに加えたりしてもおいしく食べられます。新鮮なフルーツ
と一緒におやつにしたり、衣を付けて揚げたり素揚げも楽しめます。
シュルスバーグ・クリーマリーは80年以上の歴史を誇り、SQF 食品安全コードのレ
ベル3を取得しています。最高の原料を使用して伝統的なレシピで丁寧に作られる
シュルスバーグ・クリーマリーの商品は、世界中で最も風味豊かなチーズを提供し
ます。
shullsburgcreamery.com

Esus グループ（The Esus Group, LLC）
ペンシルベニア州ケネットスクエア

Esus グループは、世界中の何百社もの質の高い輸入業者、販売業者、食品店チェー
ンに合った、米国の食品・飲料メーカーの商品を紹介しています。同社は、米国の
ブランド企業が新たな市場に進出し、国際的な顧客がプライベートブランド商品を
提供するために最適な米国生産者を見つけられるよう、サービスを提供しています。
最新の商品は以下のとおりです。
「スキニーミー・プレミアム・チョコレート（SkinnyMe Premium Chocolate）
」
：
砂糖を使用せず、100% 天然のステビアで甘みを付けた、ケトフレンドリーかつグ
ルテンフリーのおいしいチョコレート商品です。
「スキニーミー・ゼロ・シュガー・
チョコレート（SkinnyMe Zero Sugar Chocolate）」は、消費者がつい手を伸ばし
たくなる、菓子カテゴリーを充実させる商品です。

パーフェクト・ライフ・ニュートリション

（Perfect Life Nutrition, LLC）
ニュージャージー州ウェストオレンジ

パーフェクト・ライフ・ニュートリションは、革新的でおいしいだけでなく健康的
で栄養豊富なスナックを作りたいというホアン・サリナス（Juan Salinas）博士の
夢を実現させるため、2015年に創業されました。サリナス博士は、健康とフィット
ネスに対する熱意と、食品科学に関する幅広い知識、スポーツ・運動栄養学の専門
知識を結集させ、栄養バランスに優れた初のピーナツパフのスナックブランド「ピ
ーナフ・クランチ（P-nuff Crunch）」を生み出しました。

「ネイチャーズ・アーシー・チョイス（Natureʼs Earthly Choice®）
」
：体に良い穀
」
、
「ファロ（Farro）」、「ウ
物を健康的でおいしい新商品として「キヌア（Quinoa）
ィート・ベリーズ（Wheat Berries）
」
、
「チア（Chia）」、「ヘンプ（Hemp）
」、「アサ
イー・パウダー（Acai Powder）
」
、
「ビーン・ボウルズ（Bean Bowls）
」といった品
ぞろえで展開しています。商品には、11の主要なアレルゲン（ピーナツ、木の実、
乳、卵、小麦、大豆、魚、甲殻類、グルテン、ゴマ、マスタード）を表示しています。 「ピーナフ・クランチ」は、白インゲンマメ、ピーナツ、米を組み合わせ、サクサク
した軽い食感のピーナツ味のパフに焼き上げたスナックです。
「オリジナル・ロース
「シャトー・ダイアナ（Chateau Diana）
テッド・ピーナツ（Original Roasted Peanut）
」
：幅広い価格帯と品質の17種のワインを
」
、
「ピーナツ＆シナモン（Peanut &
醸造しています。
「ゼロ・アルコール（Zero Alcohol）」の商品には「カルベネ・ソ
Cinnamon）」、「ピーナツ＆ココア（Peanut & Cocoa）」の3つのフレーバーを展開
ーヴィニヨン（Cabernet Sauvignon）
しています。非遺伝子組換え作物（非 GMO）の天然原料のみを使用しており、1食
」
、
「レッド・ブレンド（Red Blend）
」
、
「ホワ
」
、
「ロゼ（Rosé）
」を取りそろえています。どの商
イト・ブレンド（White Blend）
当たりに100% 植物由来のタンパク質5g と食物繊維3g が含まれています。従来の塩
品も標準的なワインと同じ方法で醸造されていますが、びん詰めする前にアルコー
味のスナックよりも低糖（1食当たり糖類2〜3g）で、脂質は3分の1に抑えられてい
ルを抽出し、同じ味わいを確保しています。赤ワインでは、標準的なワインと同じ
ます。
「ピーナフ・クランチ」は胃腸にも優しく、低 FODMAP 食やグルテンフリー
健康効果を期待できます。
としても最適なスナックです。
theesusgroup.com
pnuff.com

こちらに掲載の商品またはその他の商品について
詳細をご希望の方はFoodLink＠foodexport.orgまで
お問い合わせください。
www.foodexport.org
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チェリー・セントラル・コーポラティブ

（Cherry Central Cooperative Inc.）
ミシガン州トラバースシティ

チェリー・セントラル・コーポラティブは、ユニークなモンモランシー・タルトチ
ェリーの世界的な生産リーダーです。ワシントン州、アイダホ州、ユタ州、ミシガ
ン州、カナダにおける家族経営生産者と加工業者による垂直統合型の協同組合で、モ
ンモランシー・チェリーのドライフルーツ、フローズンフルーツ、ピューレ、濃縮
果汁、非濃縮還元（NFC）ジュース、濃縮還元ジュースを供給しています。小売り
向け、外食産業向け、バルク原料としてパッケージ商品を供給しているほか、プラ
イベートブランドや委託生産も提供しています。チェリー・セントラル・コーポラ
ティブは、1973年の創立以来、国際的な市場に商品を供給しています。

ピラミッド・フーズ（Pyramid Foods, LLC）
カンザス州ショーニー

「ピットマスター LTʼs（Pitmaster LTʼs）
」は、カンザスシティに暮らすルーサー LT"
トゥックス（Luther LT" Tooks）が完成させたバーベキューソースとドライラブで
す。ルーサーは、米軍の兵役を終えた後、オリジナルのバーベキューソースとシー
ズニングの試作を開始しました。この試作は、秘伝のレシピが完成するまで30年続
きました。そのレシピで作られている商品が、今では「ピットマスター LTʼs」のソ
モンモランシー・チェリーは、美しい色とおいしい味わいが特徴で、100件以上の
ースとドライラブとして世界中で知られています。ルーサーは、100% 天然原料を
研究で健康効果に優れていることが裏付けられています。抗酸化物質が豊富で、体
使用してソースを開発し、カンザスシティならではのバーベキューの風味と食感を
の炎症抑制に効果があるだけでなく、痛風発作や関節炎を緩和することでも知られ
ており、あらゆるアスリートが、運動後の回復促進、心臓血管系の健康のサポート、 生み出しながら、米国各地のバーベキューソースのスタイルも取り入れて一つのフ
レーバーにまとめました。そのため「ピットマスター LTʼs」のソースは BBQ を好む
睡眠周期の調節や改善を助けるメラトニンを上昇させるために、モンモランシー・
幅広い顧客層に訴求する商品となっています。また、ドライラブは最高品質の原料
チェリーを摂取しています。
で作られており、標準的なラブで使用されている大量の塩や砂糖などの増量剤は含
まれていません。
チェリー・セントラル・コーポラティブのモンモランシー・チェリーは、一年を通
して入手可能です。ぜひお試しください。
2016年に米国で発売して以来、「ピットマスター LTʼs」は、カナダ、メキシコ、ス
cherrycentral.com
ペイン、クウェートのスーパーマーケット・チェーンで販売されています。
pitmasterlt.com

タヌク（Tanuk Inc.）
マサチューセッツ州ニュートンハイランズ
「ミール・マントラ（Meal Mantra）
」は、天然原料のみを使用した本格的なディッ
プ、チャツネ、カレーシマーソースで、家族に代々伝わるレシピを用いて小ロット
で作られている、じっくり煮込んだ商品です。インド料理は、健康に良いことと、野
菜や質素な豆を引き立てる風味で知られており、満足度の高い食事体験を得られます。
「ミール・マントラ」の共同創業者であるアヌ（Anu）氏は若い頃、祖父のクンダ
ン・ラル・グールラル（Kundan Lal Gujral）氏（タンドリー料理の考案者）を追い
掛けてインドにある伝説のモティ・マハール・レストランの厨房まで行き、料理の
素晴らしさを学んで、食べ物の香りや風味、食感に時間を忘れるほど夢中になりま
した。
天然原料100% 使用 | クリーン・ラベル | グルテンフリー | 増量剤・安定剤・増粘剤
不使用 | 米国産
mealmantra.com

ベスト・ブリード（Best Breed, Inc.）
オハイオ州フィンドレー
家族経営企業であるベスト・ブリードは、1994年に獣医であるゲイリー・コットン
（Gary Cotton）博士によって創業されました。コットン博士は自身のペットクリニ
ックで、質の低い栄養が原因となっている健康問題や、栄養を改善すれば助かった
と思われる健康問題を数多く診てきたことから、健康に良いドッグフードとキャッ
トフードを開発したいと考えました。オハイオ州で生産されているベスト・ブリー
ドの商品は、同社独自の時間をかけた調理製法を用いて手作りされており、消化し
やすく、最適な栄養吸収を促します。ベスト・ブリードの商品は、最高品質の天然
原料のみを使用しており、米国をはじめとして世界中の店舗や E コマースサイトで
販売されています。
bestbreed.com

こちらに掲載の商品またはその他の商品について
詳細をご希望の方はFoodLink＠foodexport.orgまで
お問い合わせください。
www.foodexport.org
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米国消費者による国産農産物の支持が拡大

U.S.
consumer support for domestic agriculture has
ユナイテッド・ソイビーン・ボード（United Soybean Board）
grown
stronger. A recent survey
from
United Soybean
が先ごろ発表した調査で、
回答者の
78the
%が米国産食材の購入
が重要であると回答していることが分かりました。この割合
Board found that 78% of respondents said it’s important to
は、1年前の8%から大幅に増加しています。
purchase
U.S.-grown food, an 8% increase from a year ago.
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コロナ禍当初に急成長した消費財カテゴリーが、

Many CPG categories seeing an initial growth surge at
高水準の売上を維持
theカタリナ
start of
the pandemic
remain
higher than
（Catalina
）によると、
さらなる利益が見込まれてい
pre-COVID
sales levels, with some generating
るカテゴリーがあります。スーパーマーケット・ニュース
売上成長率の伸びが大きかったカ
（Supermarket
News）
further
gains, according
toは、
Catalina.
Among the
テゴリーとして、ベーコンの+39%（2020年は+137%）
、パン
categories with the largest sales growth were bacon
粉をまぶした冷凍野菜の+21%（2020年は+89%）
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コロナ禍最盛期から0.9%増加

スーパーマーケット・ニュースは、
フード・インダス
Seafood
department sales at retail
increased
ト リ ー・ ア ソ シ エ ー シ ョ ン
（The Food Industry
0.9% over 2020’s pandemic-spurred sale.
Association）のレポート「Power of Seafood」による
Sales
$16.9 billion169
in 2021,
according to the
と、totaled
億ドルであったと報じて
2021年の総売上は
います。
Power
of Seafood report from FMI-The Food Industry
Association, reported Supermarket News.
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Iowa agriculture officials recently announced two
more bird-flu outbreaks in commercial flocks. This will

世界中のシーフード産業が、
価格高騰・供給停止・雇用喪失の可能性に対して準備

require
the killing of more than 1.5 million hens and turkeys,
アイオワ州の農務担当官、

The global seafood industry is bracing for price hikes,
業務用家禽の鳥インフルエンザをさ
ABCニュース（ABC News）は、ロシアへの追加制裁によって、 reported
The Wall Street Journal. らに2件発表
supply
disruptions, and potential job losses. Additionally,
タラやカニなどの主なシーフードの入手が難しくなってい
ウォール・ストリート・ジャーナルは、150万羽以上の鶏と
new
rounds of Russian sanctions make key species such as
ると報じています。
七面鳥を殺処分する必要があると報じています。
Retail sales in the U.S. are expected to grow between
cod and crab harder to come by, reported ABC News.
6%米国の小売売上高は今年
and 8% this year. Americans
shifting more of their
ヤギ乳製品がより多く店頭に並ぶ可能性
成長する見通し
6 〜 8%are
グランド・ビュー・リサーチ
（
）
が新た
は、
全米小売業協会
（
Grand
View
Research
CNBC
National
Retail Federation）によ
Consumers may be seeing more goat milk products on spending to restaurants and trips, according
to the National
に発表したレポートによると、市場は4.6%の年平均成長率
ると、飲食店や旅行に対する米国人の支出が増加傾向にある
store shelves soon. The market is projected to grow at a
Federation, reported CNBC.
と報じています。
（CAGR）で成長し、2030年までに179億ドルの規模に達する Retail
CAGR
of 4.6% and reach $17.9 billion by 2030, according to
と予測されています。
a new report by Grand View Research.
コロナ禍に伴い、
過去grown
2年で食料品が
Grocery
has quickly
into a major e-commerce
機能性飲料に対する需要の高まりが継続
食料品店が、
消費者が求め
Asスーパーマーケット・ニュースは、
consumer demand for functional
beverages
る商品を見つけやすくし、
新商品を発見できるように、
機能
continues to escalate, grocery retailers are
性飲料の品ぞろえを整理していると報じています。

remerchandising the category to make it easier for
consumers to find the specific products they’re looking for
and discover new ones, reported Supermarket News.

主要なEコマース・カテゴリーに急成長
スーパーマーケット・ニュースは、アドビ（Adobe）のデータ

category, fueled in the past two years by the COVID-19

pandemic,
according
to Adobe data.
Grocery accounted
によると、
食料品が米国における
2021年のオンライン小売売

850億ドルの8.9%を占めており、2019年の6.3%から
for 上高
8.9%8,of
the $885 billion in U.S. online retail spending for
増加したと報じています。

2021, up from 6.3% in 2019, reported Supermarket News.
間食を多く取る傾向から、冷凍おやつの売上が増加
スーパーマーケット・ニュースは、
冷凍おやつに革新的
All-day
snacking is boosting frozen
treat sales
なフレーバーや健康に良い製法が取り入れられている
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in supermarkets. Many of these snacks include
と報じています。

innovative flavors and better-for-you formulations,
reported Supermarket News.
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