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1． 事業の概要 

1.1 事業目的 

日本産農林水産物・食品の輸出においては、単一品目でコンテナのロットを組むことが可

能な一部の品目だけでなく、輸出先の日本食レストラン等の小口需要にも対応し、少量かつ

多品目にわたる商材を取りまとめ、コンテナ混載で輸出する取組みが期待されているところ

である。 
加工食品については、従来から中小商社等が市場調達した商品を輸出してきたところであ

るが、近年は、地域商社等が担い手となり生鮮品を含む地域産品等を取りまとめて定期便と

して輸出する取組みも各地で報告されているが、取組実態については十分に捕捉されていな

い。 
また、少量多品目混載型の輸出が成立するためには、国内における商材の集荷体制の確立

に加え、輸出先での小口需要の集約、日本側への発注、代金決済や商材の分配機能を担うパ

ートナーの確保に加え、効率的な物流ルートの構築などの成立要件が存在するほか、輸出先

国の輸入規制、品目等にも影響されると考えられる。 
本事業においては、日本全国で展開されている少量多品目混載型輸出の実態につき、調査

分析し、その成立要件の抽出や取組拡大のためのボトルネックの明確化等を行い、商・物流

構築に取り組む関係者間でノウハウを共有するなどして、日本産農林水産物・食品輸出の拡

大に資することを目的として実施した。 
 

1.2 事業内容 

1.2.1 少量多品目混載型輸出の展開状況の把握 

(1) 事業者のリストアップ 

全国で少量多品目混載型の輸出に取り組む輸出業者をリストアップし、会社概要、取扱品

目、取扱額・量、輸出先国、集荷地域、主要商物流、課題等について整理・類型化した。 

(2) 調査対象の絞り込み 

リストアップした輸出業者から、取扱品目、取扱額・量、輸出先国、集荷地域のバランス

を見て、農林水産省担当者とも相談しつつ、詳細な調査対象の事業者を 10社程度に絞り込
んだ。 

 

1.2.2 商・物流ネットワークの把握 

1.2.1(1) でリストアップした事業者について、次の項目を調査・分析するとともに、商・
物流をまとめた。 
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(1) 国内商・物流の把握 

輸出先からの受注、商材の集荷、シッピングまでの流れ、海上・空輸ルート等の実態を把

握した。 

(2) 輸出先の商・物流の把握 

取引先の輸入業者、その先のディストリビューター（配給業者、卸売業者、販売代理店等）

が行っている受注取りまとめ、商材の分化等の実態を把握した。 
 

1.2.3 香港、タイ等における商・物流実態調査・輸出有望度分析 

1.2.2(1) の少量多品目輸出に対応し商・物流ネットワークが発達していると想定される香
港、発達途上と考えられるタイ及び台湾について、関連事業者、商・物流上の課題、今後の

有望度等を調査した。 
 

1.2.4 商・物流効率の比較対象として、単一品目でロットを組める代表的な品目の調査 

(1) 対象品目 

りんご、もも、ながいも 

(2) 具体的な調査内容 

産地でコンテナを組み輸出している代表的な生鮮品目について、産地から輸出先までの物

流ルート・コストやボトルネックを捕捉した。 
 

1.2.5 調査結果の総括・評価 

(1) 取組状況の分析・評価 

主体、取扱品目、商品の調達ルート、輸出先等に基づき少量多品目混載輸出の取組みを類

型化した上で、農林水産物・食品の輸出促進について多角的に評価した。 

(2) 少量多品目混載輸出の成立要件の抽出 

輸出先、品目、国内外の体制等の観点から取組みの成立要件を抽出した。 

(3) 農林水産物・食品の輸出拡大上の有効性の評価 

1.2.4の単一品目輸出との比較等により、少量多品目混載輸出の有効性について評価した。 
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(4) 取組拡大の潜在的な可能性 

少量多品目混載輸出の取組みが拡大する潜在的な可能性について 、国内外の調査結果等
をもとに分析した。 

(5) 混載輸出が戦術となりうるための問題点とその解決の方向性 

取組拡大の商・物流上の問題点を明確化し、その問題点解消のために必要な対応方向を明

示した。 
 

1.2.6 輸出戦略検討会議の設置 

(1) 輸出戦略検討会議 

本事業を統合的かつ効果的に実施するため、外部専門家等を委員とする輸出戦略検討会議

を設置した。 

(2) 開催頻度 

事業設計、中間報告及び最終報告で３回開催した。 

(3) 定期報告会 

検討会は、事業設計、中間協議、結果の取りまとめの各時期において行った。 
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2． 少量多品目混載型輸出の展開状況の把握 

2.1 事業者のリストアップ 

農産物や食品の輸出促進に関する施策がある 29の地方自治体の担当者に、今回の調査の
趣旨を説明し、混載輸出に積極的に取り組んでいる事業者の状況をヒアリングした。 
ヒアリングで得られた情報をもとに当該事業者にコンタクトを取り混載への取組みの状

況を確認した。 
 

2.2 調査対象の絞り込み 

2.1の地方自治体ヒアリング結果および昨年度の調査結果から、全国で少量多品目混載型
の輸出に取り組む輸出業者をリストアップし、会社概要、取扱品目、取扱額・量、輸出先国、

集荷地域、主要商物流、課題等について整理・類型化した。 
リストアップした輸出業者から、取扱品目、取扱額・量、輸出先国、集荷地域のバランス

を見て、農林水産省担当者とも相談しつつ、詳細な調査対象を輸出関連事業者 11社、運輸
関連事業者 3社に絞り込んだ。 

 

2.3 調査対象事例の概要 

調査対象事例について、各社担当者からの聞き取り調査を実施した。その結果の概要を以

下に示す。 
 

2.3.1 生鮮農産物（野菜、果実）の混載輸出取扱い品目 

各輸出業者の生鮮農産物（野菜、果実）の混載輸出取扱い品目を、表 2.3-1 に整理した。 

生鮮農産物の輸出品目は、その品目特性により、旬の時期が決まっていて現地での販売期

間も特定される果実類（なし、りんご、いちご等）と、旬の期間が長く比較的長期間供給で

きる野菜類（大根、ながいも、白菜、ゆりね、キャベツ等）の二種類に分類できる。また、

物流特性では比較的需要が多く、長期間の保存が可能なため、単品で海上コンテナで輸出で

きる品目（なし、りんご、ながいも、かぼちゃ等）と、保存期間が短く、単品でコンテナが

埋まるほどの需要がないため、多品目との混載により輸出される野菜や果実類に分類できる。
1 

野菜については果物と異なり、輸出先でブランド化されているような産地・品目がなく、

特定の都道府県のフェアが開催されるときを除いて、輸出品が産地指定されることはほとん

                                                        
1 「香港への日本産農産物の輸出現状と広域連携について」坂井 紳一郎（（株）ホクレン通商常務取締役）、
東北農政局ホームページ

（http://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/yusyutu/kyougikai/file/sinpozium/sinpozium_1.html 2013年 4月 11日閲覧） 
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どない。また、たとえばさつまいも（かんしょ）やかぼちゃなど現地で比較的需要が高い、

保存ができるといった特徴がある品目については、現地のニーズによっては単一品目でコン

テナを仕立てることもある。（輸出先からの受注については 3.1.1を参照） 

表 2.3-1 生鮮農産物（野菜、果実）の混載輸出取扱い品目 
果物類 野菜類 

りんご 
かんきつ類（みかん、きんかん） 
すいか 
メロン 
ぶどう 
かき 
なし 
もも 
いちご 
いちじく 

ねぎ 
ブロッコリー 
レタス 
トマト 
米 
白菜 
キャベツ 
かぼちゃ 
ばれいしょ 

たまねぎ 
にんじん 
ピーマン 
さといも 
きのこ類（しいたけ、しめ

じ） 
ながいも 
かんしょ 
大根 
刺身のつま 

混載のコンテナは、これらの品目の組み合わせによって構成されることになる。基本的に

旬の期間が長く比較的長期間供給できる野菜類をベースに、その時の現地のニーズに合わせ

て旬の果物や、管理温度が同程度のチルド加工品（ヨーグルト等）が組み合わされて、一本

のコンテナが構成される。 

 

2.3.2 品目の組み合わせ方 

表 2.3-2に混載コンテナの構成例を示す。これは、香港向けの 10月頃のコンテナである。
コンテナ 1は、果物類 6品目 13品種、野菜はさつまいも（かんしょ）のみで、チルド加工
品として飲料やゼリー類等で構成されている。コンテナⅡでは、野菜 21品目 25品種、果物
4品目、加工品（スイートコーン）1品目で構成されている。野菜については、品目により
パック詰めのものが 5～50パック程度の規模で混載されている。エチレンガスを多く発生さ
せるりんごは、コンテナⅡで野菜と混載するなどの工夫がある。ただ、ある輸出業者による

と、エチレンガスについては、梱包やコンテナ内部での配置を工夫することにより、影響を

低減することもできるとのことである。なお、この例は 10月の例であり、ちょうど日本で
は果物の旬の季節であるため果物が多い構成となっている。産地については季節によって変

化するが、コンテナⅠⅡとも、北海道から九州まで日本各地の野菜や果物から構成されてい

る。（商材の集荷については 3.1.2 を参照。ある輸出業者によると、1コンテナにつきおよそ
60アイテム程度混載することもある。 
実際の混載輸出では、保存期間が短く、現地の需要規模との関係からあまり大きなロット

では輸出されない品目を中心に、野菜をベースとして、旬の果物を組合わせ、隙間を加工食

品で埋めて構成されている。 
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表 2.3-2 混載コンテナの構成例（香港向け 10月） 

 
 

貨物内容イメージ 産地 一個当たり（単位）
コンテナ I

ピーチジュース　1000ml 長野 1000ml
豆乳 大阪 1kg
ゼリー　　ミックスフルーツ 長崎 300g
ゼリー　　ピーチ 長崎 300g
ゼリー　　みかん 長崎 300g
ゼリー　　グレープ 長崎 300g
サツマイモ　宮崎　AM 宮崎 kg
アールスメロン 優 6P 山形 kg
アールスメロン　特 6P 山形 kg
クラウンメロン　青肉  4P 北海道 kg
クラウンメロン　青肉  5P 北海道 kg
アールスメロン　山印 6P 静岡 kg
アールスメロン　白印 6P 静岡 kg
アールスメロン　雪印 6P 静岡 kg
ルピアメロン 赤肉 6P 北海道 kg
メロン　札幌 赤肉 5P 北海道 kg
葡萄　巨峰　化粧箱入り　長野 長野 900g
葡萄　巨峰　パック詰め　長野 長野 350g
葡萄　巨峰　パック詰め　長野　須高 長野 350g
葡萄　巨峰　パック詰め　長野　中野 長野 350g
葡萄　巨峰　種無し　パック詰め 長野 350g
葡萄　ナガノパープル　パック詰め 長野 350g
葡萄　シャインマスカット　パック詰め 長野 350g
桃　13P 長野 kg
桃 15P 長野 kg
桃 18P 長野 kg
黄桃 13P 愛知 kg
黄桃 15P 愛知 kg
黄桃 16P 愛知 kg
黄桃 18P 愛知 kg
ニ十世紀梨 12P 鳥取 kg
ニ十世紀梨 14P 鳥取 kg
ニ十世紀梨 16P 鳥取 kg
ニ十世紀梨箱詰め　5P 鳥取 kg
ニ十世紀梨箱詰め 6P 鳥取 kg
新甘泉梨 16P 鳥取 kg
新甘泉梨 18P 鳥取 kg
新甘泉梨 箱詰め　6P 鳥取 kg
秋映梨 14P 鳥取 kg
秋映梨 16P 鳥取 kg
秋映梨 18P 鳥取 kg
秋映梨 箱詰め 6P 鳥取 kg
秋月梨 14P 鳥取 kg
秋月梨 16P 鳥取 kg
秋月梨　箱詰め 5P 鳥取 kg
サツマイモ　パック 宮崎 kg
アールスメロン　白印 6P 静岡 kg
プラム　秋姫　パック詰め 4P 長野 500g
桃 16P 長野 kg
黄桃 箱詰め 5-6P 愛知 kg
プリン 3PS 0 75g x 3
ロールケーキ 1P 0 60g
ロールケーキ　バニラ 1P 0 60g
ロールケーキ　マーブル 1P 0 60g
ロールケーキ　コーヒー1P 0 60g
練りこみ油　G 0 1350g
糸がき 0 500g
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2.3.3 輸出量、頻度 

今回ヒアリング調査を実施した輸出業者の輸出量、頻度としては、最も多い場合は月に

40フィートコンテナで 7～8回程度、少ない場合は 20フィートコンテナで 3ヶ月に一回程
度であった。平均的には、20フィートコンテナで週に 1～3回程度の頻度が最もよく挙げら
れた。 
輸出業者によって混載輸出の規模や事業の成熟度は異なり、国内では様々な事業や取組み

が実施されている。それぞれの取組みについて、事業の先進性と実用性（事業性）によって、

図 2.3-1のように分類した。事業の成熟度、事業性で整理すると、以下の 3つに分類できる。 
 

 プロモーションなどを中心としたやや散発的な取組み（①、②） 
 商業ベースでの中規模以上の比較的安定した取組み（⑤、⑥） 
 上記の 2つの分類の中間に位置し、基本的には継続的な取引の開拓を模索している取
組み（③） 

コンテナ II
大根 8P 北海道 kg
大根 12P 北海道 kg
人参 AM 北海道 kg
牛蒡 A2L 青森 kg
白菜 6P 長野 kg
キャベツ 8P 長野 kg
グリーンボールキャベツ 8-9P 長野 kg
ジャガイモ　メイクィーン AM 北海道 kg
ジャガイモ　馬鈴薯 AL 北海道 kg
長芋 A4L-3L 青森 kg
長芋 B4L-3L 青森 kg
長芋 250g x 40P 青森 kg
たまねぎ AL 北海道 kg
たまねぎ AM 北海道 kg
サツマイモ　宮崎　丸十 AM 宮崎 kg
サツマイモ　金時 AM 徳島 kg
えのき茸　長野 長野 200g
ぶなしめじ 静岡 100g
ぶなしめじ 新潟 100g
舞茸 静岡 100g
ししとう 高知 50g
葡萄　巨峰　化粧箱入り　長野 長野 900g
豊水梨 28P 新潟 kg
豊水梨 32P 新潟 kg
ニ十世紀梨 28P 長野 kg
りんご　黄王 28P 岩手 kg
りんご　黄王 36P 岩手 kg
りんご　黄王 46P 岩手 kg
りんご　サンつがる　特A 46P 青森 kg
サツマイモ　パック 宮崎 kg
ハウスみかん　パック 5-6P 大分 270g
ハウスみかん　箱詰め 15P 大分 1kg
葡萄　巨峰　パック詰め　長野 長野 350g
葡萄　巨峰　パック詰め　長野　須高 長野 350g
桃　13P 長野 kg
桃　15P 長野 kg
ニ十世紀梨 36P 長野 kg
りんご　黄王 32P 青森 kg
スィートコーン　真空 2L 北海道 400g
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図 2.3-1 混載輸出の分類 

 

2.3.4 混載品の調達方法（市場調達、産地からの直接購入等）とそれぞれの課題 

混載により輸出される生鮮農産物の調達方法は、市場からの買い付けによる調達と、市場

買い付け以外の JAや生産者など産地との直接取引の二種類がある。輸出業者によって、二
種類のどちらか一方、または両方を並行して行っている。 
市場買い付けによる調達では、現地輸入会社からの発注を元に、大田市場等で買い付ける。

この方法を取る輸出業者は比較的市場の近くに立地していることが多い。 
ただし、輸出業者によっては、輸出先のニーズに応じて、市場ではなく、国内産地（全農・

地域の単位農協・出荷組合・農業法人）から直接買い付ける場合もある。また、輸出先だけ

でなく、都道府県による県産品のプロモーションなど、生産側のニーズで市場買い付け以外

の方法によって調達される場合もある。市場を経由せずに、生産地で直接農産物を買い付け

る場合には、市場で買い付ける場合よりも、中間マージンが省略されるため、一般的に価格

は下がるが、市場を経由せずに輸出港まで輸送するコストが問題となる。そのため、複数地

域の JAから全農の輸送ルートを使って調達する自治体の取組みに協力して地域の生鮮品を
輸出する場合、通常の出荷ルートの市場までの流通網を利用して調達するなどして、輸送コ

ストを低減できるよう努力されている。 
 

2.3.5 輸出先での取引 

表 2.3-3 に、輸出相手国を取扱事業者数順に取りまとめる。香港を対象としている業者
が最も多く 11社、次いで台湾が 5社、シンガポールが 3社の順となっており、おおむね貿
易統計による輸出量の順位と一致する結果となっている。 

①
コストは考慮しない
試験的な取り組み
等

②
プロモーション目的
の取り組み等

③
中規模でやや高コス
トの取り組み等

④
散発的な取り組み
等

⑤
中規模な商業ベー
スの取り組み等

⑥
大規模な商業ベー
スの取り組み等

実用性（※２）

先進性
（※１）

※１ 先進性：コストや効率を必ずしも優先しない技術開発や試験的な取り組みの度合い。
（将来の市場開拓のためのスポット的なPRなども含める）

※２ 実用性：ある程度以上の量の輸出を定常的（安定的）に実施する取り組みの度合い。
一般的に、実用性が高まるにつれて先進性は低くなると考えられる。
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表 2.3-3 調査対象輸出業者の輸出相手国 
輸出相手国 事業者数 

香港 11社 
台湾 5社 
タイ 5社 
シンガポール 3社 
中国 

1社  

ロシア 
マカオ 
インドネシア 
マレーシア 
韓国 
EU 
カナダ 

 

以下、各事業者の取引形態について、輸出相手国別に述べる。 

(1) 香港 

日本から香港への日本産食品の輸出の歴史は長く、一定の商・物流が構築されている。日

本の輸出業者と現地の輸入業者・卸業者は固定的な取引関係を構築し、系列化している場合

も多い。輸出の状況も業者によってさまざまであり、日本の輸出業者が現地の輸入までを行

っている例、現地資本の業者が日本に支社を置いて調達から輸入までを一手に行っている例、

日本の輸出会社が現地の輸入会社と提携している例などがある。具体的には、それぞれ次の

ような事例がある。 
卸業者から先の主な商流は、香港にある日系（あるいは日本食）のレストランや、同じく

日系のスーパーマーケット等の小売店で消費・販売される。また、プロモーションの事例で

は、香港の旅行会社の説明会場に隣接した物産品販売スペースで、地元の産品を販売してい

る。香港市場の全般的な特徴として、香港において日本産高級品の消費には価値が置かれな

くなった。一方で、庶民が購入できる商品の売れ行きは好調である。 

(2) 台湾 

台湾は、香港と同じく日本産食品の輸出相手国としての歴史が長く、日本からの輸出に占

めるシェアも高い。 

台湾では検疫や残留農薬など生鮮農産物に関する規制が複雑であり、特にノウハウが必要

であり、対策として、輸入に慣れている現地の輸入業者と組む必要がある。輸入に関してノ

ウハウを持たない小売と直接取引することは難しい状況であるとされている。 

(3) タイ 

タイは、日本産食品の輸出相手国として、近年、関係事業者から注目されている国である。 
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タイでは、現地の輸入業者が、現地小売業者・外食業者等からオーダーを取りまとめ、日

本国内の輸出業者に発注を行なっている場合が多い。輸出業者は、前述の市場買い付け、産

地との直接取引によって調達し、輸出している。詳しくは、3.1 を参照いただきたい。 

日本製の加工食品は他国産と比較して賞味期限が短く設定されていることから、大量に仕

入れてしまうと、在庫を抱えこんで期限内に販売できず廃棄することになる可能性が、他国

産のものと比較して高い。そのため、そのリスクを低減するため、一品目当たりの量を減ら

し、複数品目を組合わせてコンテナを構成し、混載輸出を行なっている場合が多い。日本産

食品の取扱量は多くないため、輸入業者は、輸入した商品を現地小売等に振り分ける卸業者

としても機能している。特にタイの現地人が経営する輸入業者は力を持っている。 

(4) その他 

ロシアは、日本産食品の輸出先としては比較的新しい相手国で、今回の調査対象では取引

があるのは 1社のみであった。現地のインポーターは自社の現地法人、または提携している
現地の業者である。提携業者は主にリスクが少ない加工品の取扱いで提携している。ロシア

での販売先は、現地法人と提携している小売６店舗であり、テスト的な取組みにも対応して

いる。 
マレーシアやインドネシアなどムスリムの国の場合は、食べられるものが宗教戒律により

定められており、ハラール認証への対応が重要となる。 
 

2.3.6 輸出業者の抱える課題 

(1) 調達に係る課題 

調達に係る課題としては以下のような点が挙げられた。 
 
＜市場買い付けの場合の課題＞ 
日本の青果市場は日本国内での消費を想定しているため、日本の小売店で販売する場合に

最適な状態になる商品が販売されている。そのため、市場に出たものを調達して輸出した場

合、どうしても国内流通よりも輸送に時間がかかるため、輸出先で消費者に渡るときには食

べ頃を過ぎてしまうことが多い。また、各品目の定価を設定して相手先に提示し、そのうち

発注があったものを調達して輸出するという流れになっている。その場合、調達の時点より

先に価格を設定する必要があり、香港の場合は、概ね 2週間前に価格が決まる。そのため、
調達時点で市場価格が高騰したような場合、その差分は輸出会社の負担となるため、価格変

動リスクがある。 
 
これらの結果から、今後、日本産品の評価を高めて需要を拡大していくためには、輸出向

けの品質や価格設定の農産物を生産していくことも有効であると考えられる。 
 
＜市場買い付け以外の方法による調達の課題＞ 
市場調達以外の場合、市場調達と比べると輸送コストが高くなる点が課題である。市場に

集まってくる商品は、定期的に大量に商品が運ばれている物流網を使っているため、輸送コ



 

 11

ストは低めである。一方で、市場以外の生産者等から直接買い付けている場合は、輸出のた

めに港湾や空港まで一時的に、国内向けほど大量ではない商品を運ぶため、どうしても輸送

コストが高くなってしまう。ヒアリング先の事業者では、直接生産地から調達した輸出向け

の商品も市場に運ぶための定期的な物流網で運ぶなどして、コストの低減を図っている事例

がある。 
 
これらの結果から、市場を経由せずに輸出向けの商品を産地から調達する場合でも、市場

や大型小売店向け等の国内向けの商品と一緒に輸出向けの商品を運べるようにする仕組み

を拡大するなどして、輸送コストを低減することで、日本産品の価格競争力を増大すること

ができると考えられる。また、その際、台湾など農場や選果場が指定されているような相手

国向けの商品については、分別管理の仕組みを構築しておく必要がある。 
 
＜市場買い付けによる調達と、市場買い付け以外の方法による調達の共通の課題＞ 
現在、我が国には輸出作物の規格が無いが、米国などの競合国は輸出向けの規格を設定し、

統一された品質のものを輸出している。日本国内において産地横断的に農産物を調達すると、

大きさや色などの品質を一定に保つことは難しく、他国産の均質な商品に慣れた現地の輸入

業者や消費者から、品質が一定でないというクレームがつく危険性がある。 
また、農産物および食品を調達・買取する商社機能がある地域は限られており、そのよう

な機能がない地域では品質の良いものを安く輸出することが出来ない。 

(2) 新規市場開拓または既存販路拡大の課題 

新規市場開拓または既存販路拡大に係る課題としては以下のような点が挙げられた。 
 
＜商品設計の課題＞ 
日本の農産物輸出では、ターゲティングと市場を攻略するための商品設計等が行われてい

ないという指摘があった。台湾や香港など、日本産＝高品質という認識が形成されている国

もあり、りんごや干し貝柱など一部の差別化に成功した品目もある。ただし、それ以外の品

目では価格に見合った品質ではないと評価されているものもあり、年々他国産の品質も向上

しており、競争は厳しくなっている。また、味や見た目の好みが日本の消費者と海外の消費

者では異なる場合もある。 
 
＜価格競争力の課題＞ 
野菜に関しては、果物ほど味の違いが明確ではなく、また、海外ではカットして調理して

食べられることが多く、生で食べる機会が少ないため、品質の違いが認識されづらい。また、

中華系の国で春節や秋節の贈答用として需要を伸ばしていった果物と異なり、日常的な消費

財であるため、現地の消費者は価格に対して敏感であり、現地価格と比較して極端に高いも

のは売上げが伸びにくい。 
また、果物については生で食べることが多く外見も見られることが多いため、品質の違い

は認識されやすいが、国内生産者の提示する販売価格と、現地商品の価格の差が 2-30 倍に
もなり、年々他国産の品質が向上していることもあり、価格競争力は無い。 
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＜社会的要因に関する課題＞ 
その他、福島第一原発事故に関係して、日本産品から基準を超える放射能が検出された例

や、風評被害を受けるなどの影響が指摘されている。 
また、他国産品の安全性の問題の発覚や、為替の変動に伴う小売価格の変動によっても販

売量は影響を受けることがある。 

(3) 規制などの阻害要因 

 日本と輸出相手国の規制の違いが障壁となる場合もある。 
食品の表示制度は各国で異なり、特に香港では栄養成分表示が義務化されているが、日本

ではすべての加工品に義務化されているわけではない。製造業者が、もしくは製造業者から

情報を得て輸出業者や輸入業者が表示を付加する必要がある。 
植物検疫の関係から、品目と相手国によって輸出できる品目が異なってくる。また、残留

農薬の基準や仕様が許可されている農薬が日本と異なる場合もあり、そのような場合は日本

の市場向けに生産された農産物は輸出できない。 
特に、タイへ輸出するためには様々な規制が存在するため、現状は、タイ向けの輸出を拡

大するのはまだまだ困難である。例えば食品単位で、輸入業者は輸入するための食品輸入許

可（食品輸入許可書である様式 Orr7：オー・ジェット） をタイ政府から取得する必要があ
る。取り扱う品目ごとに許可証を取得する必要があり、多くの品目を取り扱う業者ほど手続

きが煩雑になる。このような制度的な障壁は、政府間交渉などで解消する必要があり、企業

努力では解決が困難である。 
また、青果物は工業製品と異なり、保険が整備されておらず、品質クレーム、防疫トラブ

ルが発生してもカバーされないため、事業者にとってはリスクが高い商品である。 
 

2.3.7 成功事例・今後の展開として望ましい形 

 販路開拓・拡大に関する成功のポイントとしては以下の点が挙げられた。 

 

＜ターゲティングの視点＞ 

これまでとは異なる購買層を想定し、現地の輸入業者等とは違う、現地から日本にくる観

光客のお土産という新たな販路を確保した事例がある。 

 

＜ビジネス拡大の戦略＞ 

日本産品の市場拡大の戦略としては、過去に輸出実績がなかった新規マーケットへ参入す

る際に、少量多品目輸出を行い、まず日本産食品を知ってもらい一程の市場を形成し、人気

が高い商品を絞り込んで大量に輸出していく方策が考えられる。 

例えば、市場調達品の混載輸出から人気が出て、単品輸出へ切り替え、その後現地生産さ

れるようになったしめじの例がある。成功要因は、パッケージの性能が良く、長期的に品質

が維持されるという輸出に適した特徴があったことである。 

ある程度の量が売れる商品であれば、徐々に便数を増やしていくに当たっては、在庫リス

クの観点からも、混載で輸出していく形態が無理が少ない。 
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2.3.8 混載輸出により農産物輸出を拡大するために必要なこと 

 現状の課題を踏まえ、今後、国内の輸出業者による混載輸出促進のために必要となる事項

について、ヒアリング結果を踏まえて以下の方策が考えられる。 
まず、展示会などの取組みが、国や地方自治体の予算に依存しているため、単発イベント

で終わっている点が課題である。展示会を商談の場と位置づけ、生産者の意識を高めるとと

もに、商流・物流を把握した事業者を同席させ、単なる展示会に終わらせず今後につながる

場にしていく努力が必要である。また、規模が小さくとも輸出を継続し、現地消費者に認識

してもらうことが重要である。継続的に情報発信し、日本産品を知ってもらうための取組み

が必要である。 

野菜については、あまりにも現地産品より価格が高く、また、現地では加熱調理されるた

め、果物と比べて味や見た目の違いが分かりにくいため、調理方法や食べ方も含めて、普及

させる必要がある。 

以上の輸出先での需要を拡大するような取組みに加えて、国内での方策として、現地の消

費者の好みにあった商品を定期的に必要量を生産できる規格と供給体制の整備、国内におけ

る物流コストの削減など、混載輸出に取組みやすい環境が望まれている。 

 

以上、本章では事業者へのヒアリング調査結果をもとに、少量多品目混載型輸出の現状を

中心にまとめた。これらの結果を踏まえて、今後の方策について検討した結果については、

第３章に取りまとめる。 
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一方で、②日本国内の輸出業者が輸出先の小売業者・外食業者等からのオーダーを取りま

とめる場合、日本国内の輸出業者は個別に条件交渉を行い、発注を取りまとめる必要がある。

個別の小売業者・外食業者等に対して営業を行う必要があるため、輸出業者側の営業コスト

が大きくなるデメリットがある。ただし、輸出先国の小売業者・外食業者等と直接交渉を行

うことから、顧客が好む商品の特性や市場の変化等を直接把握することができるようになる

メリットがある。このようなメリット・デメリットをふまえ、②の形態で受注を取りまとめ

ている輸出業者は、比較的大規模に輸入を行なっている特定の小売業者や外食業者等と取引

を行なうことで、営業コストを低減しつつ、顧客ニーズの把握によるメリットを最大化して

いる傾向がある。なお、特定の小売業者・外食業者等に対して販売する場合、大量の商材を

輸出することが可能となる可能性があるが、特に賞味期限が短い商材は、多品種を少量ずつ

輸出することにより、在庫の廃棄コストを低減することができるメリットがあるため、混載

輸出が行われる傾向がある。 
なお、いずれの場合であっても、価格変動に関するリスクは国内向けの取扱よりも大きい。

つまり、例えば香港向けの輸出を行う際には、輸出先国の輸入業者に商品を引き渡す 2週間
前に商品の調達量・価格を決定する商習慣が存在する場合がある。このような場合、商品を

調達する前に販売価格が確定してしまうため、必要量を契約単価以内で調達できなければ損

失が発生することになる。そのため、国内向けよりも価格変動に関するリスクは大きくなっ

てしまうデメリットがある。 
以上に挙げたのは、継続的な取引関係がある場合の受注の流れである。新規商材を受注す

る際には、輸出業者が新規商材を輸出先の小売・輸入業者に提案し、取扱いを始める場合も

あれば、逆に現地の小売・輸入業者が国内の新商品を発掘し、輸出業者に取扱を依頼する場

合も存在する。一般的には、加工食品等の新商品は、国内の製造業者から輸出業者に提案が

行われ、現地の輸入業者を介して提案される場合が多い。一方で、従来から日本国内の市場

で流通しており、輸出先国で流通していなかった商品を新たに輸出先国で販売する場合には、

後者の方法で取扱が決まる場合もある。 
 

3.1.2 商材の集荷 

商材の集荷については、以下の二つに類型化できる。 
 
①市場買い付けによる調達 
②市場買い付け以外の方法による調達 
 
これらのいずれかの方法でのみ集荷をしているわけではなく、両者を併用して 1コンテナ
を形成して混載輸出している場合もある。また、商材の構成の観点からは、以下の二つに類

型化できる。 
 
a)通年で供給し続けられる商材 
b)旬の時期にのみ供給される商材 
 
これら二種類を組み合わせることで、積載率を高め、利益率を高める工夫が行われている。 
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まず、①市場買い付けによる調達は、野菜・果物・水産品等のように市場（築地市場・大

田市場等）に存在する商材で適用される方法である。輸出業者が仲卸等の機能を有している

場合は自ら市場で調達を行い、仲卸等の機能を有していない場合は仲卸業者等を介して商材

を調達している。市場から調達するメリットとしては、特定の産地に限定されず、幅広い産

地から旬の食品を調達することができる点が挙げられる。産地の選択肢が広がることで、価

格面や品質面で安定した商品を調達しやすくなるメリットがある。また市場までの輸送は、

産地からの定期便等によって行われるため、一般的には②よりも安価に商材を調達できるメ

リットがある。一方で、市場に出荷された商材は、東アジア・東南アジアまで海運する場合

には 1週間程度を要するため、輸出先国で消費される際には食べごろを過ぎてしまうデメリ
ットが存在する（一般的に市場での流通品は国内の店頭に陳列された際に食べごろを迎える

タイミングで出荷されている）。また、商材の包装（ダンボール包装等）が国内流通を主目

的としているため、コンテナ等に搭載した際に、荷崩れが起き、品質劣化、クレームにつな

がる可能性がある。 
一方で、②市場買い付け以外の方法による調達については、生鮮農産物等の場合であれば

予め特定の生産者等（農産物であれば全農・地域の単位農協・出荷組合・農業法人等）と輸

出業者が交わした契約等に基づいて商材の調達を行う。この方法で調達する場合、輸出先国

の輸入業者・小売業者・外食業者等が必要とする品質レベルにあわせて、生産者等と協力し

て商材の品質管理を行うことができるメリットがある。追熟する食材などでは、輸出先国で

消費される際に食べごろを迎えるように早めに収穫することも可能となるメリットがある。

一方で、産地が特定されてしまうため、旬の時期ズレ・作況等によっては、必要量の商材を

揃えることが難しくなる場合や、他産地との競争が十分に行われないため、調達価格が高止

まりしてしまう可能性がある。また特定の産地から市場等までの定期輸送ルートが存在しな

い場合は、特別に輸送ルートをアレンジする必要があり、輸送コストが高くなるデメリット

がある。 
先に挙げた①・②のいずれの方法で商材を調達するかという点については、輸出先国の顧

客の志向や、商材・輸出業者の調達能力等に依存して決定される場合が多い。つまり、特定

の産地の特定の品種にこだわって調達する傾向がある高級果物店は産地・品種まで指定でき

る②の方法で調達することを志向する傾向があるが、比較的安価な食品を扱うスーパー等で

あれば①の方法で必要量を極力安価に調達する志向がある。また産地に要求する品質・価格

の水準を伝え、コミュニケーションをとれる輸出業者は②を実施できるが、産地とのコミュ

ニケーションが十分に取れない輸出業者は②で調達することが困難となる。 
次に商材の中身の類型については、a)通年で供給し続けられる商材と b)旬の時期にのみ供

給される商材がある。いずれか一方だけで 1コンテナが構成されることは少なく、組み合わ
せられることが多い。a)通年で供給し続けられる商材としては、いも類、たまねぎ等のよう
に保管性が高い商材やきのこ類のように通年で栽培することが可能な商材などがある。 
一方で、b)旬の時期にのみ供給される商材としては、なしやぶどう等のように通年で供給

できず保管性が低い商材がある。混載を行う際には、a)通年で供給し続けられる商材でコン
テナの積載量の一定量を確保しつつ、b)旬の時期にのみ供給される商材を旬ごとに組み合わ
せて輸出を行なっている。a)通年で供給し続けられる商材が混載輸出される理由としては、
保管性が高い商材であっても、一度に大量に輸出した場合、輸出先国での保管料が発生する

ことや、通年で栽培する商材であっても高い鮮度の商品を供給するためである。生鮮農産物

等だけでなく、冷蔵の温度帯であればヨーグルト等のように低温管理が必要な加工食品が冷
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蔵コンテナに混載される場合もある。市場で調達できない加工品を調達する場合は、必要に

応じて、メーカーや卸売業者から輸出業者が調達している。b)旬の時期にのみ供給される商
材についても、高い鮮度の商品を供給するため、混載で輸出されている。あわせて旬の時期

に調達を行うことから、比較的安価に品質の高い商材を供給することができる。また b)の
商品だけでは季節ごとの商品構成や輸出先国での需要、作柄等によっては、コンテナの積載

率を高めることが困難になる場合がある。そのため、a)通年で供給し続けられる商材と b)
旬の時期にのみ供給される商材を組み合わせることで、高い積載率を時期にかかわらず安定

的に確保する工夫を行なっている。 
 

3.1.3 シッピングまでの流れ 

シッピングまでの流れについては、以下の二つに類型化できる。 
 
①産地や市場に応じて異なる港湾・空港からシッピング 
②特定の出荷拠点からシッピング 
 
これらのいずれか方法でのみ集荷をしているわけではなく、両者を併用して臨機応変に 1
コンテナを形成して混載輸出している組織も存在する。 
まず、①産地や市場に応じて異なる港湾・空港からシッピングする場合、農産物であれば

産地または市場・港湾・空港に近い倉庫等で植物検疫対策等を実施してからコンテナを形成

している。形成されたコンテナは最寄りの港湾・空港等からシッピングされる。産地付近で

コンテナを形成すれば産地からの輸送コストを低減することが可能になり、市場付近の倉庫

でコンテナを形成すれば産地から市場までの定期便等を利用することで輸送コストを低減

できるメリットがある。 
一方で、②特定の出荷拠点からシッピングする場合には、例えば小売業を兼業している輸

出業者の場合、小売店舗近隣の倉庫まで商材が輸送されてくるため、当該倉庫でコンテナを

形成して、港湾・空港へ出荷される。小売店舗近隣の倉庫までの輸送費用は国内ディストリ

ビューターが負担するため、国内輸送量を低減することができるメリットがある。他にも、

国内の様々な拠点から商材を調達している場合、各地から輸出を行う場合、コンテナの積載

率が十分に高まらない可能性があるため、一旦、国内の特定拠点に集荷しコンテナの積載率

を高めた上で輸出を行なっている場合がある。このようにすることで、輸送コストの低減を

図ることができるメリットがある。 
特定産地の付近で商材を調達できる場合や、市場での調達が主である場合は、①が選択さ

れる傾向が強い。一方で複数の場所から商材を調達する場合は、②が選択される傾向が強い。 
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3.1.4 海上・空輸ルート 

輸出先国までの輸送については、以下の二つに類型化できる。 
 
①海上輸送 
②航空輸送 
 
基本的には輸送費用を低減するため、①海上輸送が選択されることが多い。ただし、賞味

期限が短く、かつ利幅が大きい商材では、②航空輸送が選択される場合がある。例えば東南

アジア向けの輸出では、海上輸送では 10日程度を要する一方で、航空輸送では半日程度で
輸送することができる。もも等の傷みやすい果物は 10日間にわたって品質を維持すること
は困難なため、航空輸送が選択される場合が多い。 
海上輸送を行う際には、10日程度の輸送期間に商材の品質低下を防ぐために、温度管理、
混載する商品の組み合わせ、積載物の配置に工夫を施している。 
温度管理については、商材ごとに最適な保管温度が異なるため、これにあわせてコンテナ

の温度帯を選択している。つまり、一般的なコンテナの温度帯である常温（10～15℃）、冷
蔵（5～-5℃）、冷凍（-15℃以下）の 3 温度帯が存在する。これに対して、一般的にいも等
は常温での保存をすることにより輸送時の品質劣化を低減することができるが、葉物野菜等

では冷蔵での保存をすることにより輸送時の品質劣化を低減することができる。このように

商材ごとに適正な温度帯のコンテナを選択し、輸送することで、温度変化に伴う品質劣化を

防ぐ工夫が行われている。 
混載する商品の組み合わせについては、エチレンを放出しやすい商材とその影響を受けや

すい商材を極力組み合わせないようにすることで、化学的な品質劣化等を防ぐ工夫が行われ

ている。 
積載物の配置としては、重い商材や潰れにくい商材は極力コンテナの下部に配置し、軽い

商材や潰れやすい商材はコンテナの上部に配置することで、物理的な品質劣化を防ぐ工夫が

行われている。 
なお、海上輸送を行う際には 20フィートのコンテナが利用される場合と 40フィートのコ

ンテナが利用される場合の二種類が存在する。容量の大きい 40フィートコンテナを利用し
た方が輸送コストを低減することができるが、1コンテナを形成するために必要な輸送量が
倍増するため、受注力の高い輸出業者でなければ 40フィートコンテナでの輸出が行えてい
ないのが現状である。より大規模に輸送を行える輸出業者や頻度を下げて大ロットで輸出で

きる輸出業者は、40 フィートコンテナを利用することで、物流費での価格競争力を高める
ことができている。 

 

3.2 輸出先の商・物流の把握 

商材が輸出先に渡ってからの商・物流として、取引先の輸入業者等が行なっている受注取

りまとめ、商材の分化等について記載する。第 2章で挙げた商・物流をもとに、本章で記載
するポイントの対応関係を以下に示す。なお、以下に示す図は、国内から輸出先国までの混

載輸出の商・物流上の流れの一例であり、小売・外食等が輸入業者を兼ねる場合なども存在

する。 
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3.3 輸出先国別の特性の分析2 

輸出先国によって、商・物流ネットワークが異なる。本節では第 4章に記載した香港・台
湾・タイの輸出先国における商・物流についてのポイントをまとめる。なお、国内の物流に

ついては、輸出先国によって大きく異なることはないため第 3章 1節を参照されたい。 
 

3.3.1 香港 

取引先の輸入業者等が行なっている受注取りまとめとしては、一部の加工食品で日本の輸

出業者・製造業者が受注を取りまとめている場合があるが、生鮮農産物、水産物等の大半で

は現地の輸入業者が受注を取りまとめている。なお、現地の輸入業者の中には、日本国内の

輸出業者と同じ華僑系のグループ会社に属している企業も存在する。また、日系の輸出業者

が、香港に支店を持ち、販売代行員を契約すると共に現地通訳スタッフを抱え、自前の輸送

ノウハウを有している場合も存在する。他にも香港の商社が受注を取りまとめ、日系（ある

いは日本食）のレストランや、同じく日系のスーパーマーケット等の小売店と取引を有する

場合もある。 
商品の分化としては、一般的な生鮮農産物では輸入・卸業者を介して、百貨店、高級スー

パー、果実専門店等を通じて、現地消費者に流通している場合が多い。水産物では輸入業者

を介して、中華料理店、日本食レストラン、スーパーマーケット、百貨店、専門店等を通じ

て、現地消費者に流通している場合が多い。加工食品の場合は、スーパーマーケット、専門

店、コンビニエンスストア、レストラン等を通じて現地消費者に流通している場合が多い。

なお、加工食品がスーパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、レストラン等に流

通するまでには、日本の製造業者、輸出業者から直接輸入される場合と、輸入業者、卸売業

者等を介して輸入される場合の二種類が存在する。 
 

3.3.2 台湾 

取引先の輸入業者等が行なっている受注取りまとめとしては、商品によって異なる傾向が

ある。一般的な生鮮農産物では輸出先国の卸売・小売業者が受注を取りまとめている場合、

輸入業者が受注を取りまとめている場合、輸出業者が受注を取りまとめている場合が多い。

加工食品では、卸売業者が受注を取りまとめている場合、輸入業者が受注を取りまとめてい

る場合、または加工食品の加工業者が受注を直接取りまとめている場合がある。 
商品の分化としては、一般的な生鮮農産物では百貨店、高級スーパーマーケット、スーパ

ーマーケット、量販店、伝統的な市場の中にある果実専門店、高級果実専門店、外食産業を

通じて、現地消費者に流通している場合が多い。加工食品の場合は、百貨店、スーパーマー

ケット、量販店、コンビニエンスストア、ネット販売を含む専門店などを通じて、現地消費

者に流通している場合が多い。 
 

                                                        
2 生鮮農産物、加工食品の特性によって異なる点については、3.1、3.2に記載した。 
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3.3.3 タイ 

取引先の輸入業者等が行なっている受注取りまとめとしては、生鮮農産物・加工食品等に

関わらず、現地の輸入業者は現地小売業者・外食業者等からオーダーを取りまとめ、日本国

内の輸出業者に発注を行なっている場合が多い。日本産食品の取扱量は多くないため、輸入

業者は、輸入した商品を現地小売等に振り分ける卸売業者としても機能している。タイの現

地系資本の輸入業者が受注取りまとめを行う場合が多いが、日系企業がタイに設立した現地

法人が輸入業者を務める場合や、現地小売業者の最大手であるセントラルは自社で輸入する

機能を有している。 
商品の分化としては、商品によって異なっている。生鮮農産物では、百貨店、スーパーマ

ーケット、果実・野菜専門店、外食店等を通じて、現地消費者に流通している場合が多い。

水産物では、日本食レストラン、百貨店、スーパーマーケット、専門店等を通じて、現地消

費者に流通している場合が多い。なお、日本食レストランの中でも、高級な寿司店について

は、生鮮の水産物が流通している場合があることや、わさびやつまもの等、寿司店で消費さ

れる食材もあわせて流通される場合が多い。加工食品では、百貨店、スーパーマーケット等

を通じて、現地消費者に流通している場合が多い。 
 

3.4 まとめ 

本章では国内と輸出先国における商・物流ネットワークのポイントごとに類型化を行い、

その全体像の把握を行なった。以下では類型ごとのメリット・デメリットをまとめた。メリ

ット・デメリットは、需要管理と供給管理の視点から記載した。まず需要管理の視点として

は、輸出先国の現地小売・外食等のニーズの把握に資するか否かという視点からメリット・

デメリットを記載した。一方、供給管理の視点からは、品質維持・向上に資する Quality、
物流コスト・在庫管理コスト等の Cost、商品の供給時期等に関する Delivery の視点からメ
リット（「○」を記載）・デメリット（「×」と記載）を記載した。 

 
表 3.4-1 商・物流ネットワークのポイントと類型 

地

域 
ポイント 類型 需要管理 

供給管理 

Quality Cost Delivery 

国

内 
輸出先から

の受注 
輸出先国内の小売業

者・外食業者等から輸

出先国の輸入業者が取

りまとめたオーダー

を、日本国内の輸出業

者が受注 

  ○ 
営 業 コ ス

ト・販売コ

ストの低減

が可能 

 

日本国内の輸出業者が

輸出先の小売業者・外

食業者等から直接受注

○ 
小売業者・外食業

者から直接的に

情報収集が可能 

   

商材の集荷 市場買い付けによる調
達 

 ○ 
市場品質での

調達が可能 

○ 
市場価格に

て調達が可

能 

○ 
幅広い産地

から商材の

調達が可能 
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地

域 
ポイント 類型 需要管理 

供給管理 

Quality Cost Delivery 

市場買い付け以外の方

法による調達 

 ○ 
生産者等と協

力して、輸出

先国にカスタ

マイズするこ

とが可能 

△ 
市場価格と

比較して、

産地を限定

した場合に

価格が上昇

する可能性

あり 

○ 
海外現地市

場に到着し

た際に食べ

頃を迎える

ように調達

することも

可能 

通年で供給し続けられ

る商材 

 ○ 
定期的に輸出

することで鮮

度の高い商品

を供給が可能

○ 
定期的に輸

出すること

で現地での

保管コスト

等の商品管

理コストの

低減が可能 

○ 
通年での商

品供給が可

能 

旬の時期にのみ供給さ

れる商材 

 ○ 
旬の時期のた

め、一般的に

は高品質な食

材供給が可能

○ 
旬の時期の

ため、一般

的には安価

な調達が可

能 

× 
通年での商

品供給が困

難 

シッピング

までの流れ 
産地や市場に応じて異

なる港湾・空港からシ

ッピング 

  ○ 
産地・市場

の立地次第

で物流コス

トの低減が

可能 

 

特定の出荷拠点からシ

ッピング 

  ○ 
出荷拠点の

立地次第で

物流コスト

の低減が可

能 

 

海上・空輸

ルート 
海上輸送   ○ 

安価に輸出

することが

可能 

× 
輸送のため

に数日必要 

航空輸送  ○ 
輸送時間が短

いため、高品

質の商品供給

が可能 

 ○ 
発送日中に

輸出するこ

とが可能 

輸

出

先 

取引先の輸

入業者等が

行なってい

る受注取り

まとめ 

輸出先国内の小売業

者・外食業者等から輸

出先国の輸入業者が取

りまとめたオーダー

を、日本国内の輸出業

者が受注 

  ○ 
営 業 コ ス

ト・販売コ

ストの低減

が可能 
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地

域 
ポイント 類型 需要管理 

供給管理 

Quality Cost Delivery 

日本国内の輸出業者が

輸出先の小売業者・外

食業者等から直接受注

○ 
小売業者・外食業

者から直接的な

情報収集が可能 

   

商材の分化 輸入業者・ディストリ
ビューター等が有する

取引先・商材別の強み

に依存 
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4． 香港、タイ等における商・物流実態調査・輸出有望度分析3 

4.1 香港における関連事業者の概況と現地における商・物流上の課題 

4.1.1 関連事業者 

香港における食品の主な商流・物流は以下のとおりである。 
 
香港向けの青果・果物の商流・物流は、農協経由のルートと市場に出荷されたものを輸出

業者が買い付けて輸出するルートの２つが主である。需要規模や保存性から、単一品目での

輸出は難しく、複数品目や加工食品との混載によって輸出されることが多い。品目によって

ルート別のシェアに差はあるが、商流・物流の構造はほぼ同じである。日本国内の輸出業者、

及び香港現地の輸入業者、卸売業者は、華僑系の同じグループ会社に属している場合もある。

最終的には、スーパーマーケットや百貨店で販売されるものがほとんどであるが、果物専門

店での取扱いや、インターネット等での通信販売も行われている。輸出後については、香港

は中国向け、東南アジア等への物流拠点として機能しているため、必ずしも香港向け輸出の

全てが香港域内で消費されているわけではなく、他国に再輸出されている可能性が高い。 
香港の果物を扱う輸入・卸売業者の特徴としては、主な消費チャネルと取引を行う業者は、

古くから日本からの食品輸入を行っている数業者に限定されている点が挙げられる。 
青果・果物のサプライチェーンの概要を図 4.1-1に記載した。 
 

 
 

図 4.1-1 青果・果物の概要 
 
                                                        

3 本章は、香港、台湾については昨年度の調査である平成 23年度国別戦略的マーケティング事業（東アジ
ア）調査報告書を参考にするとともに、国内輸出業者へのヒアリング等を中心にまとめた。タイについて

は、国内で混載輸出に関係している事業者が少なかったことから、国内事業者のヒアリングと今回の調査

で実施した現地訪問調査の結果をもとにまとめた。 
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水産物の場合は、日本国内の水揚げ産地から卸売市場（築地等）で輸出業者が買い付ける

場合と、水産物取扱い業者が水揚げ産地から調達して、輸出業者経由または直接現地の輸入

業者に向けて輸出される場合がある。日本からの輸出量、額としては貝柱（調製品）やなま

こ（乾燥）などの水産調整品が大きい。日本産の水産調整品は中華食材として高級品であり、

かさばるものではないので、単品目での輸出より混載される場合が多いと考えられる。他、

生鮮の水産物も一部輸出されており、多くは冷凍で扱われている。生鮮の水産物については、

あまり需要は大きくないため、他の品目と混載で輸出されることが多い。これらの水産物に

ついては、中華料理店や日本食レストランなど、外食での消費が大半である。貝柱（調製品）

やなまこ（乾燥）などの水産調整品については、一度香港に輸出された後、華僑ネットワー

ク等を通じて世界中に再輸出されている。水産物のサプライチェーンの概要を図 4.1-2に記
載した。 

 
図 4.1-2 水産物の概要 

 
加工食品の場合、日本の製造業者から日本の輸出会社を経由する場合と、直接現地系の輸

入業者や輸入・卸売業者が買い付けるケースがある。主にスーパーマーケット経由で流通し、

家庭内で消費されることが多いと考えられる。小麦粉や食用油など、日本産ではない原料を

使用する加工品が多く、原材料を輸入する際の関税や、輸送費を上乗せしてまで日本国内で

生産した製品を現地へ輸出するメリットが薄いため、中国等の近隣地で生産し、香港へ輸出

している場合が多いと考えられる。低温で管理する必要があるチルド品（ヨーグルト、チョ

コレート、とうふ等）が青果・果物と混載で輸出される。加工食品のサプライチェーンの概

要を図 4.1-3に記載した。 
 

水揚げ産地

卸売市場
（築地、長浜等）

輸出業者
輸入業者

ｽｰﾊﾟｰ
ﾏｰｹｯﾄ、百貨店

現地
消費者

現地業者日本業者 消費者凡例

専門店

水産物取扱い
業者

県漁連、水産会社

・そごう
・PARKnSHOP
・Wellcome
・CITY’SUPER 
・Department store
・ジャスコ

中華料理店、
日本食ﾚｽﾄﾗﾝ

中国・台湾・
東南

アジア・米国等中華
料理店

・安記海味
・千賀屋
・Ocean Three Development 
Limited
・富成環球海產有限公司
・Jfood.hk
・YATA Department store

※需要が高い商品（干し貝柱や干しなまこなど）
については、香港から華僑ネットワークを通じて
世界中に輸出されている。
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図 4.1-3 加工食品の概要 

 
香港に輸出される日本の食品は、りんごを除く多くの青果物や加工品などが混載で輸出さ

れている。香港向けの輸出を行っているある輸出業者では、生鮮農産物は 5℃のコンテナで
輸出しており、混載の品目としては豆腐やチョコレートが多いとのことである。 
香港における日系の食品小売店の歴史は古く、1960 年の大丸の開店後、数々の百貨店・
量販店等、日系の食品小売業者が香港に進出した。しかし、1990 年代に入り、地元の小売
店との競争の激化や、テナント料の高騰が続き、ヤオハンが香港で倒産、1995 年には伊勢
丹、三越（チムシャーツイ店）が閉店し、撤退した。さらに、1998 年には松坂屋、大丸、
翌年には香港東急も閉店した。また、西友（西田）も撤退し、店舗名は YATAに変更された。
そごうは、香港に 2店舗を構えるが、経営は地元資本にかわっている。このため、純粋な意
味での「日系」の小売店は、Apita/UNY/Piagoと JUSCOのみである4。 
現在、香港は、日本産の食品の最大の輸出先である。関税・物品税・付加価値税がともに

ゼロで非関税障壁も極めて少なく、輸出しやすい市場である。食料自給率は 1%程度であり、
食料の供給を中国本土に依存している。中国本土の窓口として、中国本土から毎年数多くの

中国人が訪れることも特徴的である（2012年実績で 3,491万人）。このほか、一般消費者向
けでは、流通の寡占化、高級化が進んでおり、外食市場（業務用）も巨大である。法体系、

ビジネス環境、物流インフラは、整備されており、食品輸出のハブ機能も持っている（輸入

食品の約 3割が公式再輸出、うち 6割弱の再輸出先は中国本土と言われている）5。 

                                                        
4 「香港の日本産食品取り扱小売店及び輸入業者」坂井紳一郎（福岡農産物通商株式会社） 『宮崎県「食
と農」の海外輸出促進シンポジウム』（開催日：2012年 2月 21日、主催：宮崎県・みやざき農産物海外
輸出促進協議会）発表資料 

5 「日本食品輸出先としての香港」伊東正裕（香港貿易発展局） 『宮崎県「食と農」の海外輸出促進シ
ンポジウム』（開催日：2012年 2月 21日、主催：宮崎県・みやざき農産物海外輸出促進協議会）発表資
料 

 

現地業者日本業者 消費者凡例

・7-eleven
・Circle K 

製造業者

卸売
業者

現地
消費者

ｽｰﾊﾟｰ
ﾏｰｹｯﾄ

ｺﾝﾋﾞﾆ
ｴﾝｽｽﾄｱ

・Wellcome
・ParknShop
・CRVanguard Shops
・DCH Food Mart
・Jusco Stores(HK)Ltd
・CitySuper（※日本に拠点を
持ち、直接仕入れを行う）
・Uny
・Sogo
等

専門店

ﾚｽﾄﾗﾝ

輸出業者

輸入
業者

輸入・卸
業者

・零食物語
（四州貿易）

輸出業者や輸入業者によって他の品目と混載される
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4.1.2 商・物流上の課題 

香港における商・物流上の課題として以下が挙げられた。個々の課題について、以下で解

説を行う。 

(1) 高級品としての定着と市場拡大の限界 

日本国内及び香港の関連業者によると、日本の果物は他国のものと比べ、品質、価格とも

に最も高級なものとして扱われており、日系スーパー、ローカルの高級スーパー等でも平積

みではなく、一つずつ、もしくは数個のパックで包装され、一部の店舗では、別途設けられ

た日本産専用の棚に置かれている場合もある。香港市場における日本の果物は、安全なイメ

ージが強く、贈答品にも適した最高級品として定着しており、日系スーパーだけでなく、ロ

ーカルスーパーの高級ラインの店舗で販売されている。また、日本産の牛肉についてもホテ

ル内の飲食店やその他の高級レストランなどで提供されるほか、日系の百貨店や高級スーパ

ー、高級精肉店などで販売されている。いずれも最高級品、もしくは高級品のグレードのも

のであり、一般向けのものはほとんど出回っていない。 
日本産食品は高級品としては既に定着し、販路も確保されて一定のシェアを確保している

が、香港では今後大きな人口の増加は見込めず、香港内部の消費については、この路線での

今後の大きな需要拡大の余地はそれほど大きくないと思われる。ただし、今後中国本土との

交流がさらに進み、市場が拡大した場合はその限りではない。 

(2) 他国との競争 

果物は米国産、中国産、韓国産など、他国産の果物も流通しているが、日本産よりもグレ

ードが低く、個別包装なしの平積みの状態で、価格的にもかなり安いものが主流である。た

だ、韓国産の果物は輸入量・金額も日本に比べるとまだ少ないが、年々品質がよくなってき

ており、日本産品の競合先となってきている。 
香港市場は世界各国からの品物が自由に出入りできるため、消費者は質と価格のバランス

に敏感であり、高級品ではない低～中グレードの品を輸出し、他国産の果物と勝負する場合

には、価格を大幅に下げるなど厳しい競争を強いられることになるだろう。このほか、円高

による現地での価格上昇とともに、近年特に品質が向上している韓国産との競争激化も影響

が大きい。このため、これらの競合品の状況を踏まえ、例えば、高級品と中級品の間のプレ

ミアムブランドを作るなど、ブランド、品質、価格の設定について十分に検討する必要があ

る。 

(3) 日本側の生産体制 

日本国内の産地の関係者によると、果物の生産は、日本国内市場を優先した生産・販売体

制となっており、定期的に一定量の輸出を確保できていないという意見もあった。たとえば、

豊作の年は、国内で余剰が発生するとともに価格が下落するため、輸出量が増加する。一方

で、不作の場合は、国内の供給量が逼迫し、価格が高くなるため、輸出量が減少する。この
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ように日本国内の動向によって、輸出量が増減することは現地の輸入業者等にとっては不確

実性が高くなる。輸出を目的として生産する他国産の果物と比較して、日本産の果物は競争

力が低下することになる。 

(4) 商品の差別化 

果物や、牛肉、水産物などでは日本産品が高級品としての評価を受け、市場を確保してい

る一方で、日本産の野菜は価格と比較して味や見た目の特徴が認識されておらず、あまり評

価が定着していない。現地の習慣として、野菜は調理して食べることが多く、味の違いなど

に訴求しづらいこともある。 
今後、混載による輸出を拡大していくにあたり、コンテナのベースを形成する野菜類と旬

の果物を組み合わせた構成を作っていくことは重要であり、一般的な日本産の野菜類の香港

市場における定着を目指して、食べ方と合わせた商品の提案などを検討していく必要がある。 
 

4.1.3 今後の有望度 

果物、牛肉、水産物など味や見た目で差別化できる品目については、日本産品は高級品と

して一定のシェアを確保しているが、香港内部の市場においては高級品のグレードでは購買

層も限られ、今後の大幅なシェアの拡大は期待できない。ただ、今後中国本土の富裕層の増

加や香港と中国本土との交流の拡大によっては市場規模の拡大も期待できる。 
野菜については、果物等と違って見た目や味での差別化が難しいが、今後定期的な輸出を

行っていくためにも、コンテナのベースとなる日本産の野菜類の需要拡大とシェアの確保が

重要である。そのためには、味の差別化がしやすく、安全性の PRにもなる生食の提案など、
日本産野菜の食べ方と合わせたマーケティングを実施し、香港市場における一定のシェアの

確保が望まれる。 
また以下に上げるように所得水準の上昇に伴う健康志向の高まり、人口の増加に伴って、

日本食の消費が増加すると考えられる。 
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4.2 台湾における関連事業者の概況と現地における商・物流上の課題8 

4.2.1 関連事業者 

台湾における食品の主な商流・物流は以下のとおりである。 
 
台湾向けの青果・果物の場合は、農協経由のルートと市場に出荷されたものを輸出業者が

買い付けて輸出するルートの２つが主である。需要規模や保存性から、単一品目での輸出は

難しく、複数品目や加工食品との混載によって輸出されることが多い。品目によってルート

別のシェアに差はあるが、商流・物流の構造はほぼ同じである。日本側の輸出業者について、

ももやぶどうなどの傷みやすい品目は、エアー便で輸出されることが多いため、りんご・な

しを扱わずにももやぶどう（他には、いちごや干し柿など）に特化している輸出業者も存在

する。これらの業者は、市場から派生した中小規模の業者が多い。また、日本国内の輸出業

者、及び台湾の輸入業者、卸売業者は、華人・華僑系の同じグループ会社に属している場合

も多い。日本側・台湾側の輸出入業者は互いの信頼をベースとして取引関係を構築している

場合がほとんどである。 
台湾に入ってからの商流に関して、輸入業者は、市場から派生したような中小規模の業者

による扱いの方が多い模様である。それ以降の商流については、一旦卸売市場を経由して小

売業者に出される場合と、直接小売業者に出される場合とに分かれる。また、小売について

もりんごとほぼ同様で、スーパーマーケットや量販店、伝統市場等、さまざまなチャネルで

販売されている。 
青果・果物のサプライチェーンの概要を図 4.2-1に記載した。 

  

                                                        
8本節は、平成 23年度国別戦略的マーケティング事業（東アジア）調査報告書を参考とした。 
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図 4.2-1 青果・果物の概要 
 
加工食品の場合、日本国内の製造業者が輸出業者を兼ねて（あるいは輸出代理店を通して）

現地へ商品を出す、という流れが主流となっている。低温で管理する必要があるチルド品（ヨ

ーグルト、チョコレート、とうふ等）が青果・果物と混載で輸出される。なお、日本からの

輸出とはならないが、日本の製造業者が台湾やタイなどの第三国で生産した加工食品が、台

湾内で流通している場合も多い9。 
また小売については、品目や価格帯次第ではあるが、百貨店から量販店、コンビニエンス

ストアまで広く分布している。概して、高価格のものは百貨店や専門店で、低価格のものが

スーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売されているようである。加工食品の一般

的なサプライチェーンの概要を図 4.2-2に記載した。 
 
 

                                                        
9特に乾燥麺（インスタントラーメンなど）は、日本国外で製造・輸出される場合が大半のようである。 

生産者

農協
系統

輸出
業者

輸入
業者

現地
消費者

現地業者日本業者 消費者凡例

百貨店
(日系・ﾛｰｶﾙ)

・高級
ｽｰﾊﾟｰ

高級品が中心
・太平洋SOGO
・新光三越
・JASONS MARKET 
PLACE
・City Super
・大立精品
・微風広場 など

※華僑系の業者など、１社で輸出・輸入・卸売業者の
機能を持つ場合や、同系のグループ会社でそれぞれ
の機能を持つ場合もある。

市場

卸売
業者

卸売・小売
業者

市場

高級果実
専門店

外食
産業

ｽｰﾊﾟｰ
ﾏｰｹｯﾄ・
量販店

伝統市場

果実
専門店

レストラン、ホテル等

市場内の卸売業者を経由
（多くは、国内向けに出荷したものが買い付
けられ、多品目と混載されて輸出される）
※卸売業者が輸出業者を兼ねる場合もある

市場内に卸売・小売業者が
売り場を保有している。
・台北第一果菜批發市場
・台北第二果菜批發市場
・三重果菜市場
・台中果菜批發市場
・高雄果菜批發市場 など

一般品が中心
・頂好超市（Wellcome）
・松青超市
・楓康超市
・家楽福（カルフール）
・大潤發（RT-Mart）
・好市多（COSTCO） など

高～中級品を扱う店か
ら、一般品を扱う店ま
で、さまざまである。後
者はいわゆる「伝統市
場」内にある店も多く、
屋台のような店舗もあ
る。

※輸入業者、卸売業者、専
門店などが配達や通信販売
を行う場合もある

市場
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図 4.2-2 加工食品の概要 

 
台湾における輸入業者に関して、果物、特にりんごやなしについては大手輸入業者による

扱いが多い。りんごを年間 100コンテナ以上扱う最大手業者は 5社程度（台湾北部に 4社、
中部に 1社）存在し、これら以外にも数十コンテナ扱う大手業者が 10社程度存在する（南
部に 1～2社、中部に数社程度、残りは台北など北部に拠点がある模様）。最大手 5社を除く
と、取扱量の順位は年によって入れ替わりが大きいようである。また、多数の小規模業者も

存在し、多くの果物が輸入されている。これらの小規模事業者が取り扱う品目は、取扱量か

ら混載で輸出されていることが多いようである。青果物については、輸入業者から主要都市

の卸売市場内に店舗を構えている卸売業者を経て、小売業者に出されることが多い。また、

台湾各地に多く存在するこれら以外の青果物の卸売市場においても、少量ずつ日本産農産物

が流通している模様である。 
青果物については、外資系を中心とした量販店のほか、台湾各地に多く存在する伝統市場

内にある小売店（屋台・露店形態を含む）でも多く販売されている。また、特に果物につい

ては、独立した店舗を構えた果物専門店も存在し、中には贈答向けや高所得層向けを中心に

扱う高級専門店もいくつか存在する。 
 

4.2.2 商・物流上の課題 

台湾における商・物流上の課題として以下が挙げられた。個々の課題について、以下で解

説を行う。 

(1) 生鮮農産物に関する輸入規制 

台湾における残留農薬に関する基準は、日本よりも厳しく、また、日本で登録認可されて

いて使用可能な農薬であっても、台湾ではその残留許容量が設定されていない場合、日本の

・萊爾富 （Hi-Life）
・統一7-eleven超商
（セブンイレブン）
・全家便利超商
（ファミリーマート）

製造
業者

輸入
業者

卸売
業者

現地
消費者

現地業者日本業者 消費者凡例

専門店
（含ﾈｯﾄ販売）

ｺﾝﾋﾞﾆ
ｴﾝｽｽﾄｱ

その他

輸出業者
(代理店)

輸出業者
(その他)

問屋
など

百貨店
・ｽｰﾊﾟｰ
・量販店

・太平洋SOGO
・新光三越
・松青超市
・頂好超市（Wellcome）
・松青超市
・全聯福利中心
・楓康超市
・家楽福（カルフール）
・大潤發（RT-Mart）
・好市多（COSTCO）
・愛買量販店 など

※一部の輸入業者は卸
売業者も兼ねている

※日本国内向けに出荷されたも
のが、正規の代理店を通さず出
される場合（並行輸入）がかなり
多い模様

輸出業者によって他の品目と混載されて輸出される
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基準で問題のない範囲であっても検出されてしまうと台湾に輸出できないことになり、大き

な問題となっている。 
具体的な規制内容は、2008 年に発布された「残留農薬安全許容量」に規定されており、

2011 年 1 月以降は衛生署が水際検査を実施している（それ以前は経済部標準検験局が検査
を実施していた）。同「残留農薬安全許容量」では、(1) 許容量が設定されている農薬、(2) 許
容量の制限が設定されていない農薬、(3) 使用が禁止されている農薬、が定められている。
水際検査の際に、(1)の許容量を超えた場合、(1)の許容量が設定されていない農薬が検出さ
れた場合、さらに(3)の農薬が検出された場合は、返送或いは焼却処分となる。 
これに対応するには、現在許容量が設定されていない農薬について、設定してもらうよう

台湾側に働きかけることが必要となる。また、特にぶどう、いちご、みかん等について、国

内向けに出荷されたものが市場を通して買い付けられ、台湾に輸出される場合、産地側では

統制ができないという課題がある。このため、台湾にて許容量が設定されるまでは、輸出向

けでない生産物についても当該農薬の使用を自粛するなどの対策が必要となる。 

(2) 市場の成熟 

台湾では古くから日本との関係が深く、りんごをはじめとした果物やながいもなどの野菜

について、日本産品は品質面で一定の評価を得ており、高所得層の自家消費や贈答用の高級

品のみならず、りんごなど主力の輸出品はスーパーマーケットや伝統市場で主に販売されて

いる中級品についても市場はほぼ飽和状態にある。また、地域別に見ても、台湾の北部・中

部・南部、いずれも既に市場は飽和状態に近付いており、今後大きな伸びしろがある地域は

乏しいと考えられる。 

(3) 他国との競合とブランド戦略 

台湾では、日本産のほか、米国、ニュージーランド、チリ、中国、韓国などからも多くの

果物が輸入されており、競争は激しくなっている。米国産りんごと競合しているのは贈答用

の高級品ではなく、主にスーパーマーケットや伝統市場、量販店などで販売されている、無

袋ふじ等の中玉や小玉の中級品であると考えられる。こういったボリュームゾーンに対して、

いっそう無袋ふじの中級品以下を出して裾野を広げることで、これまで米国産を購入してい

た中～低所得層を狙うことが方策として考えられる。 
ただし、一部の量販店にて見られるような過剰な価格競争、価格破壊に巻き込まれてしま

うと、結果として日本産に対する高品質というイメージ自体を損ねてしまう危険性がある。

いわゆる安売り量販店をどのように位置づけるかは要検討であるが、中級品以下を出す場合、

価格破壊を誘発しやすいチェーンを避け、信頼できる特定のスーパーマーケット等のみに出

すように配慮することが有効かもしれない。そのようなコントロールを効かせるためには、

日本側と台湾の業者側（輸入業者のみならず、市場内の卸売業者も含む）との意思疎通をい

っそう円滑にして適時情報共有を行える体制づくりが重要となろう。主な消費地である台北

及び台中において関連業者らを対象としたセミナーを開催し、いっそうの関係構築を図ると

ともに、台湾側の流通業界に対する産地側の影響力拡大を目論むことも有効であると考えら

れる。 
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(4) オールジャパンでの売り込み 

日本の農産物は、従来都道府県単位でのプロモーションが主であった。しかし、他国は国

単位でのプロモーションが主流であり、産地単位でのプロモーションではどうしても規模や

流通量において国全体で実施している他国と比較すると見劣りする。「日本国内での産地間

競争を海外市場に持ち出さないような協力体制が必要」という旨がしばしば唱えられる一方

で、「青果物の場合は産地ごとのブランドがあるため、なかなか難しいのが実情」とも言わ

れている。まずは、個別産地を超えた品目ごとのプロモーションやセミナーを実施する受け

皿となり、かつ個々の産地としての活動を制約しないようなゆるやかな体制づくりから着手

することが、現実的であろう。 
 

4.2.3 今後の有望度 

台湾は、古くから日本との貿易関係があり、りんごのように日本産品の差別化がしやすく、

長期保存が可能で輸出に向いた品目は、すでに消費者にもよく知られ、市場は飽和状態であ

る。一方で、ながいもは有力な競合国が存在せず、日本ではあまり好まれないサイズが大き

なものが好まれ、また、薬膳、健康食品としての人気から市場が拡大した。日本産のブラン

ド力は確固たるものがあるため、今後、台湾の消費者のニーズをとらえた新たな輸出品を発

掘し、紹介していくことで市場の拡大が見込まれる。そのためにも、台湾の消費者の研究、

マーケティング調査は重要である。 
しかし、そのためには生鮮農産物に対する台湾の輸入規制が大きな課題となる。政府間交

渉による規制緩和や、認定産地の拡大など、日本側の供給体制を整備、拡大していくことも

のぞまれる。 
また以下に上げるように所得水準の上昇に伴う健康志向の高まり等に伴って、日本食の消

費が増加すると考えられる。 
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4.3 タイにおける関連事業者の概況と現地における商・物流上の課題 

タイについては、日本で取り扱っている輸出業者も限られ、得られる情報が十分ではなか

ったため、現地調査を実施して詳細な情報を収集した。 
 

4.3.1 関連事業者 

タイにおける食品の主な商流・物流は以下のとおりである。 
 
青果・果物の場合は、日本国内の生産者が生産した青果・果物は、①農協系統を通じて輸

出業者経由でタイ国内の輸入業者・卸業者向けに輸出される場合と、②産地市場・中央市場

から輸出業者が調達して、タイ国内の輸入業者・卸業者向けに輸出される場合と、③生産者

が直接輸出業者を介してタイ国内の輸入業者・卸業者向けに輸出する場合がある。輸入した

タイ国内の輸入業者・卸業者は、百貨店、スーパー、果実・野菜専門店、外食店等からのオ

ーダーに応じて、卸売を行う。輸送される商品によって異なるが、根菜等の消費期限が長い

食品は船便で輸送され、傷みやすい果物や葉物野菜は航空便で輸送される傾向がある。青

果・果物のサプライチェーンの概要を表 4.3-1 に記載した。 
 

 
図 4.3-1 青果・果物の概要 

 
水産物の場合は、日本国内の水揚げ産地から卸売市場（築地等）で輸出業者が買い付ける

場合と、水産物取扱い業者が水揚げ産地から調達して、輸出業者経由または直接輸入業者・

卸業者経由で輸出される場合がある。輸入したタイ国内の輸入業者・卸業者は、日本食レス

トラン、百貨店、スーパーマーケット、専門店等からのオーダーに応じて、卸売を行う。日

本食レストランの中には、高級寿司店等から、大衆的な日本食を提供する業態まで幅広く存

在する。寿司ネタなどに供される水産物は航空便で輸送される場合があるが、冷凍で輸送さ

れる水産物は船便で輸送される場合が多い。水産物のサプライチェーンの概要を図 4.3-2 
に記載した。  
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図 4.3-2 水産物の概要 

 
加工食品の場合、比較的少量の輸出であれば、日本国内のメーカーが生産した加工食品を

輸出業者が卸売業者または小売業者またはメーカーから買い付けて輸出する場合がある。一

方で、輸出量が増加した場合には、メーカーが直接輸入業者・卸業者に向けて輸出する場合

がある。輸入したタイ国内の輸入業者・卸業者は、百貨店、スーパーマーケット等からのオ

ーダーに応じて、卸売を行う。加工食品のサプライチェーンの概要を図 4.3-3 に記載した。 
 

 
 

図 4.3-3 加工食品の概要 
 
タイでの日本から輸入した食品の流通では、後述のとおり、多数の商品が混載で輸入され

ることが多く、小売店やレストランから直接注文を受けて日本の輸出業者・製造者等に発注

を行うことが多いため、輸入業者が卸業者を兼ねている場合が多い。また現地でのインタビ

ューに基づくと、Daisho(Thailand) Co., Ltd.、JALUX ASIA Ltd、Kobe-Ya Shokuhin Kogyo Co., 
Ltd.、Central Food Retail Company Limited等が日本から輸入した食品の取扱量の大きい輸入
業者・卸業者として挙げられた。 
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4.3.2 商・物流上の課題 

タイでの現地インタビュー等を通じて、商・物流上の課題として以下が挙げられた。個々

の課題について、以下に解説を行う。 
表 4.3-1 タイにおける商・物流上の課題 

 輸入業者の抱える

主な課題 

卸業者の抱える主

な課題 

小売店の抱える主

な課題 

(1) 卸業者の配架料負
担が大きい  ○ 

(2) 卸業者の在庫リス
ク負担が大きい  ○  

(3) 日本製食品の賞味
期限が短い ○ ○ ○ 

(4) 輸出手続き対応コ
ストの発生・タイと日本
での基準の不整合 

○   

(5) タイ国内での物流
（特に物流業者・コール
ドチェーン）の未整備  ○ ○ 

(6) タイ国内・中国等で
の代替が可能 ○ ○  

(7) 日本食材の保存方
法・調理方法が家庭ま
で十分に普及していな
い 

  ○ 

 

(1) 卸業者の配架料負担が大きい 

タイでの商習慣として、新しい商品を大規模な小売業者の店頭に配架する際には、商品を

小売業者に納入する卸業者が配架料を小売業者に納めなければならない場合がある。配架料

を支払う際には品目ごとに支払う必要があり、数十万円以上の負担が発生する場合も存在す

る。複数品目を取り扱う卸業者にとっては、多額の配架料を負担することになる。加えて卸

業者が事業を拡大するため、新商品を展開する際には追加の配架料が発生することになる。

新商品の売れ行きが悪く、棚落ちした場合には、支払った配架料は返却されない。卸業者の

視点からは、配架料を支払ったとしても、売上が悪ければ回収できなくなるため、卸売業者

が新しい商品を取り扱うリスクが大きくなる。ただし、一程度の売上を確保できた商品の視

点からは、新規参入余地を小さくすることができるメリットがある。 
なお、回転率が高く、集客力の高い商品であれば、配架料を求められない場合がある。 

(2) 卸業者の在庫リスク負担が大きい 

小売店に商品を陳列することに成功したとしても、売れ行きが悪く、店舗での陳列基準に

到達しない場合、当該商品を納入している卸売業者の負担で在庫品の一部を引き取り、処分

する必要がある。タイでは、賞味期限の 1ヶ月前になると商品を処分するという陳列基準を
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設けている小売業者が多い。卸売業者は一定の廃棄リスクを見込んで、高めに価格設定をす

る傾向があり、店頭価格を押し上げている一つの要因になっているとの見方も存在する。特

に日本から輸入した食品は賞味期限が短い一方で高級品が多く、一般的に回転率の低い商品

が多いため、卸業者の在庫リスクを高める商品となっている。 

(3) 日本製食品の賞味期限が短い 

日本の国内市場では業界慣習として、食品の賞味期限を短めに設定している場合が多い。

同じ食品であっても、他国産の半分以下の賞味期限しか設定されていない食品も存在すると

いう評価がタイの輸入業者・卸業者の一部には存在する。 
タイに輸入されている食品でよく例に出される食品として、4ヶ月の賞味期限を有する日
本製の加工食品が挙げられる。海上輸送を行う際に製造から約 1ヶ月が必要なため、店舗で
陳列された時点で既に残りの賞味期限が 3ヶ月となっている。そこへ前述のとおり、賞味期
限を 1 ヶ月間残して廃棄されるため、実質的に店頭で陳列される期間は当初設定された 4
ヶ月の賞味期限の半分である 2ヶ月となってしまう。現地産の食品等と比較して高価であり、
動きが悪いため、日本から輸入した食品にとって、陳列期間が短くなってしまうことは、取

り扱う卸業者の在庫リスクを高めることになる。 
賞味期限が長ければ、単品を大量に購入し、輸入業者・製造業者等に対するバーゲニング

パワーを高め、より安価に食品を調達することができるが、現状、輸入業者・卸業者は、少

量多品種で食品を混載輸入することにより、可能な限り新鮮な食品を小売店舗に陳列するよ

うに努力を行なっており、バーゲニングパワーを発揮できていないと考えられる。またこの

賞味期限の短さがあるため、混載輸入を行なっているという輸入業者が多数存在した。 

(4) 輸出手続き対応コストの発生・タイと日本での基準の不整合 

食品を販売目的で輸入するためには、タイの食品医薬品局（FDA）から輸入業務許可を
得る必要がある。タイでは食品は特定管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品
(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)、一般食品(General Food)
の 4分類があり、各々で異なる手続き規則、衛生規則、表示規則に対応する必要がある。 
特に現地の輸入業者から多く挙げられた点として、GMP 製造基準適合証明がある。これ
は、タイ保健省告示 No193（2001年）および No.239（2001年）の「食品製造方法、製造用
器具及び食品保存方法について」で指定された品目については、保健省食品医薬品局の告示

で定められた食品製造方法、製造容器、保存方法に関しての製造基準（GMP）にしたがっ
て製造しなければならない。HACCP認定書、ISO認定書などの国際的な認定証または GMP
相応の衛生基準に合致していることを示す輸出国政府の関係機関による証明書が「一般食品」

以外の食品分類に該当する食品の食品登録番号を申請する際と輸入する際に必要となる。通

常は製造場所のある都道府県の保健所からの営業許可証で代替しているが、日本の保健所が

発行する営業許可証の業種分類と、タイ食品医薬品局が採用している業種分類が異なる場合

があり、承認が得にくくなり時間を要する場合が存在する問題点があるという点が現地イン

タビューで多く挙げられた。 
また 2011年の東日本大震災に続く福島第一原発事故の後は、タイ側での書類のチェック
が以前よりも強化され、文書類の確認・修正等に対応コストが発生するようになったという
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輸入業者からの意見もあった。 
なお、GMP 相応の衛生基準に合致していることを示すためには、生産者・製造者に直接
コンタクトを取り、情報を入手する必要がある。しかし、主に日本の輸出業者を経由して製

品を調達していた輸入業者は書類等の作成・修正を行う際に、輸出業者を介して調整を行う

必要があり、業務負荷が増加するため、生産者・製造者から直接調達していた輸入業者と比

較して、相対的に対応コストが増加したという意見もあった。 

(5) タイ国内での物流（特に物流業者・コールドチェーン）の未整備 

タイ国内での物流について、二つの問題点が多くの卸業者・小売業者から指摘された。 
タイ国内の冷蔵・冷凍倉庫は主に輸出用になっており、輸入のための仕様になっていない

場合が多いという課題である。つまり、輸出向けの缶詰等の加工食品を製造する工場に併設

されたストックヤードとしての冷蔵・冷凍倉庫は整備されている。しかし、輸入した商品を

受け入れ、国内に配送するためのディストリビューションセンターとして機能する倉庫は確

立されていないという意見が存在した。 
二つ目の問題点は、物流業者が未発達であり、小売業者等が個別に物流を行なっており、

物流機能が非効率になっているという課題である。タイ国内に商品が入った後、小売店やレ

ストランの個店に配送する物流業者が十分に発達していない。大手の小売店であるセントラ

ルグループ等は独自に物流拠点を構築し、配送網を構築しているが、中小規模の小売店等で

は卸業者等が個別に配送を行なっており、配送効率の低い物流が行われている場合が多いと

考えられる。 
このように物流（特に物流業者・コールドチェーン）が整備されていないことから、日本

から輸入した食品の品質を損ねず、効率的に小売店・レストラン等へ配送することが難しく

なっていると考えられる。 

(6) タイ国内・中国等での代替が可能 

タイは約 5,131万 haの国土面積のうち、約 40%である約 1,980万 haを農地が占めており、
日本の農地面積である約 461万 haの約 4.3倍の農地面積を有する農業国である11。農家戸数

も約 560万世帯あり、一大農業国となっている。豊富な農地面積に加え、気候の観点から多
様性に富んでおり、多様な作物を生産することができる。また従来から海外向けの食品加工

拠点として成長してきたため、食品加工に関するノウハウ、サプライチェーンが構築されて

いる。 
日本から比較的高級な食品が輸入され、タイ国内で普及した後に、より安価なタイ国内で

の生産・加工や中国産食品等に切り替えられる場合が多数存在する。代表的な例としては、

寿司などに欠かせない短粒種が、タイ国内でも生産されるようになったことが挙げられる。

古くには日本から破米等を輸入し、タイ国内で寿司等に利用していた場合があったが、チェ

ンマイ等で生産されるようになった。このように、比較的高級である食品を日本から輸入し

たとしても、より安価に生産できる現地生産に切り替えられることにより、継続的な輸入に

繋がらなくなる可能性がある。 

                                                        
11 農林水産省、「タイの農林水産業概況」、
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/tha.html 
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5． 商・物流効率の比較対象として、単一品目でロットを組める代表的な品
目の調査 

5.1 りんご 

りんごは、台湾や香港が主な輸出先である。保存が可能なため、単一品目でロットを組ん

で輸出されている。 
 

5.1.1 香港 

香港におけるりんごの商流の状況は図 5.1-1のとおりである。 

 
 

図 5.1-1 日本産りんごの商流（香港） 
 
日本国内及び香港の関連業者によると、日本から香港に輸出されるりんごの主な産地は、

青森県、長野県で、移出商系統といわれる移出会社等を経由し、輸出業者から香港の輸入業

者に流れるルートと、市場を経由して輸出されるルートがある。台湾に次いで輸出量が多い

香港へのりんごの輸出は、品種でみると食味の良い「ふじ」や「王林」が占める割合が高く、

サイズは大玉から小玉まで輸出されている。 
輸出後については、香港は中国向け、東南アジア等への物流拠点として機能しているため、

必ずしも香港向け輸出の全てが香港域内で消費されているわけではないと考えられる。他の

果物と同様に流通していると仮定すると、香港域内で取引されるりんごのうち、約 8割は百
貨店で販売され、残りは果物専門店等で販売されていると考えられる。 
香港の果物を扱う輸入・卸売業者の特徴としては、主な消費チャネルと取引を行う業者は、

古くから日本からの食品輸入を行っている数業者に限定されている点が挙げられる。個別の

例としては、City’ superは、日本に拠点を持っており、自社で仕入れ・調達も行っている。 

輸入・卸
業者

現地
消費者

現地業者日本業者 消費者凡例

百貨店
/高級
ｽｰﾊﾟｰ

香港内消費（総輸出量の2割程度）の
うち、8割程度を取扱
・City Super（※日本に拠点を持ち、
直接仕入れを行う）
・Sogo崇光百貨
・Yata Department store
・Apita Taikoo, UNY Loc Fu, Piago 
Kowloon Bay 等

果実
専門店

中国・
東南
アジア・
マカオ
消費者

香港内消費（総輸出
量の2割程度）のうち、
2割程度を取扱
・永富鮮果専門店
・富栄鮮果店 等

その他

生産者

農協
系統

輸出
業者

移出商

中央市場

卸売
業者

産地市場

卸売
業者

日本国内の業者でも、
現地の輸入業者・仲
卸業者と同グループ
の場合や、華僑系の
場合がある
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5.1.2 台湾 

台湾におけるりんごの商流の状況は図 5.1-2のとおりである。 
 
 

 
 

図 5.1-2 日本産りんごの商流（台湾） 
 
りんごは、保存が容易、日本産の品質が高く、他国産と明確に差別化できるなど、輸出に

適した条件を備えていたため、輸出の歴史が長い。そのため、他の青果・果物とは少し異な

る特殊な商流・物流で流通している。農協系統と、独立の輸出業者が取り扱う移出商系統の

二種類があるが、移出商系統が主要な商流である。 
日本側の産地は青森県が主であり、輸出量全体の 1割程度を農協系統が、9割程度を移出
商系統が扱っている15。前者は、集荷したりんごを中央市場内の卸売業者及び輸出業者経由

（或いは輸出業者のみ経由）で出すことが多く、後者は産地市場或いは生産者から直接買い

付けたりんごを輸出業者経由で（或いは直接）台湾側の輸入業者に出すことが多い。一般に、

移出商系統の方が農協系統よりも相対的に高品質なりんごを扱うことが多いようである。な

お、台湾向けりんごについては、モモシンクイガの検疫の関係で、予め登録された選果場（選

果梱包施設）のものしか輸出できないため、市場において買い付けられ、輸出されることは

ない。また、中央市場内の卸売業者を経由する場合も、りんご自体は産地から直接輸出港に

運ばれる場合が多い。すなわち、市場の帳合い機能のみを活用した、商物分離の取引が多く

行われている。 
日本国内の輸出業者は、台湾の輸入業者・卸売業者が経営している場合も多い。日本から

台湾へのりんご（及び果物や青果物全般）の輸出については、基本的に信用状（L/C）取引

                                                        
15 これは、通常の場合のおおよその比率である。 

生産者

農協
系統

輸出
業者

輸入
業者

現地業者日本業者 消費者凡例

移出商

船便で大半が
基隆に、一部台
中・高雄に輸送

中央市場

卸売
業者

※華僑系の業者など、１社で輸出・輸入・仲卸業者の
機能を持つ場合や、同系のグループ会社でそれぞれ
の機能を持つ場合もある。

卸売・小売
業者

市場

現地
消費者

百貨店
(日系・ﾛｰｶﾙ)

・高級
ｽｰﾊﾟｰ

外食
産業

ｽｰﾊﾟｰ
ﾏｰｹｯﾄ・
量販店

伝統市場

果実
専門店

レストラン、ホテル等

一般品が中心
・頂好超市（Wellcome）
・松青超市
・全聯福利中心
・楓康超市
・家楽福（カルフール）
・大潤發（RT-Mart）
・好市多（COSTCO） など

若干量

大玉・高級品が中心
・太平洋SOGO
・新光三越
・JASONS MARKET 
PLACE
・City Super
・大立精品
・微風広場 など

市場内に卸売・小売業者
が売り場を保有している。
・台北第一果菜批發市場
・台北第二果菜批發市場
・三重果菜市場
・新店果菜市場
・台中果菜批發市場
・高雄果菜批發市場 など

※卸売業者が輸出業者を兼ねる場合もある
※点線の箇所について、りんご自体は市場を経
由せず、産地から直接輸出港に運ばれる場合も
多い（帳合い機能のみを活用した商物分離）

産地市場

卸売
業者

高級果実
専門店

※輸入業者、卸売業者、専
門店などが配達や通信販売
を行う場合もある
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は行われておらず、双方の輸出・輸入業者の信頼関係に基づいて送金決済による取引が行わ

れていることが多い。そのため、りんごに限らず青果物全般において、日本側と台湾側の業

者の関係は、同族或いは同資本系列、又は長期間にわたる取引実績がある、経営者や担当者

同士の強い繋がりがある等、信頼関係をベースに成立していることが多いようである。なお、

輸出業者の中には、青森県産のりんごの輸出だけを行っている業者がある一方で、台湾産の

果物の日本への輸入を同時に行なっている業者などもあり、その業態や取扱品目はさまざま

である。 
台湾側のりんご輸入業者が多く存在するが、そのうち主要な業者（40 フィートコンテナ
で 100コンテナ以上を扱っている業者）は、10数社ほど存在する。取扱量の上位 5社ほど
は、例年ほぼ同じ業者であるが、それ以下の順位は年によって入れ替わりがある模様である。

これら業者のうち大半が台北か台中（或いはその近郊）に拠点を有しており、南部など他地

域にはほとんど存在しないようである。なお、台湾の特徴として、輸入業者が在庫を抱える

ことが多く、輸入業者のほとんどが独自の倉庫や冷蔵設備を保有している。台湾では、小売

業者や卸売業者らは多量の在庫保有を避けたがる傾向にあるため、実質輸入業者が輸入量や

品目をコントロールしており、販売先（或いはその先にいる消費者）のニーズを汲んだ上で

輸入量や輸入品目を決定している。輸入業者から先は、卸売市場内の卸売業者（仲卸売業者）
16を経由する場合と、直接小売業者に売られる場合とに分かれる。輸入業者へのインタビュ

ーによると、日本産りんごにおける両者の比率は現状でおよそ 7：3程度とのことである。
ここで、卸売市場というのは、たとえば台北の第一果菜批發市場、第二果菜批發市場、三重

果菜市場をはじめとして、台中果菜批發市場や高雄果菜批發市場など台湾各地にある青果物

卸売市場のことである。これらの市場内には青果物の卸売業者が販売スペースを構えており
17、主に小売業者らに青果物を販売している。 
小売については、高級果実専門店から百貨店、伝統市場、スーパーマーケット、量販店ま

で広く分布している。ここで、高級果実専門店というのは、主に高所得層に対して贈答用・

自家消費用の輸入果物を販売する独立した店舗を構えている業者を指す。 
最近では、輸入業者や卸売業者、専門店が電話やインターネット上で消費者から注文を受

けて配達・配送を行う、通販形式も増えているようである。また、通常の店舗を持たずに通

販のみを行う業者も存在する模様で、主に卸売市場等で果物を購入し、箱詰め・包装だけを

行って販売しているようであるが、こういった通販専門の業者の数はいまだ少ないようであ

る。 
 

5.2 もも 

ももは、日本からは台湾や香港が主要な輸出相手国である。品質保持期間が短いため、大

                                                        
16 なお、台湾の農産物流通全体を考えると、これら業者は日本における「仲卸売業者」に該当し、また日
本語を話す一部の果物輸入業者からも「仲卸」と呼ばれている。しかしながら、日本産農産物の商流の

みを考える場合、輸入業者からこれら「仲卸」業者を経由して小売業者に販売される、という流れとな

っており、本来の「卸と小売を仲介する」という意味での仲卸の機能を果たしていない。また、台湾に

おいては基本的に卸と仲卸を区別する考えが日本よりも希薄のようで、中国語でも「仲卸」に該当する

言葉が存在しない模様である。そのため、ここでは「卸売業者」という表記に統一することとする。 
17 これら卸売業者は、同時に小売も兼ねている場合が多い。 
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ロットでの輸出は難しく、船便の場合は混載が主であるが、航空便の場合は単独でも出荷さ

れることがある。 
 

5.2.1 香港 

香港におけるももの商流の状況は混載の場合と同じで、図 4.1-1に示したとおりである。 
日本国内の商流としては、農協経由のルートと市場に出荷されたものを輸出業者が買い付

けて輸出するルートの２つが主である。日本国内の輸出業者、及び香港現地の輸入業者、卸

売業者は、華僑系の同じグループ会社に属している場合もある。最終的には、スーパーマー

ケットや百貨店で販売されるものがほとんど（約 8割）であるが、果物専門店での取扱いや、
インターネット等での通信販売も行われている。 
台湾ほど検疫等の規制が厳しい状況にはなく、施設登録も必要ないため、輸出障壁は小さ

い反面、産地ごとの正確な輸出量を把握することが難しく、産地側でも実態を把握しにくい

側面もある。輸出の大半を占める露地ももは、大玉果を中心に八月をピークに中秋節前まで

輸出されている。 
 

5.2.2 台湾 

台湾におけるももの商流の状況は、基本的に混載の場合と同じで、図 4.2-1に示したとお
りである。 

 
日本国内の商流としては、農協から輸出業者を経由して輸出されるルートと、一旦市場の

卸売業者を経由し、その後輸出業者を介して輸出されるルートの 2つが主である。ももにつ
いても、りんごと同様モモシンクイガの検疫の関係で、台湾で登録のある選果場から出荷さ

れたものしか輸出できないため、市場で調達され輸出されることはない。なお、市場の卸売

業者を経由する場合も、りんごと同じく市場の帳合い機能のみを活用した商物分離での取引

が主体で、もも自体は産地から空港（或いは港）に直接運ばれることも多い。また、注文は

輸出業者から卸売業者を介して産地側（単協）に入り、そのボリュームに応じて輸出向けの

荷が出荷される流れとなっているようである。 
日本側の輸出業者について、ももについては傷みやすいこともあり、エアー便で輸出され

ることが多い18,19ため、りんご・なしとは扱いが違うため、ももやぶどう（他には、いちご

や干し柿など）に特化している輸出業者も存在する。これらの業者は、市場から派生した中

                                                        
18 ある輸入業者は、以前は福島県産ももを中心に船便での輸入を行っていた。同輸入業者に対するインタ
ビューによると、温度や熟度の管理をしっかり行うことで、品質を劣化させることなく輸入・販売を行

うことが可能であったとのことである（ただし、震災後は、同輸入業者は日本産ももの輸入自体をやめ

てしまい、もっぱらカリフォルニア産ももを扱っているとのことであった）。だが、やはり一般的には、

ももは傷みやすいためエアー便による輸入が必須と考える業者が多いようである。 
19 エアー便でももを輸入しているある輸入業者へのインタビューによると、通常は ULD (Unit Load Device) 
と呼ばれる航空貨物用コンテナのうち、LD-3（容量 4.5 ㎥、最大総重量 1588 kg）や LD-7（容量 9.9 ㎥、
最大総重量 4627 kg）を用いることが多いようである。LD-7の場合、1コンテナに 5kg箱が 650箱ほど
（すなわち、およそ 3250kg）積載できるとのことである。 



 

 47

小規模の業者が多く、もも・ぶどうの商流の様相は、比較的大手の輸出業者による扱いの多

いりんごとは異なっていると言える。なお、りんごと同じく、日本国内の輸出業者、及び台

湾の輸入業者、卸売業者は、華人・華僑系の同じグループ会社に属している場合も多い。い

ずれにしても、りんごと同様に、日本側・台湾側の輸出入業者は互いの信頼をベースとして

取引関係を構築している場合がほとんどである。 
台湾における商流に関して、輸入業者については、日本側の輸出業者の様相と同様に、大

手輸入業者よりも、市場から派生したような中小規模の業者による扱いの方が多い模様であ

る。それ以降の商流についてはりんごとほぼ同様であり、一旦卸売市場を経由して小売業者

に出される場合と、直接小売業者に出される場合とに分かれる。また、小売についてもりん

ごとほぼ同様で、スーパーマーケットや量販店、伝統市場等、さまざまなチャネルで販売さ

れている。ただし、ももの場合は傷みやすく、また高級品が中心であるため、スーパーマー

ケットや量販店に出される量の比率はりんごに比べると若干少なくなる模様である。 
 

5.3 ながいも 

ながいもは、主に台湾に輸出されている。品質保持期間が長いため、単一品目でロットを

組んでの輸出が可能な品目である。 
 

5.3.1 台湾 

ながいもの商流の状況は図 5.3-1のとおりである。 
 
 

 
図 5.3-1 日本産ながいもの商流（台湾） 

生産者
農協
系統

輸出
業者

輸入
業者

現地
消費者

現地業者日本業者 消費者凡例

その他
小売

百貨店
・ｽｰﾊﾟｰ
・量販店

・太平洋SOGO
・新光三越
・City Super
・JASONS MARKET 
PLACE
・頂好超市（Wellcome）
・松青超市
・楓康超市
・家楽福（カルフール）
・大潤發（RT-Mart）
・好市多（COSTCO）
など多数

外食
産業

市場

卸売
業者

中央市場

多数の中小規模外食店
が存在する

伝統市場内の青果店
など、多数の中小規
模小売店が存在する

卸売・小売
業者

※消費者が卸売市場
で直接購入すること
もある

市場内に卸売・小売業者が売り
場を保有している
・台北第一果菜批發市場
・台北第二果菜批發市場
・三重果菜市場
・台北農産運銷有限公司
（第一、第二、三重市場を管理）
・台北環南市場
・台中果菜批發市場
・高雄果菜批發市場

市場内の卸売業者を経由
（国内向けに出荷したものが市場で買い付
けられ、並行輸出されることも多い）
※一部、卸売業者が輸出業者を兼ねる場
合もある



 

 48

 
主に、北海道の十勝地方や青森県で生産されたながいもが、農協系統を経由して輸出され

ている。なお、青森県については、各単協で出荷されている以外に全農青森県本部のもとで

複数の単協に分かれて集荷・出荷しているほか、農協合併前の貯蔵施設や集出荷施設が小規

模かつ分散している状況である。そのため、輸出向けに一度に多くの量確保することが難し

く、北海道に比べ供給力に制約がある。 
大半が船積みで、基隆や高雄などに運ばれているようである。20 
なお、日本国内向けに出荷されたものが市場で輸出業者などに買い付けられて輸出に回さ

れる、並行輸出も多く存在する模様である。表 2.3-2に示した混載コンテナの構成例におい
ても、ながいもがあるが、これは、市場調達された国内向け出荷品が、混載で平衡輸出され

ている事例である。台湾でながいもを扱っている輸入業者は以前に比べて少なくなり、現状

で 10数社程度まで減少している。輸入業者から先は、他の青果物と同様で、市場内の卸売
業者を経由する場合と、直接小売業者に出される場合とに分かれる。小売業者については、

スーパーマーケット・チェーンや量販店、百貨店以外にも、非常に多くの中小規模その他小

売店（伝統市場内の青果物店などを含む）、外食店等がある。 
 

5.4 単一品目における商・物流における特徴 

単一品目の特徴は、まず、国内の特定の産地から大量に安定した供給が可能であることが

あげられる。青森県のりんご、北海道のながいもなど、産地と品種が固定されており、固定

の商流・物流で単一品目のロットを組むことができる。また、特にりんごのように長期保存

が可能で、現地のコールドチェーンで管理が可能であることが重要である。 
このように単一品目で輸出できる野菜や果物は非常に限定されていることから、今後の輸

出拡大においては、混載輸出の取組みが重要になると考えられる。 
なお、輸出国での商・物流は単一品目と混載輸出で大きな違いはないと考えられる。 
 

                                                        
20 40フィートコンテナのながいも積載量（満載した場合）は、10kg箱で 1500箱ほど（すなわち、およそ

15トン）である。 
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6． 調査結果の総括・評価 

6.1 取組状況の分析・評価 

今回の調査を通じて、国内で様々な少量多品目の混載輸出の取組みが行われていることが

分かった。これらの取組みは、扱う品目も多彩で、扱う頻度や量も様々であった。その整理

の参考とするために、第 2章で示したように、本調査では図 6.1-1に示す分類を用いること
とした。少量多品目の混載輸出の今後の拡大で輸出業者等が担う役割等を検討する際には、

対象とする事業者がどのような、この分類のどのあたりに位置するのかをしっかりと把握し

ておく必要がある。 
 

 
図 6.1-1 混載輸出の分類 

 

(1) 様々な取組の関係 

今後の混載による輸出の促進を考える場合には、図 6.1-1に示した分類の中でも特に以下
の 3つの分類が重要になる。 

 
 プロモーションなどを中心としたやや散発的な取組み（①、②） 
 商業ベースでの中規模以上の比較的安定した取組み（⑤、⑥） 
 上記の 2つの分類の中間に位置し、基本的には継続的な取引の開拓を模索している取
組み（③） 

 
事業ベースでの比較的安定した取組み（⑤、⑥）は、現状において混載輸出の基盤をなす

取組みであるとともに、今後の混載輸出の拡大においても、この取組みが継続して進められ

て行くことが大きな前提となる。 

①
コストは考慮しない
試験的な取り組み
等

②
プロモーション目的
の取り組み等

③
中規模でやや高コス
トの取り組み等

④
散発的な取り組み
等

⑤
中規模な商業ベー
スの取り組み等

⑥
大規模な商業ベー
スの取り組み等

実用性（※２）

先進性
（※１）

※１ 先進性：コストや効率を必ずしも優先しない技術開発や試験的な取り組みの度合い。
（将来の市場開拓のためのスポット的なPRなども含める）

※２ 実用性：ある程度以上の量の輸出を定常的（安定的）に実施する取り組みの度合い。
一般的に、実用性が高まるにつれて先進性は低くなると考えられる。
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（①、②）と（⑤、⑥）の中間に位置し、継続的な取引の拡大を模索している取組み（③）

は、将来的な発展という視点からは最も高いポテンシャルを有していると考えられる。この

取組みが発展して⑤や⑥に移行することで、混載輸出の拡大が図られて行くことになる。 
プロモーションなどを中心としたやや散発的な取組み（①、②）は、継続性が低い場合、

将来的な発展にすぐには結び付きにくいと考えられる。しかしながら、少量で時期が限られ

ているプロモーション的な対応であっても、継続的に実施することで将来的には③や⑤，の

領域に展開する可能性もあると考えられる。 

(2) 輸出促進の方向性 

例えば、①や②の取組みを、③の取組みのレベルまで進展させ、最終的に⑤や⑥の取組み

にまで発展させる流れを考える場合、後述するように、①や②の取組みを行っている事業者

と、③ないしは⑤や⑥の取組みを行っている事業者が協力することが有効であると考えられ

る。①や②に位置する事業者は、現状では、大量かつ安定的に商品を輸出することはできな

いかもしれないが、⑤や⑥の取組みを行っている事業者と協力して、コンテナのスペースを

有効利用するなどして混載輸出を実施すれば、より安定した形で商品を輸出することができ

る。さらに、その商品に対する輸出国のニーズが高まってきた場合に、供給力が伴うならば、

輸出量の増加にもスムーズに対応できる。なお、同じ事業者が、①②や③及び⑤⑥の複数の

取組みを行っている場合がある。例えば、⑥の取組みを日常的に行っている事業者が、新規

商品の開発のために、②の取組みも行うような場合である。 
競争関係にある事業者同士が協力するということは、難しい場合も多々あると思われる。

しかしながら、双方の事業者にとってメリットとなることが明確であれば、協力もしやすく

なるだろう。そのためにも、それぞれの事業者が図 6.1-1のどのあたりの区分に位置してお
り、将来的にどのような展開を考えているのかを明確化することが重要である。また、それ

ぞれの事業者に期待される役割分担も明確化されることが望ましい。 
 

6.2 少量多品目混載輸出の成立要件の抽出 

少量多品目の混載輸出については様々な形態があることを紹介した。ここでは、検疫等の

規制が比較的緩やかな香港向けの輸出を想定して、取扱いの頻度や量が多い、図 6.1-1の③
や⑤⑥の取組みの成立要件について述べる。 

(1) 顧客ニーズを考える際のポイント 

図 6.1-1 の①や②におけるプロモーション的な取組みは、「売りたいものを持っていく」
というモチベーションで実施されることが多い。一方で、③や特に⑤、⑥の取組みは、「買

い手が欲するものを持っていく」ということが大前提となる。すなわち、顧客のニーズにし

っかりと対応できることが重要視されている。国内輸出業者へのヒアリング調査の結果から

は、顧客ニーズを考える際に最も重要なポイントは以下の 2点であるとの指摘が多かった。 
 

 顧客が必要とする品目を安定的に供給できること。 
 国内の複数の産地から安定した調達ができること。 
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例えば、輸出先小売店で日本産の果物や野菜が、ある程度大量に販売されるためには、日

本産品が当該店舗の棚に置き続けられているようにすることが重要である。そのためには、

安定供給が大前提となる。日本国内においても、たとえば大根などの葉物野菜は通年、同一

の産地から供給されているわけではなく、西から東、南から北、産地を引き続ぐかたちで供

給されることが基本である。したがって、海外からの継続的なニーズにこたえるには、複数

産地から季節をたすきリレーするような調達が重要になる。 
単一品目の混載輸出の場合には、顧客のニーズは事前に明確になっており、輸出する側と

輸入する側でニーズの認識に大きな違いが出ることは考えにくい。一方で、混載輸出の場合

には季節により取扱い品目が変わることなどから、より細やかに輸入する側のニーズにこた

えていく必要がある。 

(2) 顧客のニーズ把握と信頼関係の構築 

顧客のニーズに適切にこたえていくことが、取引継続の大きな前提となる。取引が継続す

ることで、顧客との信頼関係も深まる。信頼関係の深まりは、新たな顧客ニーズの把握につ

ながっていく。新たな顧客ニーズが把握できれば、それに沿った品目を国内の複数の産地か

ら調達して安定供給することで、輸出の拡大につながることになる。複数の国内輸出業者も、

安定した輸出や輸出の拡大にあたっては対象国の取引先と定期的にコミュニケーションを

行い、先方のニーズに迅速に対応できることが重要であると指摘している。そのためには、

継続的に取引が続けられることが大前提となる。生鮮品に関してそのような定期的な取引が

できることが、多品目の混載輸出の特徴であるともいえる。 
顧客のニーズを的確に把握することができて、そのニーズにあった農産物等を安定的に

供給することができれば、新たなニーズの把握による新たな農産物の輸出の実現につながる。

また、既に輸出している農産物についても、安定して継続的に大量の輸出が可能ということ

になれば、輸出国の販売策の拡大が促進される可能性もある。この点が、取扱い頻度や量の

多い混載輸出の成立要件として重要になる。また、将来の拡大の大きな前提要件ともなる。 

(3) 顧客のニーズ把握と信頼関係構築に向けた課題 

このような要件を満たすためには、個別の輸出業者が手広く顧客ニーズにこたえていく

ことに注力することが重要になる。しかしながら、現状で生鮮品の混載輸出については、相

手国での検疫で荷揚げが許可されなくなるリスクや、輸送に予定以上の期間を要してしまい

品質が低下するリスクなど、様々なリスクがあり大規模な商社等が大量に輸出を行うにはリ

スクが高すぎるのが現状である。そのため、地域商社（地域の輸入業者）等による取組みが

中心となっている。しかしながら、地域商社等は一般的に規模が大きくなく、輸出対象国の

取引先も限られていることから、広く輸出対象国の顧客のニーズに対応したり、国内の多数

の産地を相手にしたりするのは負担が大きい。この負担を低減させるような取組みが、さら

なる混載輸出の拡大に大きく寄与すると考えられる。 
具体的には、輸出対象国の様々な顧客のニーズを収集する役割を担う組織や目利き的な

人材の機能強化が有効と考えられる。これらの人材等が、日本国内の複数産地での輸出対象

品目の特性や、その時々の作柄なども俯瞰的に把握していれば、輸出業者への顧客ニーズ情
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報の提供と、効率的な供給先情報の双方を提供することが可能になる。このような情報が提

供されれば、輸出業者はより効率的かつ規模の大きな輸出事業を実施することが可能になる。 
 

6.3 農林水産物・食品の輸出拡大上の有効性の評価 

ここでは、前節に引き続き、香港向けの輸出を想定する。香港向けの日本産農産物の輸出

においては、葉物野菜を中心とした混載輸出で安定的・継続的な取引が実現していれば、そ

の積荷に上乗せ（混載）する形で季節の果物などを柔軟に輸出することが可能になる。図 
6.3-1にそのイメージを示す。 

 

 
 

図 6.3-1 今後の取組の方向性 
 
ベースとなる部分を安定させるには、複数産地からの安定した調達の実現が大前提となる。

それによって、野菜類による混載輸出の土台の部分（葉物野菜が中心）の構築が進められる。

さらに、その土台に上乗せする形で、季節の果物などの輸出を実現していく。このような取

組みは、以下に示すような 3ステップの展開につながる。 
 

 「知ってもらう」：プロモーション的な商品の紹介 
 「手に取ってもらう」：継続的ではないが小売店の棚に置かれて、顧客がある程度の
頻度手に取れる状況 

 「身近な野菜や果物として利用してもらう」：いつ行っても棚にあるという状況 
 
「知ってもらう」から「手に取ってもらう」さらに「身近な商品として利用してもらう」

という流れを、野菜の混載品を中心に作り上げることができる。 
例えば、宮崎のかんしょは、当初はトピックス的に混載品に上乗せする形でプロモーション

を行っていたが、商品としての人気が高まり、今は混載品の主要な部分を占める野菜となっ

ている。なお、タイ向けの混載輸出では果物が土台となっており、輸出先により混載品の構

成が変わる。 
このような混載輸出に今後多くの事業者が取り組んでいくことが結果的に輸出拡大につ

ながっていくと考えられる。その具体的な促進策としては、比較的小規模に輸出事業を始め

た事業者が、既にルートを持っている規模の大きい事業者と協力できるような体制を整えて

いくことが重要である。そうすることで、小規模事業者はある程度リスクを抑えた形で、新

しい輸出品の開拓などに取り組むことができる。大規模な事業者にとっても、新たな商品の

輸出が軌道に乗れば、自社のコンテナでの取扱いを増やすことが可能になる。結果として効

産地A

産地C

産地B

安定した国内調達

複数産地からの調達

安定した混載輸出ルートの保持

野菜（葉物や根菜など）を
中心とした混載輸出の
ベースとなる部分

季節ものスポット的な輸
出など（プロモーション）
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率よく新商品の開発が実施できることにもなる。 
以上で示したように、混載による輸出拡大上の有効性を評価するにあたっては、複数産地

からの調達や、事業者間での協力が進められていることが重要なポイントとなると考えられ

る。 
 

6.4 取組拡大の潜在的な可能性 

混載輸出の取組みが拡大を進めるにあたっては、潜在的な可能性を考える上では、安定的

な国内の調達体制が構築され、定期的な混載輸出のルートが太くなることが重要である。安

定的な調達を実現するうえでは、複数の異なる地域からの農産物を季節の変化にあわせてう

まくリレーしていくような取組みが求められる。例えば、葉物野菜の場合には、南や西の産

地からのものを最初に輸出し、中部、東部、北部の山地のものに切り替えていく対応である。

その際に、市場からの調達を中心としていけば、ある程度大量の野菜の輸出が可能になる。 
また、新規商品の発掘やプロモーションでの連携が進めば、新たな人気商品の育成なども

促進される可能性が高い。 
 

6.5 混載輸出が戦術となりうるための問題点とその解決の方向性 

(1) オールジャパンでの対応 

混載輸出の取組拡大について問題となる点に、国内での様々な地域を中心とした輸出促進

の活動が、自らの地域の産品の品質や魅力をアピールすることのみに注力して、日本産農産

品全体のブランド向上などへの配慮が希薄な取組みが見受けられることである。そのような

取組みは、年に数回程度単発的に実施される販売促進のイベントで、日本産品を多く扱う小

売店で、大量に見本品が無料配布されたり、市場価格を大幅に下回る価格での販売が断続的

に実施されたりすると、継続的に混載で当該農産物を輸出している事業者の販売にも、価格

低下圧力がかかるなどの問題が起こりえる。 
このような問題を解消するためにも、日本全体（オールジャパン）で日本産の農産品をど

のように日本全体のブランドとして仕立ててアピールしていくかなどの戦略構築が求めら

れている。前述したように、混載輸出の安定や拡大には、複数産地からの農産品の調達が重

要であることからも、個別の産地のブランド等にこだわりすぎず、日本全体としての取組み

を前面に打ち出していくことが強く求められる。そのためには、複数の地域が共同して混載

輸出に取り組むことに重きを置いた、支援事業を検討することも重要である。 

(2) 輸出促進を支援する研究開発 

今後の輸出を側面から支援するような研究開発も重要である。例えば以下のようなテーマ

から得られる結果は、日本産品の輸出に関係する事業者等にとっては貴重な参考データとな

る。 
 

 果物や野菜の日持ちのデータを系統的に研究する。そのようなデータは輸出を考える
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際に大変参考になる。 
 現在定温コンテナは単一温度帯の設定しかできないが、複数の温度帯の設定が可能に
なると混載品の幅も広がる。 

 コンテナにおいて、極端に荷重がかかるのを防ぐために 2層式の積載形式などを研究
する。 

 日本国内の規格から外れるものでも、海外での外食には利用可能というケースも研究
される価値はある。 

(3) 日本産農産物の輸出促進に関する啓発活動 

最後に、今後の輸出拡大の促進にあたっては、これまで日本の野菜や果物の海外への輸出

については関心の低かった生産者などが、関心を高めることが重要である。また、多くの国

民についても輸出拡大を支援するような意見が強まることが輸出拡大を側面的に支援する

ことになるだろう。そのためには、たとえば香港向けの農産物の混載輸出を例にすると、日

ごろ日本国内で日常的に目にする、葉物野菜（大根や白菜など）が、卸売市場から輸出業者

により大量に調達されて定期的に香港に輸出され、現地で消費されている状況などが広く知

られる必要がある。このような啓発活動が進められることで、特別な野菜や果物以外に、日

常的な野菜や果物が重要な輸出品をなしていることが理解され、農産物の輸出が身近に感じ

られるようになる。数多くの国民が日本産農産物の輸出に関心を持ち、その拡大に期待する

ようになれば、より多くの施策実施についても理解が得られ、結果的に農産物の輸出促進へ

の様々な試みが実施可能になる。 
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7． 輸出戦略検討会議 

7.1 委員構成 

委員は以下のとおりである。 
 

表 7.1-1 輸出戦略検討会議 委員 
氏名 所属 

相川 和茂 山梨県 農政部果樹食品流通課 農産物販売戦略室 
小野 晋 社団法人東北経済連合会 理事・地域政策部長 
坂井 紳一郎 福岡農産物通商㈱ 代表取締役 
下渡 敏治 日本大学 生物資源科学部 教授 
長谷川 直行 日本貿易振興機構 農林水産・食品部 農林水産・食品調査課長 
山田 尊史 ＪＡ全農 営農販売企画部 販売企画課 輸出対策室室長 

7.2 開催結果 

(1) 第１回輸出戦略検討会議 

1）日時 

平成２４年１０月２４日（水）１３：００～１５：００ 

2）主な議事 

a. 委員ご紹介 

事務局から委員のご紹介を行った。 

b. 事業計画の説明 

昨年度調査の紹介をするとともに、今年度調査方針についての検討を行った。 

3）出席者（委員） 

表 7.2-1 第１回輸出戦略検討会議 出席者 
氏名 所属 

相川 和茂 山梨県 農政部果樹食品流通課 農産物販売戦略室 
小野 晋 社団法人東北経済連合会 理事・地域政策部長 
坂井 紳一郎 福岡農産物通商㈱ 代表取締役 
下渡 敏治 日本大学 生物資源科学部 教授 
山田 尊史 ＪＡ全農 営農販売企画部 販売企画課 輸出対策室室長 
※長谷川委員は欠席 
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(2) 第２回輸出戦略検討会議 

1）日時 

平成２４年１２月１３日（木）１３：００～１５：００ 

2）主な議事 

a. 今年度調査の進捗報告 

調査の進捗状況について説明を行った。 

b. 委員による議論 

進捗報告をもとに討議を重ね、調査の方向性について検討を行った。 

3）出席者（委員） 

表 7.2-2 第２回輸出戦略検討会議 出席者 
氏名 所属 備考 

相川 和茂 山梨県 農政部果樹食品流通課 農産物販売戦略室  

小野 晋 社団法人東北経済連合会 理事・地域政策部長  

坂井 紳一郎 福岡農産物通商㈱ 代表取締役  

長谷川 直行 日本貿易振興機構 農林水産・食品部 農林水産・食
品調査課長 

 

山田 尊史 ＪＡ全農 営農販売企画部 販売企画課 輸出対策

室室長 
代理：福島 義規

※下渡委員は欠席 

(3) 第３回輸出戦略検討会議 

1）日時 

平成２５年２月２８日（木）１４：００～１６：００ 

2）主な議事 

c. 今年度調査の進捗報告 

事業の進捗状況の報告と、調査結果の取りまとめ方針について説明を行った。 
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d. 委員による議論 

事務局の説明に基づき、取りまとめ方針について検討を行った。 

3）出席者（委員） 

表 7.2-3 第３回輸出戦略検討会議 出席者 
氏名 所属 備考 

相川 和茂 山梨県 農政部果樹食品流通課 農産物販売戦略室  

小野 晋 社団法人東北経済連合会 理事・地域政策部長  

坂井 紳一郎 福岡農産物通商㈱ 代表取締役  

下渡 敏治 日本大学 生物資源科学部 教授  

長谷川 直行 日本貿易振興機構 農林水産・食品部 農林水産・食
品調査課長 

 

山田 尊史 ＪＡ全農 営農販売企画部 販売企画課 輸出対策

室室長 
代理：福島 義規
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事業者別調査概要 

①サングローブフード 
所在地 〒143-0001 

東京都大田区東海 3-9-1 大田ステイタスビル 7階 
連絡先 03-5492-3962 

取扱品目 ＜果物＞りんご、なし、みかん、かき、もも、ぶどう、いちご、デコポン

＜野菜＞ながいも、きのこ、白菜、キャベツ、かぼちゃ、長ねぎ、ばれい

しょ、たまねぎ、にんじん、ピーマン、さといも 
取扱額・量 シンガポール向けには、定期的に（週に一回）20フィートのリーファーコ

ンテナで少量多品種の食品輸出を手がけている。もも・ぶどうが旬を迎え

る季節は航空便で週に一回輸出している。 
 

輸出先国 シンガポール 
現状はシンガポールのみを対象として輸出しているが、以前は中国・香港・

台湾・ロシア・タイ・ドバイに対しても輸出を手掛けていた。 
集荷地域 東京 
主な出荷港 － 
運送 常温 冷蔵 冷凍 船便 航空便 
主要商物流 ＜国内＞ 

· インポーターからの発注をもとに、市場で買い付けることが基本である。

輸出先のニーズに応じて、国内産地から直接買い付ける場合もある。 

· 国内産地でも買い付ける対象は全農（県本部レベル）・地域の単位農協・

出荷組合・農業法人など、多岐にわたっている。個々に特徴がある。 
＜輸出先＞ 

· シンガポール在住の日本人向けに卸している食品群とシンガポールの現

地の方（ローカル）向けの 2 セグメントをターゲットとして輸出してい

る。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

－ 

課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 野菜ごとにエチレンガスを放出する温度帯が異なるため、輸送時の適温

が異なる。温度が高すぎればエチレンガスが発生し、コンテナ内の食品

が傷んでしまう。逆に温度が低すぎれば低温障害が発生し、食品が傷ん

でしまう。さといも、かんしょは比較的高い温度を好み、他の食品は 0

～5℃程度を好む。 

· 食品を包装している段ボールは主に国内市場向けの出荷を想定した設計

となっているため、輸出する際に多段に積み上げると下の方にある商品

が潰れてしまう場合がある。逆に多段に積上げなければ、積載効率が低
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下してしまい、コスト競争力が低下する。バナナやオレンジなどの他国

産の輸入果実は、2mぐらいの高さまで積み上げられるので、積載効率が

高い。台湾向けのももの積載効率を高めるため、15 段に積上げ、パレッ

ト積みできる包装を利用していた。国内産地の登録施設で輸出のための

選果（モモシンクイガの虫食い、卵の有無のチェックなど）を行なった

あと、当該包装に詰替えた上で、輸出を行なっていた。 

· 少量多品目の輸出は、荷受する倉庫会社側にとっても手間がかかるため、

受け入れたがらない。受け入れる際には、少量で多品目の食品を搬入す

る必要があり、スペース・人員が必要になる上に、コンテナに積み込む

際にも人手が必要となる。 

· ももなどは傷みやすい食品のため、国内産地で梱包する際に、輸出専用

の梱包材で梱包したうえで、輸出を行なっている。 

· もも等、触るだけで品質が低下する食品があるが、扱ったことがない地

域で販売する場合、粗雑に扱われ、品質低下を招く場合がある。このよ

うな食品の場合、輸出業者が、小売店まで訪問し、取扱いの指導を行な

っている。 

· ＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 全農（県本部レベル）は県レベルで組織化されているため、年間を通し

て季節ごとに商品を供給してもらえ、取扱い商品アイテムも多い。大ロ

ットの確保に強みがある。市場を通しての決済・物流ができるため扱い

やすい。一方で、様々な生産者から出荷されるため、品質が安定せず、

輸出した際のクレームに繋がる可能性がある。また輸出業者が直接商品

を見て選定することができない。 

· 単位農協は、出荷される商品の品質が安定しており、品質面でのクレー

ムにつながる可能性が低い。単位農協との直接決済、市場を通しての決

済もできる。市場への物流体制もできているため取扱いやすい。また輸

出に積極的な単位農協側の担当者もおり、輸出を想定した包装面での工

夫がなされている場合もあり、取引しやすい。一方で、取り扱うエリア・

商品アイテムが限定されるため、大ロットの確保や年間を通しての取引

が困難となる場合がある。 

· 出荷組合・農業法人は、フットワークは軽いが、商品自体が割高な場合

があるとともに、国内での輸送コストが割高な場合がある（出荷組合・

農業法人から大田市場等までの定期便を確立していないため、宅配便等

を利用して出荷する場合がある）。また農業法人・出荷組合の中には、自

ら輸出を手がけている場合もある。 
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＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· 国の政策として、日本食を輸出したいのか、日本産の農産物を輸出した

いのか明確でない。 

· 農林水産省の輸出促進の事業として、アンテナショップ・展示会・輸出

のための包装改良（課題解決）等が行われているが、それぞれ課題があ

る。 

· アンテナショップは、長くて半年程度の設置期間（９～３月）であり、

春・夏の商品・産地を紹介する機会を作ることができない。設置先のス

ーパー等からも通年、複数年度での売り場の維持を求めている。 

· 展示会は、単年度の出展が多いため毎年出展している国などに比べると

会場内のロケーションがあまり良くない。また実際に商取引を行うこと

ができない出展者（地方公共団体、農業者団体等）もいるため、来場し

たバイヤーの評判が高くない。 

· 青果物は工業品と異なり、保険が整備されていない。貿易保険はあるが、

代金回収がカバーされている程度であり、品質クレーム（着荷不良）、輸

出・輸入時の検疫等での損害が発生してもカバーされない。 
事業フェーズ

分類 
中～大規模な商業ベースの取組み等 
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②センコン物流株式会社 
所在地 宮城県仙台市青葉区中央 4丁目 10番 3丁目 
連絡先 022-271-6841 

取扱品目 ＜果物＞かんきつ、すいか、メロン、ぶどう、かき、なし、りんご 
＜野菜＞ねぎ、ブロッコリー、レタス、とまと、及び米など 
＜加工品＞ジュース、お菓子、調味料 

取扱額・量 ＜果物＞3か月に 1コンテナ（20フィート） 
＜野菜＞テスト的取組みとして、季節の果物と混戴で輸出している。 
＜加工品＞毎月 1コンテナ（20フィート）を取引先オーダーに基づき輸出

輸出先国 ロシア（極東）、香港、マカオ 
集荷地域 鳥取、島根、青森等 
主な出荷港 仙台、新潟、境港 
運送 常温 冷蔵 冷凍 船便 航空便 

· コストの観点から基本船便を利用しており、スムーズな通関をするため

に営業所のある新潟を利用している。単発のプロモーションでは、エア

便（仙台空港を利用）の場合もある。 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 複数地域の JAから全農の輸送ルートを使って調達している。全農経由以

外には個別の事業者対応のルートもある（事例：青森のりんご）が、コ

スト高である。 
＜輸出先＞ 

· ロシア現地の輸入業者はセンコン物流の現地法人、または提携している

現地の業者（主に加工品の取扱い）。販売先は、現地法人と提携している

小売６店舗。（テスト的な取組みにも対応。） 

· 香港では、商品をパートナー会社（メーカー）に買ってもらっている。

ロシアのような、小売りと提携した取組みをしてほしい、という産地か

らの要求はあるが、現在は対応していない。 

· マカオでは、現地の食肉協会加盟企業に輸出しているが、マカオ内の販

売には関与していない。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 
 

· ロシアに日本製品を輸入販売する動きがなく、物流を動かす前の段階、

商社的な働きがないと商売にならなかったという経緯をうけて、ロシア

で商流ネットワークを作った。 

· 競争を回避するためには中国向けではなくロシア極東のウラジオストク

向けが良いと考えた。 

課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· ロシアの場合、重量あたりで課税される。生鮮農産物は輸送中にどうし

ても乾燥して重量が減るので検量し直しの手間、計量設備導入コストが

かかる。（助成があるとよい。） 

· もも、いちごは評判が良いが、ももは品質が保持できないので輸出して
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いない（品質を保った状態で現地まで届けても、店頭での扱いが十分で

なく品質に問題が出る可能性もある）。 

· 農産品から出るエチレンガスなどは温度帯によって出る量が違い、５度

くらいで輸送すれば、ウラジオストクまでであれば問題ない。同程度の

温度で輸送中に熟さないような農産物を混載していくことになる。 
＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 農産物に限らず、ロシア行の荷物全般が少ないため、輸送コストが高く

つく。 

· 社会的要因（中国の餃子問題、原発事故、円高）による影響も大きい。

＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· 現在、ロシア極東ではニーズがそう多くない（現地在住邦人 60人程度）

ため、調達や輸送の効率を追及する段階ではなく、現地でいかに販売す

るかを考える段階である。野菜はあまりにも現地のものと価格が違い（日

本産品が高い）、さらに果物に比べて味の違いが示しにくいので、売れる

ようにするのに手間がかかる。調理方法も含めて普及させる必要がある

だろう。 
事業フェーズ

分類 
先進的な取組み 
中規模程度への取組みの拡大を目指す 
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③日本通運仙台支社（物流） 
※東北経済連合会と連携している取組みを中心に記載 
所在地 宮城県仙台市宮城野区榴岡 4丁目 2番 3号 
連絡先 022-762-8910 

取扱品目 加工品を中心に、230品目（東北経済連合会・北海道、東北未来戦略会議）
が決めた品目を取り扱う。 

取扱額・量 取扱い品目数は、当初の 80品目⇒230品目 
平成 24年 4月にオープンのあと、売り上げは 5カ月で 550万円 

輸出先国 香港、台湾 
集荷地域 － 
主な出荷港 － 
運送 － 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 日通商事のネットワークを利用 
＜輸出先＞ 

· 香港のパッケージツアー（香港の富裕層向旅行会社）が輸入者である。

混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 日本産品の輸出は、現地インポーター、バイヤーに支配されており、既

存のルートとはちがうところを開拓しないと広がらないと考えた。 

· 香港に日本の加工食品ニーズがあったが、日本のお土産物を輸出する商

社がなかった。大手商社からは間尺に合わないと言われた。つまり、リ

スクをとってくれる民間のプレーヤーが無かった。 

· 日本通運グローバル・ロジスティックス・ソリューション部は、地元産

品を扱った輸出のビジョンを持っていて、商流、物流をつくろうとして

いたが、コンテンツを持っていなかった。そこへ、東北経済連合会がコ

ンタクトした。 

· 補助金は一切入っていない。 
課題と対策 ＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 一般的に農産物等を輸送する場合、多量に製品を送らない限り、製品に

対する物流費の割合が高くなり、販売価格に影響し、現地販売価格が高

くなる。 

· リーファーコンテナが必要なチョコレート等と、必要のない製菓、缶ジ

ュースを混載するが、少量のチョコレートに合わせてリーファーコンテ

ナで海上輸送しなければならず、物流費が倍になり、 採算が合わない。
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＜新規市場開拓の課題＞ 

· 良いものを生産、製造しても、分かる人にしか分からないという販売方

法をしている限りは、販路は拡大出来ないと思われる。 

· 台湾で昨年実施したクールジャパン事業（台湾での北海道・東北観光物

産展）のように、現地語で品質の良さを説明する必要がある。 

· 知られていない産物が他にもいっぱいある、試食すると買ってくれやす

い。（食べ方も含めた提示が重要。東京の地方産品アンテナショップでも、

同様。東北、北海道のみならず全国共通。） 

· 域内生産者と輸出者（日通商事）、輸入者（パッケージツアーズ）のビジ

ネスとして拡大するよう、ショップを支援したい。 

· 海外での販売に熱意のある生産者の発掘をしたい。 

· 新たに、タイ、シンガポールから日本に来る旅行客に対して事前にお土

産をカタログで選んでもらい、日本で受け取りをさせる、というビジネ

スを検討中。 

· 台湾の町の中に植物工場があることから、ニーズはある。と考えられる。

日本産品のニーズ開拓はこれからである。 

· 台湾で商品が売れ始めているので、空コンテナを活用した輸出を検討中。

· 農産物の輸出は現地の規制や利益確保など難しいことが山積みと思われ

る。各自治体や経産省などと官民一体になった「非営利な商社」を設立

し、東北の生産者、販売者を手助けすることが出来れば、今後の農産物

の混載輸出拡大につながるであろう。 

· 北海道で実施されている輸出混載解決プロジェクトについては、荷受側

がしっかりしていれば、上手いくと思われる。 

事業フェーズ

分類 
先進的な取組み 
中規模程度への取組みの拡大を目指す 
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④八治商店 
所在地 東京都大田区東海 3-2-6 
連絡先 03-5492-3216 

取扱品目 ＜果物＞もも、ぶどう、いちご、なし、みかん、きんかん、りんご等 
＜野菜＞かんしょ、ながいも、かぼちゃ等 
＜加工品＞ゼリー、ドレッシング、お菓子等 
野菜でベースを作り、季節の果物が混載されている状況である。もも、ぶ

どう、いちご、は殆どが航空便である。 
取扱額・量 年間で最も頻度が高い時期で 40フィートコンテナ、週 1回の頻度となって

いる。ただし、震災と円高の影響から震災前の１／３の取扱量にとどまっ

ている。（通常は 20フィート） 
輸出先国 台湾（主要）、マレーシア 

その他、非常に小さい規模だが香港の日本食レストラン向けにごくわずか

な量をパック詰めして航空便で輸出する取組みもある。 
集荷地域 東京大田市場 
主な出荷港 東京 
運送 常温 冷蔵 冷凍 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 基本的に市場からの調達である。特にブランド指定のない野菜について

は、その時々で品質が良くてコスト力があるものを混載している。 

· 自治体の取組みに協力する場合には、その地域の生鮮品を混載する場合

もあるが、基本的に市場までの流通網はそのまま利用している。 
＜輸出先＞ 

· 台湾向けの輸出では、検疫や残留農薬の問題などがあるため、輸入に慣

れている現地の輸入業者と取引している。台湾の小売りと直接取引する

ようなことは無い。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 野菜、果物、加工品の混載にこの 10数年取り組んできた。 

· 混載輸出に取り組むきっかけは、10 年以上前に台湾の輸入業者が大田市

場を訪ねた際にさかのぼる。その輸入業者は日本産の生鮮品を輸出した

がっていた。そこで、最初はメロンを航空便で数ケース輸出した。それ

から、たまねぎ、にんじん、大根、などに品目を広げていった。だんだ

ん規模も大きくなり、船便でコンテナを運ぶ形態になった。お菓子など

も最初は自治体の要望に沿って混載するようになった。なお、お菓子に

ついては市場の流通には通常乗っていないので、個別に手配することに

なる（宅配便で港に送ってもらうなど）。 
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課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 温度管理の問題などあるが、基本的に台湾に到着した時の積み荷の状況

はこちらではわからないので、先方の輸入業者の経験やノウハウで組み

合わせが決められているところがあるだろう。 

· 台湾向けでは残留農薬の規制が最も大きな問題である。例えば、現在は

かんきつ類（みかんなど）の輸出シーズンであるが、台湾の港で検査を

受けないと残留農薬で引っかかるかどうかわからない。其々の国に事情

が有るのは当然とは思うが国にも何とか台湾に働きかけてほしいと思

う。モモシンクイガの規制についても、もも、りんご、なし、一律に厳

しい規制がかかっているのは阻害要因だろう。 

· ある程度のまとまった量を集める必要がある場合、個別の産地からの調

達では間に合わないことがある。 
＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 生産地が市場との間にチンネルを持っていない場合、個別の配送手段を

用いる場合がる。しかし、市場の輸送網を使わない場合はコストが割高

になる。 

＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· 市場で様々な野菜を調達して台湾に送っているうちに、特定の産地の青

果物の人気が高まるようなこともある。（埼玉の長ねぎ・徳島の鳴門金

時・佐賀のハウスみかん等） 

· 過去の成功事例としては、しめじの例がある。発売当初のことだが、台

湾にサンプル的に輸出すると非常に人気が出て、毎週 1,000ケース以上輸

出するようになった。最初は混載だったが単品での輸出に切り替わるよ

うな状況であった。これらは全て市場を通じた調達だった。その後、製

造している会社も自社製品が台湾に大量に輸出されていることに気づ

き、当社にもコンタクトしたり、現地の販促に協力したりするようにな

った。この製品については、さらに需要が伸び、最終的には台湾で現地

生産されるようになった。そのため現在では輸出されていない。この事

例は混載輸出の発展形の１つといえるのではないか。 

· 自治体などで将来的な輸出の継続をあまり意識せずに単発的なイベント

として混載輸出を行う場合があるが、基本的に長続きしない。規模が小

さくとも輸出し続けて台湾の消費者に気づいてもらえるようにすること

が重要である。 

· 現地のニーズが発掘できれば新しい品目が伸びる方向性もあるだろう。

事業フェーズ

分類 
中規模な商業ベースの取組み 
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⑤株式会社石井商店 
所在地 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷 3丁目 5番 11-1号 
連絡先 048-931-2124 

取扱品目 ＜鮮魚・果物＞一部、日常的にリレーションのあるお客様から生鮮品（か

に・牛肉・もも、りんご、いちご等）の販売を依頼されて輸出することは

ある。 
＜乾物＞なまこ・あわび・ふかひれ・昆布・海苔など。 
＜加工品＞インスタント食品、飲料・調味料・酒類・お菓子など全般。 

取扱額・量 週に１便 
輸出を行う際には、食品を本店近くの倉庫に集約し、40フィートコンテナ
に積載して輸出している。40フィートコンテナに 300アイテム程度を積載
する場合もある。 

輸出先国 香港 
集荷地域 埼玉県草加市 
主な出荷港 東京 
運送 常温船便・冷凍 船便・ 航空便 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 石井商店はスーパー事業も行なっているため、国内メーカーからの調達

（国内物流費）を安価に済ませることができる。 

· りんごを輸出する際には、市場で調達している。 

· 石井商店は数十社から商材を調達している。一旦、商材を扱う契約を行

うと、1年間は石井商店が現地を訪問して、商材を売り歩く。ただし、効

率の悪い会社は見直し、新たな会社と契約をするようにしており、新陳

代謝が起きるようにしている。 
＜輸出先＞ 

· 販売先は香港がメインであり、現地の小売（チェーンストア等）や問屋

向けに販売している。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 石井商店が輸出を手がけるきっかけとなったのは、現代表取締役が就任

してからである。日本食スーパーの現地出店（香港資本）にあわせて、

卸売業として進出を始めた。当初はほたてなどの海産珍味を扱った。商

社等にサンプルを出して試行を続け、2010 年に自社で本格的に香港進出

を始めた。本格的に取扱いを始めた当初は小売 2 店舗及び問屋 1 社しか

取扱いがなかったが、現在では小売 118店舗及び問屋 15社との取引があ

る。 

· 石井商店の初代は向島で料亭への魚の卸売業、二代目はスーパー事業を

手がけた。 
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課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 成功のポイントは現地へ直接営業を行い、現地企業と組むことである。

· 輸出事業だけでは売上高が安定しないため、国内のスーパー及び卸売事

業で販売するための輸入と輸出の両方を手がけている。 

· 取引を大幅に増加させられた背景には、輸出する際の荷姿の工夫がある。

つまり、日本の石井商店の倉庫で、個店ごとに必要な商品をパッキング

して輸出することで、現地業者はパッケージをそのまま現地店舗に陳列

することができる。これにより、地価の高い香港では倉庫費用を削減す

ることもできるようになった。 
＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 40 フィートコンテナに混載して輸出している理由は、輸送にかかる価格

競争力を高めることができるためである。 

· 生鮮品は市場調達で利幅が薄いため、よほど要求されない限り扱わない

方針である。また、現地に到着した後に割引を求められることや、代金

が支払われない場合もある。そのためももなどでは、石井商店は保証金

を受け取らなければ出荷しない。 

· インスタント食品やお菓子をメインに扱っているが、国内の物流費をい

かに下げるかということが大きな課題である。日本国内から海外現地ま

で 40フィートコンテナで輸出する海上運賃は 400 USDであるにもかかわ

らず、国内での物流費に 20万円程度必要になってしまう場合がある。国

内の規制等が物流費高騰の一端を担っている。 

· 加工品は基本的に価格勝負である。40 フィートコンテナを扱っている業

者は成長しているが、20 フィートコンテナを扱っている業者は事業規模

を縮小している。価格競争のポイントは輸送費の削減である。 
＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· いろいろな生産者が石井商店を訪れて海外販売を依頼してくるが、海外

顧客の要求する価格と国内の生鮮品の生産者の提示する価格には 10倍程

度の開きがある。中国の顧客は、現地商品の 2～3倍の価格差であれば日

本産の食品は販売できると言うが、国内の生鮮品生産者は現地商品（中

国産の他、途上国からの輸入された物）の 20～30倍を提示する。場合に

よっては 50倍程度まで提示されることがある。 

· 中国・香港では日本産の生鮮品のマーケットは少ないだろう。一方、加

工食品（装置産業製品）は成長余地があるだろう。 

· 農産物は 40フィートコンテナで輸出しても価格競争できないほどに、日

本国内と現地では価格差が発生している。ももなどの高級品が有望であ

るとする立場の者もいるが、購買力の低い海外市場で、輸送費・中間マ

ージン等が上乗せされ高価になった商品はギフト需要でしか受け入れら

れないだろう。 



 

 
 

70

事業フェーズ

分類 
中～大規模な商業ベースの取組み 
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⑥峰貿株式会社 
所在地 東京都千代田区麹町２―５－２０ 
連絡先 03-3239-8645 

取扱品目 ＜果物＞りんご、メロン、ぶどう、いちごなど 
＜加工品＞アイスクリーム、ハム、ソーセージ、冷凍水産品、ソース、飲

料など 
取扱額・量 · 月に 7～8回程度、香港向けに輸出している。扱っている食品は畜産物、

加工食品、生鮮品、農産物などである。 

· 一部の食材を中国から輸入することはあるが、積極的には扱っていな

い 。 
輸出先国 香港 
集荷地域 東京 
主な出荷港 東京 
運送 常温 冷蔵 船便 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 基本的には東京に商品を集荷したうえで、輸出しているが、単一品目で

輸出できる場合は、東京に集荷せず、産地から輸出している。 

· 果実では、混載便で輸出する比率が高いのはりんご、メロン、ぶどうで

ある。野菜はほとんど輸出しない。野菜を扱う場合は市場で買い集めた

上で、20 フィートコンテナの中に混載して輸出している。シッパーを峰

貿とせず、近場の商社の扱いとすることで、峰貿としては手数料ビジネ

スで収益を上げている場合がある。峰貿は香港・中国にグループ会社を

有しており、現地の輸入業者の機能も果たしている。 

· 加工食品の調達方法は主にメーカーからの加工食品の直接調達がメイン

である。生鮮品については産地からの調達も一部で行なっている 。 
＜輸出先＞ 

· 現地の小売企業が在庫を抱えることを避けるために、LCL で小刻みに輸

出するとともに、香港では峰貿のグループ会社が有する倉庫に保管し、

自社トラックにて日配している。LCL で冷蔵庫を扱っている稀少な企業

である。 

· メーカーとの直接取引を行なっているが、その付き合い、紹介で香港へ

輸出することも多い。 

· 香港のグループ会社を通して、販売先をきめ細かく管理できるため、国

内メーカーから選ばれていると考える。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 峰貿のルーツとなる会社が上海にある。当初は中国から香港・日本への

輸出業を行っていた。香港に販売会社を設立し、中国産の加工食品や野

菜、鶏卵等を香港向けに販売していた。ただし、中国産食品の安全面で

の不安感があったため、安心感のある日本産を扱うようになった。 

· 中国産を扱う場合であっても、日本メーカーが中国で生産した管理の厳
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しい食品を扱うようになった。2005 年前後からこのような取扱いのシフ

トがあり、峰貿は輸入業者から輸出業者に転換した。 
課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 法令の定めにより動物検疫の対象となる食品（食肉・鶏卵・チャーシュ

ー入りチャーハン等）に対しては動物検疫を行なっているが、オペレー

ションの遅れが生じれば賞味期限切れ等により商品価値が毀損するリス

クがある。このようなリスクがあるため、輸出に積極的でない会社が多

い中で、峰貿はこのリスクをとって輸出を行なっている。 

· 動物検疫の簡素化や対象範囲が狭められれば、輸出量を倍増させられる

だろう。 

· 峰貿では動物検疫を通せる食品に限定して輸出している。 

· 乳製品・氷菓に対して、香港は規制をかけている。香港の要求する証明

書に対する日本側の行政機関の対応が明確でないため、輸出が不可能と

なるメーカーが多い。農水省や厚生労働省間等、省庁間でも意識が異な

っている問題があるので、省庁間での連携を深めて欲しいという希望が

ある。 
＜新規市場開拓の課題＞ 

· 香港市場では韓国産のりんごなどが流入しているため、単価が低下して

きている。ただし、日本と同じ価格で香港でも販売できれば、日本と同

等の規模の消費が見込めるだろう。人口が 700 万人程度の香港だが、可

処分所得は日本にも見劣りしない。むしろ専業主婦があまり存在しない

ため、消費に回せる予算は大きいだろう。レストラン分野や食肉・水産

品の分野は成長余力があるという意見がある。香港マーケットはまだま

だ成長余力があると認識している。 

· 峰貿では、単純に日本産の食品の売り込みを行うだけではなく、現地ス

ーパーの売上を増加させるためのプロモーションを実施している。 

· 生産者も FOODEXPO 等に参加しているがあくまでも日本国内優先の供

給意識や、商談力の低さ、営業の足並みが揃わないことなどから、成約

率は低いだろう。 
峰貿は自社で FOODEXPOに出展し、ブースを日本企業に開放する事で 
イベント後の現地営業についても協力体制を構築している。 

事業フェーズ

分類 
中～大規模な商業ベースの取組み 
プロモーション的な取組みを並行して行う場合あり 
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⑦Orient Overseas Container Line Limited日本支社 (OOCL) 
所在地 8/F, Gate City Osasaki East Tower, 1-11-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141 - 

0032 
連絡先 03-3493-6166 

取扱品目 ＜果物＞かき、いちご（トライアル）、りんご、もも、メロン、 
＜野菜＞ながいも、高原レタス、キャベツ、白菜、かんしょ、ばれいしょ

＜加工品＞食品全般（他品目有り） 
取扱額・量 － 
輸出先国 香港、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

等東南アジア諸国 
集荷地域 － 
主な出荷港 苫小牧、八戸、仙台、東京、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、博多、志

布志 
運送 常温及び冷蔵・冷凍 船便 
主要商物流 － 

混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 小泉内閣時代に、農産品の輸出拡大が謳われ、弊社にも小口の引き合い

が増え、元々航空便しかなかった輸送手段でもあった小口出荷に少しで

も貢献したいという思いで、他法令の縛りが無い香港からサービスを開

始した。 

· 現在に至っては冷凍品の混載を香港へはほぼ毎週扱っている。冷蔵も扱

ってはいるが頻度は低く、扱いが難しいのが実情。また、仕向地も限定

的で、現状は香港（冷凍・冷蔵）及び、バンコク向け（冷凍）のみ。 

課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 産地は地方が多いが、定期航路が少ない。  

· 葉物は海上輸送が非常に難しい。  

· 冷凍であれば設定温度を-25 度(特殊リーファーコンテナであれば-35℃も

設定可能、また GPS付きコンテナも所有)、冷蔵は 0℃から 20℃設定にて

運ぶことも可能であるが、冷蔵の場合、各々の商材に適した温度に設定

すると、量が非常に少なくなる可能性が高く、海上コンテナでの定期的

な輸送は無理になる。 

· 当然商材別に温度、輸送環境が異なる。（例：りんごはエチレンガスを排

出するので極力混載は避けたほうが良い。）  

· 混載の場合、日本側での冷蔵倉庫の確保が難しい。温度帯によって冷蔵

倉庫内での部屋を確保することが難しい。 

· 揚げ地側での倉庫の確保も同様に困難。香港以外は植物検疫が必要なの

でより時間が掛かる。（植物検疫がある仕向国の場合、混載は不可となる）

· 国家間での条約を締結して、より通関を簡素化、所要時間を短縮し、極

力早くエンドユーザーへのデリバリーができる環境づくりが必要であ

る。 
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＜新規市場開拓の課題＞ 
今般、生産者の方々が商社を頼らず直接貿易する事案も増えてきたが、ま

だまだ貿易のノウハウや、相手側（荷受人、買い手）を如何にして探すか、

また、代金回収はどのようにするか、問題は山積である。 

事業フェーズ

分類 
中～大規模な商業ベースの取組み 
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⑧株式会社ショーライ 
所在地 神奈川県横浜市中区海岸通１丁目１ 
連絡先 045-212-3616 

取扱品目 ＜果物＞りんご、すいか、いちご 
＜野菜＞ながいも、キャベツ、大根、白菜、かぼちゃ 

取扱額・量 · 週に１便ぐらい。現在は、注文が減ったために香港向けは 1 つのコンテ

ナすら仕立てることが難しくなっている状況にある。 

· 以前は、2 週間前に見積もりを現地のインポーターに出し、船積みの 1

週間前までに数量を FIX してもらうよう依頼していた。そのオーダーに

応じて、20フィートコンテナか 40フィートコンテナかを決定するという

流れであった。 
輸出先国 香港、タイ 
集荷地域 横浜、東京 
主な出荷港 － 
運送 常温 冷蔵 冷凍 船便 航空便 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 最初は横浜の市場で調達していたが、現在は大田市場に調達拠点を移し

ている。 

· 基本的な流れとして、まず当社から現地に見積もりを出して（同じ品目

もグレードごとに品質、価格が違うので、別アイテムとしている）、それ

らのうち現地からオーダーがあったものを調達して出すという流れであ

る。 
＜輸出先＞ 

· オーダーを出してきた現地インポーターに対して販売する。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 単品で輸入するところは、その商品の販売のみ。継続できない（季節等）。

スーパーへの輸入業者向けに毎週、季節の商品を輸出することが継続に

つながる。継続的に輸出、その中で季節商品の拡充が重要である。 
課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 現在は、市場に出たものをそのまま調達して輸出するという流れになっ

ている。だが、市場に出た段階でちょうど完熟している状態なので、輸

出先の食卓に上るときには食べ頃を過ぎてしまう。輸出向けに早採りを

して、現地に着く頃に食べ頃になるように調整する取組みは、有効なの

ではないか。そのための情報、ノウハウを整備して、共有すべきであろ

う。場合によっては、輸出品の品質管理向上に特化した研究開発も必要

になるだろう。 
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＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 同じグレードとされているものであっても、福岡の市場と東京の市場と

では、実際の品質が異なるという問題がある。基本的に、よいものは東

京に出てくる傾向がある。そのため、東京で調達して出しても、「福岡か

ら同じグレードのものを買ったらもっと安かった」と現地から言われ、

値下げを求められるという状況になってしまう。また、その結果、同じ

グレードだが相対的に品質が悪いものばかりが（地方から）出されるこ

とになり、グレードは高いのに品質が悪い、などといったクレームがつ

く一因になる。実際には、関東から引くと、同グレードで値段が地方よ

り高くても、その分品質もよいのだが、現地からはなかなか理解されな

い。 
＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· 海外で産地のブランド化を行っても、結局市場から調達されて出る分が

ほとんどなので、なかなか効果がなく難しい。また、輸出に積極的に取

り組んだ業者に何らかのインセンティブを与えるなどのシステムがない

と、なかなか輸出振興は難しいだろう。特に、香港向けは安く買って出

したもの勝ちという世界になってしまっている。 

· 震災後、香港のマーケットは台湾産、韓国産の農産物・食品に大きくマ

ーケットを奪われてしまっている状態である。特に韓国は、農産物のマ

ーケットを拡大しようと政府が資金を出して海外で試食販売をほぼ毎日

行っている。それらに押されて、日本の生鮮品の売れ行きは落ち込んで

いるのが現状である。 

· 単価の問題があるので、やはり果物中心に出していくのが現実的であろ

う。現状では、果物は国内向けに売れない分を海外に売ろうとしている

だけ（価格調整目的）で、将来戦略が全くないのが大きな問題である。

事業フェーズ

分類 
現在は香港向けの取引を停止中。原発事故以降、東京の市場で扱われる主

な青果物は相手国での輸入禁止区域（原発事故以降規制区域の緩和なし）。
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⑨福岡農産物通商株式会社 
所在地 福岡市中央区天神 4-8-25 
連絡先 092-715-7877 

取扱品目 ＜果物＞りんご、なし、みかん、もも、いちご、いちじく、ぶどう、かき

など 
＜野菜＞香港側からのオーダーに基づいて混載輸出する 
＜加工品＞チルド品など 

取扱額・量 最も多い時で毎週 2～3 コンテナ出しており、1 コンテナにつきおよそ 60
アイテムほど混載する。 
 

輸出先国 香港、シンガポール、台湾、マレーシア、タイ、ＥＵ、カナダ 
集荷地域 日本全国 
主な出荷港 門司、博多、東京、成田、福岡、名古屋 
運送 常温 冷蔵 冷凍 船便 航空便 
主要商物流 · 基本的に、野菜の混載に単一の JAだけでニーズに対応することはできな

いので、市場で調達するかたちになっている。１つの産地で通年で生産

されるもので安定的に混載を行うのは難しい。 

· 野菜の混載を行うには、市場の機能を利用することが大切である。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 1990 年代から香港向け輸出が増えたのは、基本的には混載輸出によると

ころが大きい。当時、組合貿易が継続的に混載に着手したのが初である

と思われる。 

· 台湾やタイについては、まだ混載輸出はあまり行われていない。だが、

今後増えてくる可能性はあろう。 
課題と対策 ＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· 県として農産物輸出のための機構、会社をつくろうとしているように、

県や産地としてブランド化、輸出に取り組もうとしている人々もいる。

だが、基本的には、どこの輸出業者も通常は日本全国の青果物を偏りな

く扱っているはずである。 

· 香港側の客先は、最近はあまり増えていないが、日本側の輸出業者は増

えてきている。香港は、マーケットとしては既に成熟していると見るべ

きであろう。売り上げはあるが、競争が非常に激しく利幅が少ない。（1990

年代は日本の青果物を定期的に輸入していた業者は 1 社しかなかった。

現在は 20社ほど存在すると思われる。） 

· 重要なのは、中国本土で事業を展開するために、いかに香港の企業と組

むか、というノウハウを整理して、日本側に対して周知することではな

いか。 

· 市場から流れていくものに関しては、生産者や JAは生産物が輸出されて

いることを把握していないだろう。たとえば大根のように、意外なもの

も実は輸出されているということを、生産者側に周知することは意味が



 

 
 

78

あるかもしれない。 

· 日本全国の産地をリレーする形で安定的に混載輸出を続けていくことが

重要である。 

· 今後は、新たな輸出先を開拓していくことも重要である。 

事業フェーズ

分類 
中～大規模な商業ベースの取組み 
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⑩株式会社芙蓉商事 
所在地 福岡市博多区東光 2-5-22 
連絡先 092-471-6104 

取扱品目 ＜野菜＞かんしょ、かぼちゃ、大根、キャベツ、白菜、にんじん、馬鈴薯、

メークイン、みかん、りんご、いちご 
＜加工品＞菓子などの嗜好品や調味料など、賞味期限のながいもの 
＜その他＞鶏卵 

取扱額・量 毎週、博多港（あるいは門司港）から、40フィートのリーファーコンテナ
を 1～3本、出している。チルド品、ドライ品も一緒にしている。 

輸出先国 香港、シンガポール、インドネシア（水産品混載）、韓国 
集荷地域 福岡 
主な出荷港 博多 
運送 常温 冷蔵 冷凍 

また、主に農産品を、エアー便でも混載して出している。 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 青果物は基本的に市場から調達している。また、宮崎の経済連とも取引

をしている。九州産に限らず全国の青果物を扱っており、たとえば福岡

の市場まで下りてきた北海道産のものを買い付けることも多い。 

· 7 月～2、3 月くらいまで、宮崎の経済連からかんしょを調達して輸出し

ている。合計すると、かんしょだけで月に 2コンテナ以上輸出している。

また、かぼちゃもかなり出している。（ニーズによっては単一品目でコン

テナを仕立てて出すこともある。） 

· 野菜について、たとえば北海道フェアのためのアイテムなど特殊な場合

を除くと、産地指定は基本的にない。どこかの産地、JAとだけ取引して、

必要なアイテムを集めるのは困難である。 

· 加工食品は、間に一次問屋などの卸を経由する場合、メーカーから直接

調達する場合の双方があるが、基本的にはメーカーの了承を得て輸出し

ている。 
＜輸出先＞ 

· 香港の商社から先の主な商流は、香港にある日系（あるいは日本食）の

レストランや、同じく日系のスーパーマーケット等の小売店である。現

地向けのラベル貼り等の作業は香港の商社にて行われている。 

· 香港の商社からマカオの業者への流れは一部把握できているが、量的に

はごくわずかである。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

· 農産物輸出については、以前から単一ロットよりも混載の方が圧倒的に

多かった。九州、特に福岡では、多品目混載に取り組んでいる業者は多

いのではないかと思う。 

· 芙蓉商事は、香港の商社をパートナーとして、農林水産物や加工食品の

輸出を行っている。芙蓉商事はレストラン事業が主体であるが、先代の
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会長と香港の商社の会長が懇意の仲で、阪神淡路大震災を契機に貿易に

も取組み始めた経緯がある。（香港の商社はもともと神戸の業者から加工

食品を輸入していたが、震災の影響でストップしてしまった。） 
課題と対策 ＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 基本的に、輸出後のリスクは芙蓉商事持ちとなる（市場での調達から輸

出先に到着するまで、1 週間ほどかかる）。一般に、野菜は売り上げがそ

こまで多くない割にリスクが高いため、加工品に比べると混載している

業者は少なくなる模様である。 

· 毎週、各アイテムの価格を定めて香港側にオファーし、そのうちオーダ

ーがあったものを調達して輸出するという流れになっている（だいたい 2

週間前に価格が決まる）。そのため、調達までに市場価格が上昇した場合、

その差分は芙蓉商事が負うことになる。 
事業フェーズ

分類 
中～大規模な商業ベースの取組み 
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⑪大井山本商店 
所在地 大阪府大阪市福島区野田 1-1-86 

大阪市中央卸売市場本場内 業務管理棟 2階 208号室 
連絡先 06-6450-8600 

取扱品目 ＜果物＞もも、いちご、メロン、りんご 
＜野菜＞刺身のツマなど 
海産物・加工食品 

取扱額・量 20フィートコンテナ、40フィートコンテナで毎月 
輸出先国 タイ 
集荷地域 青果は市場調達 

海産物は北海道や岩手 
主な出荷港 産地か大阪港・神戸港 
運送 船便、航空便（旬の青果） 
主要商物流 ＜国内＞ 

· 船便で輸出する場合は、国内での輸送コストを低減するため、海産物な

どは北海道や岩手などの産地か大阪港・神戸港に集約してコンテナへ詰

め込んで現地から輸出している。ただし、物流上は市場を介さないが、

商流上は市場を介して取引を行う場合がある。青果であれば調達能力が

高いため、市場から調達することがメインである。 
＜輸出先＞ 

· サプライチェーン上、重要な役割を果たしているのは輸入業者である。

輸入業者は現地小売等からオーダーを取りまとめ、日本に発注を行なっ

ている。輸入した商品を現地小売等に振り分ける機能を有している。輸

入を行うためには、タイ政府からのライセンスを取得する必要があるた

め、上下流の取引先に対して強い交渉力を有している。特にタイの現地

人が経営する輸入業者は存在感が大きい。 

· 輸入業者の交渉力は極めて強い。例えば小売業者からのオーダーを下回

る輸入量しか商品を確保できず欠品することがタイでは発生する。欠品

した場合でも、輸入業者は小売に対して謝罪などは行われない。 

· タイのプレゼンスが大きい小売店は現地系のローカルスーパー、ローカ

ル百貨店である。特に巨大なのはセントラルとモールグループである。

いずれも基本的には輸入業者を通じて食品を輸入しているが、セントラ

ルは自前で輸入する機能を有している。 
混載輸出に取

り組むに至っ

た経緯・背景 

－ 
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課題と対策 ＜輸出ノウハウの課題＞ 

· 積載する際に、過積載を起こすことによって食品が痛むことはあるが、

結局は取り扱う業者の輸送ノウハウ・レベルに依存しているものであろ

う。 

· 人口が伸び、所得も伸びるため、今後のタイ市場は有望と考えられる。

しかし、タイへ輸出するためには様々な規制が存在するため、現状は、

タイ市場を攻略するのはまだまだ困難である。例えば食品単位で、輸入

業者は輸入するための食品輸入許可（食品輸入許可書である様式 Orr7：

オー・ジェット）、ISO・HACCP・GMP 等、スーパー等の小売は販売す

るための個別許可証をタイ政府から取得する必要があることが障害とな

っている点が挙げられる。 

· 日本酒では銘柄別にライセンスが発行されており、ひとつの銘柄でライ

センスを取得すると他の業者は当該銘柄を扱うことができなくなる独占

排他的なライセンスとなっている。 

· ライセンスが必要とされるため、輸入業者は商品軸ごとに住み分けがな

されている。 

＜輸送コスト等現事業の構造に関わる課題＞ 

· 1アイテム 1コンテナでの輸出は難しい場合も存在する。菓子などは体積

あたりの価値が低いため、菓子だけで 1 コンテナを形成した場合、採算

性が悪化する。むしろ付加価値の高い水産物などと組み合わせて菓子を

混載することにより、菓子をより安価に輸出することができるようにな

る。 
＜新規市場開拓または既存販路拡大の課題＞ 

· 日本とタイの間の FTAが締結された結果、将来的には関税は下がってい

くため、いずれ船便で大量に輸出される可能性がある。 

· 今後、需要が見込める食材としては、タイスキに利用するきのこ、富有

柿などがある。 

· きのこを福岡からコンテナに詰めて輸出をしている例もあるが、これは

将来的にタイ市場が大きくなることを見越して今から手がけているもの

だろう。 
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