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調査の全体像

4 平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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 統計資料や報告書等の文献
調査

 在京ｴｼﾞﾌﾟﾄ大使館へのﾋｱﾘﾝ
ｸﾞ

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ進出日本企業へのﾋｱﾘ
ﾝｸﾞ

 病院・介護食関連企業へのﾋ
ｱﾘﾝｸﾞ

 外食業者、小売業者、流通業
者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

 仮説の立案

（１）エジプトにおける食品・
外食産業の市場・流通環境調査

①国内文献等調査 ②現地調査
③本邦外食産業
進出可能性評価

 エジプト食品・外食産業関連
企業へのヒアリング

 食品流通に関する規制官庁
への訪問調査

 内外資の外食事業者、小売
業者、流通業者（特に日本
食）

 現地調査結果を踏まえ、外食
産業の市場規模、市場動向
見通し、ｴｼﾞﾌﾟﾄ国民の食習慣
等についてとりまとめ及び分
析

 本邦外食産業進出可能性に
ついて評価を行い、進出時に
想定されるリスク及び課題に
ついて整理

 モザンビーク、マラウイ、ジ
ンバブエ、ザンビア及びマダ
ガスカルの中から現地連携
事例の収集

 連携事例のスクリーニング
及び詳細調査対象事例の
選定（２事例）

（２）ナカラ回廊地域における
本邦食産業の現地連携調査

①現地展開事例の選定
②現地調査／
戦略の策定

③現地調査／
事業化可能性調査

 ①で選定した２事例（ﾓｻﾞﾝ
ﾋﾞｰｸ及び１か国）について、
企業、現地関係者及び関係
団体ﾋｱﾘﾝｸﾞ

 企業と現地関係者による連
携の必要性及び課題に関
する分析

 当該事例を事業化するため
の戦略策定

 ②で策定した戦略実行のた
めの当該国の事業環境に関
する情報収集及び課題の分
析

 当該企業に対するコンサル
ティング支援

【調査項目】
 食品流通制度
 外食市場規模
 食品流通に関係する省庁機
関による食品安全性対策及
び規制

 エジプトの食生活及び食習慣

【調査項目】
 ナカラ回廊地域における企業
等と現地関係者の連携事例

 連携事例をモデルとした戦略
策定

 戦略を実行するための事業
環境調査

先
行
調
査
の
報
告
書
等
の
レ
ビ
ュ
ー
・
課
題
整
理

最
終
報
告
（各
タ
ス
ク
の
実
施
結
果
を
整
理
し
て
提
言
を
ま
と
め
る
）

統合的な業務進捗管理

農林水産省への定期報告・各タスクに関する報告・連絡・相談（随時）

調査の全体像
本調査は（1）エジプトにおける食品・外食産業の市場・流通環境調査、及び（2）委託事業（2） ナカラ回廊地域における我が国食産業の現地連
携調査の2部で構成される。



© 2018. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

委託事業（1）
エジプトにおける食品・外食産業の市場・流通環境調査
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１．イントロダクション

7 平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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1．イントロダクション
a. 調査の背景・目的

8 平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

エジプトに関する調査の背景と目的

アフリカ経済は、ポテンシャルの高い天然資源の
活用などを背景として、その経済規模は拡大し、中間
所得層の増大も見られる。また、近年では、経済協力等
によるインフラ整備が進みつつあり、その結果、国境を
越える広域幹線道路等の整備等による広域経済圏の
発展も見込まれるようになってきた。

エジプトはアフリカで3位、中東北アフリカ（MENA）地
域では最大の人口を擁する。また、若年人口が多く、
今後の成長が見込まれる。さらに、ヨーロッパ、アフリカ
及び中東の中間に位置し、これらの地域への事業展開
に向けた戦略的拠点としての機能も期待される。しかし
ながら、これまでエジプトの食品・外食に特化した横断的
調査は行われたことがなく、基礎的な統計資料及び市場
の状況に関する情報が限られている状況である。

このような背景の下、本事業においてエジプト食品・
外食産業の市場・流通環境及び現地の内外資系企業の
事業展開状況を調査することにより、我が国食産業の
エジプトへの事業展開を促進するとともに、エジプトの
食産業の発展に寄与することを目的とする。

カイロ

エジプト

社会

面積 1,001,450km2（日本の2.65倍）

人口 9,304万人（2017年）

宗教 イスラム教、キリスト教（コプト派）

言語 アラビア語（都市部では英語も通用）

経済

主要産業 製造業、石油・天然ガス、小売・
卸売、農林水産業

GDP 3,363億米ドル（2016年）

一人当たりGDP 3,514米ドル（2016年）

実質GDP成長率 4.3％（2016年）

エジプトの基本情報

出所： 外務省ウェブサイト
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調査アプローチの全体像

国内調査を通じてエジプトのフードバリューチェーンにおける課題と日本の農業・食産業の強み及び進出意向から
有望進出分野の絞り込みを行い、現地調査を通じた仮説検証を経て、進出可能性を評価した。

II 現地調査 III 我が国企業の進出可能性
評価

I 国内文献等調査

i）統計資料や報告書等の文献調査
 エジプトの農業・食産業に関する
基本情報・データの収集

 （収集データに基づく）エジプトのフード
バリューチェーンの課題の初期的把握

ii）国内ヒアリング調査
 エジプトのニーズに合致する日本企業
の強みと課題の理解

 日本企業のエジプト市場への関心・
進出意向の確認

現地ヒアリング調査

 国内調査を通じて特定した日本企業の
有望進出分野におけるニーズの聴取

 進出に当たっての課題の確認

 国内調査における情報収集の補完

初期仮説構築 仮説検証 示唆抽出

調査結果の分析・評価

 国内調査及び現地調査の結果を
踏まえた、マーケット、サプライチェーン、
プレイヤー、需要、課題の5つの観点
からの分析の実施

 分析に基づく日本企業の進出可能性
の評価

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

1．イントロダクション
b. 調査アプローチ



© 2018. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）10

i) 統計資料や報告書等の文献調査
 外食市場規模の算出にはEuromonitor社の「Consumer Foodservice in Egypt（2016年6月）」を活用し、小売業、流通業等に関す
るデータについてはUSDA、FAO、IMF等を活用した。そのほか、各種公的機関や民間調査機関等が発行するレポート・データ等
の信頼性の高い情報源を活用した。

I 国内文献等調査 II 現地調査 III 我が国企業の進出
可能性評価

調査項目 情報源 調査のポイント

食品流通制度 日本貿易振興機構（JETRO）, 国際協力機構（JICA）, 国際連合食糧農業機関（FAO）, 
国際食糧政策研究所（IFPRI）, 国際通貨基金（IMF）, 米国農務省（USDA）, 世界保健
機構（WHO）, 国際連合工業開発機関（UNIDO）, 国連貿易開発会議（UNCTAD）, 国
連環境計画クリーン生産地域活動センター（RAC/CP）, グリーントレード・イニシアチブ
（GTI), Euromonitor, Economist誌, Oxford Business Group, Audi銀行, African 
Business誌, エジプト中央動員統計局, 国際連合, 在カイロデンマーク大使館, 在カイロ
タイ大使館、世界銀行, エジプト政府経済開発カンフェレンス, エジプト中央銀行, エジプ
ト調理師協会, アジア経済研究所、中東調査会, 日本厨房工業会

• エジプト全体の食品需給状況の把握
• 水産物をはじめとする食品流通プロセスの特
徴や課題の洗い出し

• コールドチェーンの普及状況の確認

外食市場規模 Euromonitor, USDA, Canadean, Al Masah Capital, Forbes, Daily News Egypt, 
African Business, エジプト調理師協会, 各社ウェブサイト

• 外食産業の市場規模、特徴などの把握
• 内資・外資系の外食・小売企業の動向の把握

食品流通に関す
る規則など

JETRO, GTI, IMF, IFPRI, エジプト輸出入管理公団（GOEIC), 貿易産業省（MTI）, 農
業・土地開拓省（MALR), 水産資源開発総局（GAFRD）, 健康人口省（MOH), 計画管
理行政改革省（MPMAR), 等

• エジプトの食品関係の法規制や監督
機関の把握

• 日系企業等のエジプト進出に影響する法規制
等の確認

エジプトの人々の
食生活、食習慣

JETRO, IFPRI, エジプト中央動員統計局発行「エジプト世帯所得・支出及び消費調査
(EHIECS)」, エジプト調理師協会, FAO,WHO, Food and Nutrition Science誌, ISIM 
Review誌, 国際連合, 各社ウェブサイト等

• エジプト特有の食習慣や消費特性等の把握

1．イントロダクション
b. 調査アプローチ
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ii) 国内ヒアリング
 国内ヒアリングは、現地調査の準備段階と位置付けて、JETROをはじめ、エジプト市場に関する知識または関心を有する12者を対
象に幅広くエジプトの食品・外食産業に関する基本情報の収集と日本企業の進出意向の確認を行い、初期仮説構築を行った。ま
た、文献調査を含む国内調査で得られた情報を基に、現地調査のヒアリング先候補を選定した。

# カテゴリ ヒアリング先 実施時期

1 公的機関 ジェトロ中東欧州課 2017年5月

2 公的機関 ジェトロアジア経済研究所 2017年5月

3 業界団体 中東調査会 2017年5月

4 業界団体 日本厨房工業会 2017年8月

5 民間企業 水産関連企業 2017年6月

6 民間企業 乾燥冷凍青果の製造輸出業者 2017年6月

7 民間企業 食品工場エンジニアリング企業 2017年6月

9 民間企業 食品工場エンジニアリング企業 2017年6月

10 民間企業 外食関連企業 2017年6月

11 民間企業 酒類関連企業 2017年7月

12 民間企業 業務用冷凍設備企業 2017年8月

I 国内文献等調査 II 現地調査 III 我が国企業の進出
可能性評価

1．イントロダクション
b. 調査アプローチ
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 現地調査は、国内調査を通じて構築した日本の食産業の有望進出分野に関する仮説の検証に重点を置いて実施した。

 カイロ及び食品企業が多く集まるシックス・オブ・オクトーバー市及び主要な港湾であるアレキサンドリア港等を訪問し、
展示会での非公式なヒアリングを含め、34者に対するヒアリングを実施した。

分類 ヒアリング先

政府関係
 JETROカイロ事務所
 在エジプト日本国大使館公邸料理人
 農業・土地開拓省（MALR）

 アレキサンドリア港湾局
 エジプト輸出入管理公団（GOEIC）

輸入・卸業

 General Trade Supplies（水産品輸入業者）
 Midseas（水産品の商社）
 GAARA（種子輸入業者）
 Tanta Motors（農機具輸入業者）
 New Motors（農機具輸入業者）

 THA Group（缶詰水産品の輸入業者）
 Fine Seeds International（種子輸入業者）
 MFN（種子輸入業者）
 元外資系種苗業者職員

加工・輸出業
 PICO （青果輸出業者）
 DALTEX（青果輸出業者）
 Alrehad Herbs（ハーブ加工輸出業者）

 Domty（チーズ、ジュース製造・卸業者）
 Juhayna（ジュース、乳製品製造・卸業者）

国内向け製造業・小売業
 Premium Food Service（輸入卸業者）
 Agri Concept（投入財輸入卸業者）
 BIM（大手スーパーマーケット）

 クアトロインターナショナル（輸入卸業者）
 COTECNA（輸入通関業者）

外食産業  Egyswiss（外食産業向け輸入卸業者）

日本企業  調味料関連企業  乾燥冷凍青果製造輸出業者

その他
（業界団体等）

 エジプトビジネス協会
 エジプト調理師協会
 エジプト食品輸出審議会
 GTI（グリーントレード・イニシアチブ）

 EAGA（エジプトアグリビジネス協会）
 Egyptian Food Bank（NGO）
 カイロ大学国立高齢者研究所

I 国内文献等調査 II 現地調査 III 我が国企業の進出
可能性評価

1．イントロダクション
b. 調査アプローチ
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 国内ヒアリング及び現地調査の結果、フードバリューチェーンの中で日本企業にとって関心の高い品目を以下の通り選定し、分析
を行った。

 分析は以下の5つの観点を基に実施した。

 現地調査で得た情報を分析し、仮説検証結果を取り纏めた。

I 国内文献等調査 II 現地調査 III 我が国企業の進出
可能性評価

生産 加工 流通 販売 外食産業

投入財
（特に種子及び農業

機械）

輸出用食品加工
機材

（特に選果機及び
糖度計等）

コールドチェーン
関連機材

水産品（冷凍、缶詰）
インスタントヌードル
その他加工食品・

小売市場

外食チェーン店
セントラルキッチン・シ

ステム

マーケット

サプライチェーン

プレイヤー

需要

課題

エジプト国内の需給状況、貿易状況及び今後の推移など

輸入を含めた国内の流通経路、業界の整理状況（協会の有無など）

エジプト国内の主要プレイヤーの概況、主要企業の進出状況

現状求められる規格やスペックの詳細、または需要の高い市場など

日本企業の進出を念頭に置いた場合の想定されうる課題の抽出

1．イントロダクション
b. 調査アプローチ
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２．調査結果
a. エジプトの政治・経済・社会状況

14 平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）



© 2018. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）15

i. 人口： 年齢構成が若く、人口は急拡大し、都市化も進行

エジプトの年齢別人口構成（千人）

出所：国際連合, World Population Prospects 2017

エジプトの人口推移（千人、2017年以降は予測）

出所： 国際連合, World Population Prospects 2017
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平均年齢は2017年時点で23.9歳と若く、2050年時点でもピラミッド型の人口構成は概ね変わらない見込みである。

国連の推計によれば、2017年時点でエジプトの人口は9,300万人を超え、アフリカでは3位、中東北アフリカ（MENA）
地域では最大の人口を擁する。

人口増加率は2.2%、毎年約200万人が増加。2050年には1.5億人を超える勢いである。

国土は日本の約2.7倍あるものの、ほとんどは砂漠であり、人口は国土の約3.5%に集住。都市化も進行し、都市化率
は2017年の32.3%から2050年には56.5%まで増加する見込みである。

（歳） （歳）

2．調査結果
a. エジプトの政治・経済・社会状況
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 「1月25日革命」以降、エジプトの政治が混乱
を続け、外国投資及び観光収入が大きく
減少、経常収支は赤字に転落、外貨準備額
が大きく目減りし、GDPは低迷を続けた。

 2014年5月の大統領選挙の結果、軍部出身
のエルシーシ大統領が勝利。同氏が大統領
に就任後、2016年1月に議会が成立。政治
的な混乱が沈静化に向かう。

経済面では、エルシーシ大統領は経済
建て直しのため、インフレ対策、補助金及び
経済構造改革等に着手した。

エルシーシ大統領の就任後、湾岸諸国
から125億米ドル、翌年にはIMFから120億
米ドルの融資や支援金を受けたことが、
エジプト経済の回復に寄与した。

ii. 政治・治安： エルシーシ大統領就任後、落ち着きつつある

出所：外務省、BBC、Al Arabiya, アジア経済研究所ウェブサイト等を基に作成

日付 主な出来事

2011年

1月25日 民主化を求める大規模な反政府デモが発生（「1月25日革命」）

2月 30年間政権に就いていたムバラク大統領が辞任

約1年半にわたりエジプト軍が移行過程を管理
（「第1移行過程」）

2012年
6月 選挙の結果、ムスリム同胞団出身のムルスィー候補が勝利、大統

領に就任

12月 宗教色が強く、議会権を制限する新憲法成立
IMFは約48億米ドルの融資プログラムを延期

2013年

1月 大規模な反政府デモが発生、多数の死傷者が発生

7月 軍が介入しムルスィー大統領を解任、マンスール暫定政権が成立

約1年にわたりエジプト軍が移行過程を管理（「第2移行過程」）

8月 暫定政権反対派によるデモが発生、多数の死傷者が発生

以後、テロ、デモが散発、経済は低迷
米国は約13億米ドルの支援金を停止

2014年
1月 国民投票を経て、修正憲法施行

5月 選挙の結果、エルシーシ元軍司令官が大統領に就任

2015年
5月 湾岸諸国は約125億米ドルの支援を発表

10-12月 議会選挙実施

2016年
1月 議会成立

11月 IMFは120億米ドルの3年間融資プログラムを承認

2．調査結果
a. エジプトの政治・経済・社会状況
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iii.  経済：通貨の切り下げが市民生活にも影響

エジプトのGDP成長率（%）

出所：国際通貨基金 出所：エジプト中央銀行

米ドルの為替レートの推移（EGP/USD） インフレ率の推移（%）

出所：エジプト中央銀行

政治混乱ムバラク政権
エルシーシ
政権

2016年11月に為替
自由変動相場制へ
移行、米ドルが高騰

経済構造改革
通貨の切り下げ等
インフレ高騰

 2011年以降の政治混乱期ではGDP成長率は低迷している。2014年以降、政治混乱の終息に伴い、経済も徐々に回
復基調にあり、2020年には6%近い成長率が見込まれている

他方、エルシーシ大統領は就任後、経済構造改革に着手。2016年11月にエジプトポンドを切り下げ、為替自動変動相
場制へと移行し、燃料補助金改革等を実施した。

穀物や食品の輸入価格高騰の他に、エジプトポンドの減価によりエネルギー価格が上昇し、それに連動して全体的な
物価も高騰した。その中でもとりわけ、青果物のインフレ率は40％を超え、庶民の生活は厳しさを増している。

2．調査結果
a. エジプトの政治・経済・社会状況
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iv.  食品加工業：国内外向けの食品加工業は拡大基調にある

エジプトの加工農産品の輸出割合の推移

出所：国際連合食糧農業機関 出所：エジプト投資・フリーゾーン庁

食品加工企業の推移

エジプトの農林水産分野の貿易収支は恒常的に輸入超過である。しかし、近年では農産品の輸出が増加傾向にあり、
特に人件費及び通貨安の影響で生産コストに競争力がある。

主な輸出品目は青果（トマト、タマネギ、柑橘類、ブドウ等）であり、一定の加工（乾燥、冷凍等）が行われている。農産
加工品の輸出は増加傾向にある。

国内向けの食品加工業も発展している。輸入食品価格の高騰に呼応し、国内で食品の加工業が進行し、食品加工企
業は2016年に5,498社を数える。主な加工品は小麦粉、砂糖、油脂類、パスタ、トマトソース、乳製品（チーズ等）など
である。
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v. 食品分野における軍の存在：存在感が大きく、民間企業からの信頼を得ている

出所：土屋一樹「エジプトにおける軍の経済活動」中東レビュー Vol. 2, 2014-15、及び各社ウェブサイトより編集

軍関連企業の農業分野事業

 1970年代以降、軍の経済活動が拡大し始め、ムバラク政権退陣後でもその傾向が続いている。その規模は最大で
GDP比で40%に達するといわれている。

軍需産業以外では、一般消費財、農業、インフラ建設分野にも進出し、軍需産業省の他に、アラブ工業化機構（AOI）
及び国家サービス事業機構（NSPO）が主な生産機関である。NSPOは特に農業分野に強い。

軍の経済活動は完全に行政府の管轄外となっているため、予算計上が他機関より容易にでき、さらに生産財の輸入
許可も不要で、各種税金も免除されている。

現在では、GOEICやアレクサンドリア港湾局などの貿易に関わる主要ポストは軍出身が担っており、行政府への影響
力が非常に強い。

外資系企業や地場企業と連携しインフラ整備も主導している。経済活動及び裁量の自由度が大きいため、事業実施
が迅速で、着実に行うことが出来ると、エジプトの民間企業からの信頼が高い。

機関名 農業分野

軍需産業省（Ministry of Military 
Production) 農業用機器製造

アラブ工業化機構（Arab Organization 
for Industralization） 有機肥料生産

国家サービス事業機構（National 
Service Projects Organization)

土地開拓事業、穀物（小麦、大麦、とうもろこし）及び青果の生産、食
品加工（ミネラルウォーター、マカロニ、ジャム、ジュース、オリーブオ
イル等）、水産養殖、牧畜、有機飼料及び肥料生産、養蜂、養鶏、養
殖、冷蔵機器や倉庫の販売

2．調査結果
a. エジプトの政治・経済・社会状況
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２．調査結果
b. 食品流通制度（フードバリューチェーンの状況）
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マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

課題

生産 加工

 国内外向け青果種子の需
要が増し、市場が拡大傾
向

 農機具市場は中国製や中
古品が多く、価格重視で
ある

 種子の輸入は登録制だ
が、原則自由

 輸入種子協会が存在、農
機具関連協会は存在しな
い

 種子の大手輸入業者は約
10社、大手外資系は現地
に事務所あり

 農機具の大手輸入業者は
4社程度、外資系は現地
事務所無し

 露地用トマト、キュウリ、メ
ロン種子に需要あり（高温
対応品種）

 農機具は大手生産者のみ
需要、コメ農家は小規模、
購買力が低い

 中東・EU向け農産品（生
鮮・乾燥・冷凍）の輸出が
大きく拡大

 食品加工用機材の輸入は
増加、国内生産はない

 食品加工業者はメーカー
から直接輸入

 輸入は自由（特段の規制
等は無し）

 消耗品・単純機材は中国
産、中程度の品質は伊・
西製、高品質な機材はオ
ランダ、ドイツ製

 センサー付き選果機、や
糖度計に対するニーズは
ある（大手企業）

 乾燥技術、IQFや長期保
存技術に対する関心高い

 ジュース、乳製品、食肉分
野の大手企業は増産傾向

 大手企業が自前の低温流
通網（輸送、加工、保管）
を構築

 メーカー → 据え付けコ
ンサルタント（エージェン
ト） → 工場

 産業用冷蔵機器では
GEA社（ドイツ）が圧倒的
なプレゼンスを保有

 日本の大手メーカーもエ
ジプトに事務所あり、現地
大手企業に納品実績あり

 機材の価格が高いため、
既存機材の買替えよりも
増産時の新規需要が高い

 エジプトポンドの下落によ
り、生産者は輸入機材の
コスト削減に動いている

 国内人口の増加に伴い、
消費が拡大傾向

 通貨下落により、輸入食
品の価格が上昇

 国内加工向けの需要が高
まっている

 近代的小売業が増加傾向

 専門輸入業者、卸業者が
多く、複数の品目を扱う業
者が少ない

 大手小売店は所得別に大
別されており、調達方法は
様々

 水産品（缶詰）では
Mansour社が最大手

 インスタントヌードルはイン
ドミーが市場をほぼ独占

 高級食材輸入・卸業者は3
社程度

 大衆向け商品では価格が
最優先、そのため国産品
の需要が高まっている

 少量、小サイズが好まれ
る（サンドイッチ用等）

流通 販売

 市場投入まで輸出業者の
コミットメント必要

 日本製農機具は圧倒的に
高価

 エジプト政府の支援は限
定的

 歴史的に欧州企業・市場
との関係が強い、シェアの
切り崩しが困難

 EUとのFTAで税制優遇に
より相対的に日本企業の
競争力が低下

 日本メーカーの存在は知
られていない

 既にGEAの存在が知られ
ているため、シェアの切り
崩しが難しい

 国産品との価格差が拡大
（通貨下落後）

 少量の場合は混載が必
要、輸送費が高い

 EUとのFTAで税制優遇に
より相対的に日本企業の
競争力が低下

外食産業

 「アジア系」レストランの人
気が高くなっている

 通貨下落により、輸入魚
の価格が上昇

 KFC等の外資系は既に進
出

 ショッピングモールに出店
の場合、様々な許認可は
モール側で取得

 国内で調達できるものは
国内、無理なものは輸入

 中東料理レストランは全
体の44%を占め、個人店
のシェアが最も高い

 KFCなどは中東の企業と
連携して市場に参入

 市場は拡大傾向だが、安
価な料理店が増加

 テイクアウト / 宅配サービ
スは拡大

 日本料理は高所得層に人
気

 許認可取得は複雑
 輸入食品価格が高騰
 大手及び高級食材輸入業

者以外では、コールド
チェーンは未整備

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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i. 生産（投入財）：種子

項目 詳細

マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 戦略的作物（小麦、コメなど）を除き、輸入が大半を占める。
 国内・海外向けともに需要が増しており、市場が拡大傾向にある（2015年青果種子市場は7,900万米ドル）。
 国内向け及び輸出向けに使われる品種は同じである（グレードが異なる）。
 日本の種苗メーカーのシェアは13％である（1,000万米ドル）。
 種子業界は価格志向ではない（単収等の要件が最も重要な判断基準）。

 輸入業者 → 種苗会社 / ディーラー → 小売業者 → 生産者
 輸入は登録制だが自由（特段の規制等はない）
 新しい品種の導入から市場投入までの所要期間は約2－3年である（試験栽培、登録などが必要）。
 輸入種子協会がある（加盟企業46社）。

 エジプト企業では、GAARA、Fine Seeds International等約10社が大手である。
 シンジェンタ（スイス）、モンサント（アメリカ）、ライク・ズワン（オランダ）等の大手グローバル企業はエジプトに事務所があ
る。

 日本大手メーカーの種子が既に輸入されており、品質に対する評価が非常に高い。

 トマト、キュウリ、メロンへの需要が高い。特に露地用、TYLCV（トマト黄化葉巻病）等の病害に耐性があり、高温
（40-50℃）での栽培に向いている品種への需要が高い。

課題
 試験栽培から市場投入までの間、輸出業者のコミットメント（情報提供や緊密な連絡体制等）が必要である。
 外資大手は既に現地事務所があり、プロモーション活動（値引きセールス等）を通じて販売拡大に積極的である。
 日本のメーカーに対する評価が高い一方、「日本産」の種子に対するこだわりは特にない。

生産 加工 流通 販売 外食

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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i. 生産（投入財）：農業機械

項目 詳細

マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 トラクターは、安価な中国製、中高品質のイタリア、スペイン、トルコ、高品質な米国、オランダ製と概ね区分される。
 国内生産（組み立て）も一定程度のシェアを持っている。
 近年市場は拡大していない（約3～4億米ドル）。
 中古農機具の輸入は自由であり、市場は価格重視となっている。
 日本メーカーの評判は非常に高いものの、価格が他国メーカー品と比べると数倍高く、取り扱いが少ない。

 輸入業者 → ディーラー / 生産者
 輸入は自由だが、エジプトの基準に合致しなければならない。
（部品の品揃えの際、チェックが行われ、輸入に時間がかかる）

 農業機械専門の協会は存在しない。大手輸入業者は4社程度である。

 エジプト企業：Tanta Motors, New Motors, ECAD, Trans Orient
 外資系企業の現地事務所はなく、エージェントを通じて流通している。
 Daltex社は、KR-2プロジェクト（日本の無償資金協力）を通じて日本産農機具の輸入実績があるが、プロジェクト終
了後は皆無である。

 一般的に価格の安いものが優先される。
 高品質な農機具の買い手は大手生産者のみである。（デルタ地域を除く中・上エジプト地域）
 需要が高い品目は輸出用作物である。
 コメは零細生産者が多く、購買能力が低いため、コメ栽培関連の機材に対する需要は少ない。

課題

 価格差が3-4割増であれば、大手生産者は購入余地があるが、日本製品の価格は他国メーカー品の約2-3倍と差が
大きい。日本メーカーからのアプローチは乏しく、ヨーロッパ、トルコ、中国の商品で市場が満たされている状況であ
る。

 エジプトポンド下落により輸入市場がさらに悪化している。
 エジプト政府からの農機具の購入支援等は皆無である。

生産 加工 流通 販売 外食

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

2．調査結果
b. 食品流通制度（フードバリューチェーンの状況）
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青果種子のシェア（金額ベース、2015年）

生産 加工 流通 販売 外食

出所：エジプト輸入種子協会

播種用種子の輸入推移（百万米ドル）

出所：ITC

主要青果の収穫期一覧

出所： HEIA 、キュウリ、スイカ、タマネギ、ニンジン及びレタスはFAO crops calendar

生産期以外の時期は品薄となり、価格が上がるため、端境期に生産可能な種子に対する需要が高い。

 トマトは通年栽培が可能だが、夏季には品薄となり、価格が高くなる。高温でも栽培可能な品種に対する需要が高い。

露地栽培の作物が多く、露地栽培向けの品種が好まれる。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

i. 生産（投入財）：露地栽培、高温対応の品種の需要が高い
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生産 加工 流通 販売 外食

農業機械の輸入額推移（百万米ドル）

出所：ITC

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

i. 生産（投入財）：農機具は中国製や中古品が多く、価格重視である

エジプトにおける農機具の輸入市場規模は3~4億米ドルで推移し、近年横ばいで推移している。
 トラクターが最も大きなシェアを占める。

大手輸入業者は4社程度であり、中品質の南欧系、高品質な北欧・米国系のメーカーを主に輸入している。他方、中国
製や中古品の輸入業者も存在している。
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2．調査結果
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ii. 加工：輸出用食品加工機材（選果機等）

項目 詳細

マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 欧州・中東向けの農産品（生鮮、乾燥、冷凍青果）の輸出が大きく拡大している。
 季節性の違いやエジプトポンド下落等の要因もあり、今後も拡大する見込みである。
 新規参入の企業も増え、業界は品質保証のためのルール作りに着手している。
 食品加工用機材の輸入は増加している。
 国内生産は無し。

 食品加工業者が機材メーカーから直接輸入している。
 輸入は自由（特段の規制等は無し）である。
 EU産はFTAにより有利な条件で輸入が可能である。

 品質・価格の面ではイタリア製の機材が多い（メーカー多数）。
 消耗品または単純な機材は中国製が多い（メーカー多数）。
 高度な技術（センサー、糖度計等）及び高価格帯の機材はドイツやオランダ（Aweta社）製が使われている。
 日本メーカーは知られていないが、欧州メーカー機材の中に日本製のものも入っている（柑橘類糖度計等）。

 大手生産者は高品質な機材に関心が高い（センサー付き選果機、糖度計等）。
 単純な選果機等の機材の場合、価格が重視される。
 中小生産者向けには小型な選果機の需要が一定程度ある可能性はあるが、価格が重要なポイントとなる。
 乾燥技術、IQFや長期保存技術にも関心がある。

課題

 比較的低価格な中国、イタリア及びトルコ製等の製品で市場が満たされている。
 欧州向けの輸出が多いため、欧州の機材メーカーとの接触も多い。個人的な付き合いでの取引がみられる。
 日本メーカーの存在はほとんど知られていない（ただし日本製品への関心・信頼は高い）。
 輸入関税が発生する（2-5%）。EU諸国はFTAで関税無しのため、日本メーカは競争上不利である。

生産 加工 流通 販売 外食

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

2．調査結果
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食品産業機械輸入の推移（百万米ドル）

出所：ITC

輸入先国の割合（2016年）

出所：ITC

 ベーカリー、パスタ、砂糖、菓子類製造用機械の輸入が最も多く、穀物用製粉、乾燥機の輸入も増加傾向にある。
 欧州、中国、トルコは全体の約8割のシェアを占める。
 農産物向け洗浄、選果機はスペイン、イタリア、オランダ製が最も多い。
 輸入関税率は2~5%だが、EU、トルコ及びスイスはFTAにより、有利な条件で輸入している。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

ii. 加工：輸出用食品加工機材（選果機等）
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ii. 加工：輸出用食品加工機材（選果機等）

Domty社の容器充填機材（テトラパック社）

Domty社のパッキング機材（テトラパック社）

Juhayna社の低温発酵機材（GEA社）

Juhayna社のパッキング機材（Krones社）

生産 加工 流通 販売 外食2．調査結果
b. 食品流通制度（フードバリューチェーンの状況）
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iii. 流通（コールドチェーン）：冷蔵・冷凍機器

項目 詳細

マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 冷蔵・冷凍食品の普及により、コールドチェーン（輸送、保管、加工）の需要が高まっている。
 国内向けのジュース、乳製品、食肉分野は拡大傾向にあり、大手企業は増産傾向にある。
 企業が自前の定温流通網（輸送、加工、保管）を開発しており、ロジスティックス会社は数社程度である。
 扱う側の知識とノウハウの問題があり、うまく利用されていない。

 機器メーカー → コンサルタント/工事業者（エージェント） → 工場等のエンドユーザー
 コールドチェーン協会は存在するものの、目立った活動を行っていない。

 GEA社（ドイツ）の市場におけるプレゼンスが高い。現地に事務所があり、冷凍機のみでなく、食品加工に必要な
様々な機材を提供しており、メンテナンス等でも顧客との強固な関係を築いている。

 （株）前川製作所はエジプトに現地法人を設置し、Juhayna、Domty等の大手ジュースメーカーに製品を
（コンサルタントや工事業者を通じて）納入しているが、欧州メーカーと比較するとプレゼンスは小さい。

 大手企業の増産傾向と符合して冷凍機の需要が高まっている。
 機材のコストが高いため、既存の機材を買い替えるよりも増産の際に新規で購入する需要が高い。
 エジプトポンドの下落により、生産者は輸入機材のコスト削減に動いている。
 ターンキー等の高付加価値プロジェクトや、納入後のサービスへの期待が高い。

課題
 既にGEA等の欧州メーカーが確固たる地位を築いているため、良質な工事やサービスとセットでないと
シェアの切り崩しが難しい。

 日本メーカーの存在はほとんど知られていない（知る機会がない）。

生産 加工 流通 販売 外食

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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生産 加工 流通 販売 外食

コールドチェーンは、大手企業を中心に整備されつつある。輸入港から消費地までの一貫した定温管理が可能な企業
はあるものの、チェーン全体を通して、定温管理に関する知識・ノウハウの問題が指摘されている。

近代的なスーパーマーケットでは冷蔵・冷凍食品の陳列棚があり、定温倉庫も整備されている。他方、小売業の大半
を占める伝統的な小売市場ではコールドチェーンが未整備のままである。政府からの支援策は限定的との指摘がある。

設備機材の大半は欧州製である。買替需要より新規設需要の方が高い。また、近年では節電意識が高まっているが、
他方、現状の電力価格は世界的に安価な部類に入り、日本の高額な省エネ技術の導入には困難を伴う。

iii. 流通（コールドチェーン）：大手民間企業主導で整備されつつある

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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Domty社の冷蔵倉庫
（イタリア製設備）

Domty社のリーファー車

Juhayna社の冷蔵倉庫（日本企業の機材も一部納入） 小売店の冷凍食品コーナー

街頭の売店でも各社提供の冷蔵庫を設置

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

iii. 流通（コールドチェーン）：冷蔵・冷凍機器の例

生産 加工 流通 販売 外食2．調査結果
b. 食品流通制度（フードバリューチェーンの状況）
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サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 輸出業者 → 輸入業者 → 卸業者/小売業者 → HORECA・消費者
 欧州産はアレキサンドリア港湾から入るものが多く、アジア産はソクナ港が多い。
 輸出業者と輸入業者の仲介を行うトレーダーも存在する。

 輸入は自由であり、輸入業者が複数存在する。（冷凍・冷蔵ともに）
 Midseasというトレーダーは大量の冷凍魚を輸入している（日本サバは3年間で1,600コンテナを輸入）。

 人口増加に伴い、サバは引き続き需要が高い。
 大衆向けには安価な魚の需要が高く、特に小ぶりが好まれる（例：ボラは300-400g）。
 ボラ、イワシ、アジ、ニシンといった魚の需要はあるが、価格次第である（例：イワシは300-500 USD/ton）。
 冷凍ハマチはサーモンとテクスチャーが似ており、受ける可能性がある。

32

iv. 販売・小売市場：水産物（冷凍）

項目 詳細

マーケット

 市場全体は拡大傾向にある。
 輸入品は国内で生産できないものが中心である。
 サバは太平洋及び大西洋サバが輸入されており、割合は約9：1である。大西洋サバは燻製用で割高であり、太平洋サ
バはグリル用で安価なため大衆向けとなっている。

 加工品（燻製、パッキング、カット、シーズニング）の需要はHORECA（ホテル、レストラン、カフェ）向けに増加傾向にあ
る。

課題

 価格とサイズなどの要件に対応する必要がある。
 支払い条件（前払い30％/銀行への船積書類の引渡し後70％が通例）に対応する必要がある。
 大手輸入業者でも、信頼関係がないと取引が成立しないこともある。
 高級魚（サーモン等）は他国産が安く、「日本産」に対するこだわりはない。
 賞味期限に注意する必要がある（製造から６ヵ月以上）。
 日本からの輸送費は高い。特に地方港から東京までの輸送費が高額である（例 仙台→東京は2,000 USD/コンテナ）。
 1コンテナに満たない場合は混載が必要である（ヨーロッパに輸出し、他品目と混載している業者が存在）。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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iv. 販売・小売市場：大衆魚であるサバを中心に輸入量は増加傾向

出所：国際連合食糧農業機関

冷凍魚の輸入推移（千トン）

水産物の需給状況（百万トン）

出所：ITC（2015及び2016年は暫定値）

出所：ITC

魚種別輸入割合（重量ベース、2014年）

輸入関税率 0%

VAT（付加価値税） 0%

日本→エジプト輸出時の所要日数（平均） 28-30日

平均輸送費（リーファーHCコンテナの場合） 3,200 – 3,500 USD

日本からエジプトに冷凍魚を輸出する際の税金・所要日数及び輸送費

出所：World Tariff、グリーントレード・イニシアチヴ（GTI）

 国内の旺盛な需要に伴い、サバを中心とする遠海魚の輸入が今後も続く見込みである。但し、価格競争力と供給力
が重要である。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

67%

12%

12%

1%
1%

7% サバ

その他のタラ科、メルルーサ

科等
ニシン

イワシ

ハリバット

その他

2014 2015 2016

サバ 644 1,298 684

その他のタラ科
メルルーサ科等

1,425 2,032 1,757

ニシン 1,147 1,097 1,036

イワシ 745 777 589

出所：ITC （2015及び2016年は暫定値）

輸入単価の推移（USD/トン）
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小売用冷凍フィレ（バサ、ベトナム産）

表示方法（賞味期限は製造後６ヵ月以上）

市販されている冷凍水産加工品冷凍水産加工品の成分表示

iv. 販売・小売市場：小売用冷凍商品の例
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iv. 販売・小売市場：水産物（缶詰）

項目 詳細

マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 国民に広く受け容れられており、市場は拡大傾向にある。
 価格の安いツナ缶（フレーク、チャンク、ソリッド等の種類が存在）は最も人気が高く、サバ、イワシが続く。

 輸入業者 → 卸業者 → 小売業者
 水産物専門の業者が多く、大量に缶詰を調達している。
 欧州産はアレキサンドリア港湾から入るものが多く、アジア産はソクナ港が多い。

 輸入は自由であり、複数の業者が参入している。
 「Sunshine」ブランドのMansourグループが最大手である。
 ほとんどの商品はタイ産であり、輸入業者は買い付けを直接行い、現地工場を視察している。

 価格が最も重視される（タイ産サバ缶120gの輸入価格は16-21 USD/50缶、卸価格13EGP以下でないと売れないとの声も）。
 小型の缶は小売り用で人気が高く、大型は業務用であり、一定の需要がある。
 植物油または水煮の缶詰（サンドイッチに挟む用）が主流である。トマトソースは好まれない。他方、オリーブオイル漬
けは付加価値が高い。

 価格重視であるものの、外国産の高価な商品もあり、「日本産」であれば、一定の需要がある（ただし価格次第）。

課題
 缶詰製品は大衆向け製品のイメージが強く、付加価値を付けにくい（イージーオープナー等は不要）。
 エジプトポンドの下落により、安価な商品がより好まれるようになっている。
 モロッコなどはアラブFTAで免税される。EUとのFTAでは免税の対象外である（キャビアを除き、MFN関税率は5%)。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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缶詰魚の輸入推移（千トン）

出所：ITC

缶詰製品の小売価格

*1: Carrefour実店舗、*2: Gourmet Egyptウェブサイト
出所：Knockmartウェブサイト

 大型店舗または高級食材店、オンライ
ンショップではタイ産以外の缶詰製品
を販売。価格はタイ産より数倍高い。

スーパーにおける缶詰製品の陳列棚

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

iv. 販売・小売市場：缶詰水産品は大衆向けであるものの、一定の高級輸入製品（John West等の欧米ブランド）がある

「Sunshine」（エジプトブランド、タイ産）

フレーク 150g 9.5 EGP （約61円）

チャンク 150g 17.5 EGP （約112円）

ソリッド 160g 17.75 EGP （約114円）

「John West」（英国ブランド、ポルトガル産）

チャンク 170g 29.5 EGP （約189円）

ソリッド 170g 44.25 EGP （約283円）

「Sunshine」（エジプトブランド、タイ産）

350g（植物油、水煮） 17.5 EGP （約112円）

145g（植物油、水煮） 6.0 EGP（約38円）

「Bumble Bee」（米国ブランド、米国産）*1

115g（大豆油） 34.75 EGP（約222円）

「Sunshine」（エジプトブランド、モロッコ産）

植物油 125g 10 EGP （約64円）

「John West」（英国ブランド、ポルトガル産）*2

植物油 120g 56.00 EGP （約358円）
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iv. 販売・小売市場：インスタントヌードル

項目 詳細

マーケット

サプライ
チェーン

プレイヤー

需要

 価格が安く、大衆層にも消費されている。
 市場は拡大傾向にある（一人当たりの消費量は年間約2.2食）。
 現行品のインドミー（インドネシア）は、添加物等で健康に悪いイメージがSNSを中心に広がっている。
 現行品は国内生産であり、輸入は少ない。

 1社（インドミー）が国内で生産している。
 富裕層向けスーパーでは、少数ながら米国から輸入された日本メーカーの製品が販売されている。

 インドミーが市場をほぼ独占している。
 チキン、シュリンプ、ビーフ、ベジタブル等の種類が小袋またはカップの形態で販売されている。
 東洋水産（米国産）及びFF（タイ産）は中高級スーパー（Seoudi）で販売されている。
 大手大衆向けスーパー（BIM社）は健康に対する悪評が原因で、インドミーを取り扱っていない。

 複数パックやカップよりも小袋が多く流通している。
 健康面のアピール（減塩、少ない添加物等）により、一定の評価を得る可能性がある。

課題
 インスタントヌードルに対するマイナスイメージが存在している。
 外国産と国産との価格差が大きい（国産小袋 2.5 EGP（≒16円）、外国産小袋 13.75 EGP （≒88円） 。
 輸入した場合の関税は30%に加え、輸入許可が必要である（GOEICの登録対象品目である）。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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小袋 カップ麺

インドミー（国産）
2.5 EGP 
（約16円）

6.95 EGP
（約45円）

FF（タイ産） ― 31.50 EGP
（約202円）

Maruchan（米国産） 13.75 EGP
（約88円） ―

出所：インドミーはカイロ市内売店、FF及びMaruchanは高級スーパー
マーケット（Seoudi)

 インドミーは、エジプト企業と合弁会社SAWATAを2007年に設立し、2009年から現地生産を開始した。
 日産量は約120万食、全て国内向け。国内消費量は、年間約2.1億食（2016年）、4年前に比べ消費量は40%増加し

ている。
 インスタントヌードル（HSコード 1902.30）の輸入関税率は30%、EU、アラブ諸国、COMESA、トルコ等はFTAで

輸入条件が優遇されている。輸入の場合は保健省の許可、GOEICの登録が必要である。
 近年では、SNSを中心にインドミー商品に体に悪い添加物が使われているとのマイナスイメージが広がっている。

出所：World Tariff, Financial Times, Skalanews, Indomieウェブサイト

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

iv. 販売・小売市場：国内生産のインスタントヌードルは圧倒的な存在であるものの、近年ではイメージが悪化

インスタントヌードル別小売価格の比較
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インドミー社のインスタントヌードル（チキンカレー、シュリンプ、ベジタブル）

小売店の売り場の様子インドミー社のカップ麺 高級小売店で販売されるタイ産インスタントヌードル
（タイのハラール認証付き）

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）

iv. 販売・小売市場：エジプトで販売されるインスタントヌードルの例
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マーケット

 人口拡大により、加工食品の消費は増加傾向にある。
 大衆向けは価格重視、高所得層（人口の4-10%）は国やブランドのイメージで購入する傾向にある。
 エジプトポンドの下落により、大衆向けの加工食品は現地生産にシフトしている。
 日本料理の食材はHORECA向けであり、一般消費者までは浸透していない。
 近代的小売業が増加傾向にあり、様々な加工食品を扱っている。

40

iv. 販売・小売市場：その他の加工食品及び小売市場

項目 詳細

サプライ
チェーン

プレイヤー

 専門輸入業者、専門卸業者が多い（複数品目を扱う業者が少ない）。
 輸入加工食品によってはGOEICへの登録が必要である。
 高級食材を扱う輸入業者及び小売店は少ない。
 大手スーパーマーケットの流通構造はさまざまである：
 Carrefour、Metro → 直接輸入 BIM → 5社の流通業者から調達

 高所得層向け輸入業者はPremiere Food Service、AM Foods（Gourmet Egypt）、Midoである。
 その他業務用輸入業者は多数存在している。
 スーパーマーケットは所得層毎に大別される：
高所得層： Gourmet Egypt 中所得層： Carrefour、Metro, Seoudi 大衆向け：BIM、Kasyon

 関税を回避するため、日本ブランドの醤油はオランダ産である（関税0%）。

課題

 賞味期限（最低9か月以上を求められる）。日本産の場合は輸送期間が長いため、注意が必要である。
 日本からの輸入の場合、関税が発生する（EUはFTAにより関税が優遇）。
 コンテナを埋めるのに満たない少量輸入の場合、混載が必要となる。
 GOEICへの製造拠点の登録（後述）が必要な商品がある。
 食肉の場合、原産国でのハラル認証が義務付けられている。

需要
 HORECA向け商品の需要はある。
 小売り用では安価な商品（中国産、国内産）が出回っている。
 緑茶（40g ティーバッグ）の消費量が多く需要はあるが、他国産と同じ価格帯が求められる。

平成29年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（アフリカ）
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