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日時 2017 年 6 月 22 日（木曜）09:00～ 

訪問先 茶畑 

面談相手 茶農家 Mr. Bitwal 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. 訪問目的：茶畑の視察 
 Kasaku Tea Ltd の契約農家 
 広さは5エーカー 
 5人の契約農家がいる（Mr. bitwalはその一人） 
 
2. 生産 
 肥料は使用。 
 農薬は不使用 
 植えて4年くらいしてから収穫を開始。 
 
3. 収穫 
 収穫は月二回Kasaku Teaの従業員がトラックで来て行う。 
 収穫量：一回2.5トン程度（月5トン） 
 収穫には茶摘の背負うタイプの機械を使用。業者が機械を持参。 
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＜補足調査事項：グリーンティー市場＞ 
非公式にJICAの職員やホテルからのヒアリングをもとに検証。 
 グリーンティーの需要について 
・都市部の中間層以上を中心に健康に対する

意識変化が起こっている。砂糖を入れな

いで飲むグリーンティーに対する一定の

ニーズがあり、高級ホテルではメニュー

に含まれ、スーパーの品揃えも豊富。 
・輸入物はLipton、Twining等欧米、もしく

は中華系マーケットで中国製が手に入

る。 
・国産は大手3ブランドおよび中小規模ブランドが存在するが、品質の面から輸入物が人

気。 
 販売価格 
国産：4000~6,000シリング（1.4~1.7米ドル） 
輸入物： 
 国産グリーンティーの課題 
・グリーンティーと表示されているが茶色い 
・収穫後の処理ノウハウがない（茶葉としてはグリーンティーの生産可能） 
・ティーバッグの質が劣悪 
 

 
（茶葉がもれている）     （ひもが外れる）       （色が茶色） 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水曜）14:00～ 

訪問先 JICA 

面談相手 所員村上峻一、所員 山上啓介、企画調査員 佐藤明子 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. 現状報告と新担当者への挨拶 
 村上様が企画部へ異動になる。 
 新担当者山上様のご紹介。アフリカは初めて。 
 
2. 農業関連 
 細川製作所の中小企業支援プロジェクトは 6 月末まで。最終報告次第で次の展開が決

まる。ポストハーベストは引き続き大きな課題で、市場がないわけではない。11 月の

セミナーに機械を出すことは可能だが細川社次第。 
 
3. 漁業について 
 エジプトで内水面養殖のセミナーがあった 
 ウガンダの漁業は進んでいるとされている。成功要因としては、民営化とエサの流通

と聞いている。 
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日時 2017 年 6 月 22 日（水曜）16:00～ 

訪問先 Kampara Protea Hotel 

面談相手 Food and Beverages Manager, Mr. Yusuf Ndawula 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. ホテル概要 
カンパラ市内の 3 番目の高級ホテル 
客室数 70 
会議室 6（最大 200 人収容） 会議室の料金は一人 40 ドル～ 
 
2. 食材の調達について 
国産の食材を多く使っている。 
 穀物：ライスはインドからの輸入のみ 
 食肉：ラムは輸入 
 乳製品：国産。バターの供給は不安定。以前バターは南アフリカから輸入していた

が、大統領がバターの輸入をライセンス制にしたため、現実的に輸入は難しい。 
 果物：オレンジだけエジプトから輸入。他のフルーツはローカル 
 茶：国産（ムクワノ社）。質の良い国産の茶には関心がある。 
 
3. サプライヤーを選ぶ基準 
・財務的な信用 
・安定した供給量と質 
・入札はしてない 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金曜）11:00～ 

訪問先 Africana Hotel 

面談相手 General Manager Mr. Harrison Njoroge 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. セミナー会場予定先 
ロジの調整 
 
2. 食料調達について 
 新規で必要なものは新聞等に tender を出して、業者からの入札で決めている。業者

との癒着を防ぐため調達の最終決定は Tender comitte が下す。 
 供給量と質の安定が一番重要なため、必然的に輸入が増えている。 
 食料品は 20ft コンテナでドバイやパキスタンから輸入。 
 コメはパキスタン。数ヶ月に一度まとめて輸入する。国産は味もそうだが、この量を

まとめて調達できない。 
 茶はロンドン、ケニアから。グリーンティーはケニア。 
 現在サプライヤーは 20 社程度 
 乳製品は国産の JESA 
 

 
（セミナー予定会場） 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金曜）14:00～15:00 

訪問先 Food & Beverages（Movit Products Limited の子会社） 

面談相手 Business Development Executive, Mr. Stuart Birungi 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

飲食品加工会社へのヒアリング 

 

2. 会社概要 

Food & Beverages (F&B)社は、1999年創業のウガンダの化粧品最大手会社Movit Products 

Limited (MPL)の新規事業会社。2017年より加工食品分野に進出を目的にF&B社を立ち上

げ。 

Mr. Birungi氏は創業者の息子で、まだ大学に在学中だが経営にも関与している。 

 

3. 事業内容 

食品事業に新規参入した動機は、食料需要の増大から。ローカル市場の中での高品質な商

品提供を目標にしている。輸入商品と競争する気はない。 

 

4. 主要商品 

・エナジードリンクの製造販売 

・ミレット、ソルガムを原料にしたブシェラ（現地食品）の生産販売 

・フレッシュジュース(本年9月から稼働) 

 

5. 流通 

・ホテル、バー、レストラン、ホールセールマーケット(チクボ)で販売。 

・化粧品用の流通網を活用して、中間業者を通さないようにしたい。 

・信頼のおける業者を通さないと盗難リスクや契約条件でもめる可能性が高い。 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金曜）16:00～ 

訪問先 Katlan Aagency 

面談相手 Manager Director Mr. Rolence  

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
Katlan ブランドでコメととうもろこしの加工販売を行う小規模食品加工会社。創業 5 年

目で従業員は 8 名。 
 
1. 仕入 
・WST から輸入米を購入。パキスタン米。 
・スパイスは 400kg をまとめて業者から購入 
 
2. 加工・機械 
・機械はリース 
・インド製機械でパッケージは加工 
 
3. 流通 
・スーパーマーケット 5 店舗（shoprite、Mega、Taskeys 含む） 
・大手スーパーは買取の価格条件が厳しい。 
・掛金は毎月回収。この規模の小規模食品加工会社にとってはかなりの好条件。3 ヶ月に

一度という会社が多いと聞く。 
・小規模小売店だと、資金の回収期間は早いし融通がきくが、店がいつ閉店するか分から

ない。 
・ホールセールマーケットへは自分で売りに行く。 

 
（左：コメの加工商品、右：ビニールパックはドライヤーで手作業） 
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日時 2017 年 6 月 24 日（土曜）09:00～ 

訪問先 Urban by City blue 

面談相手 Procurement Manager Mrs Rean 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. ホテル概要 
・カンパラ中心部の37室の中規模ホテル 
・会議室1室 （50人程度） 
 
2. 調達 
 コメ；インド産バスマティライス。10,000~11,000UXG/kgと高価だが、インド資本の

ホテルなのでインド産を使用。イベント等のビュッフェには国産のスパ（アロマライ

ス）を使用。国産米は香りもしないし石や割れ米があるが安価なので使用。 
 乳製品：国産のみ。チーズの調達に苦労している。スーパーマーケットで購入してい

るが、品切れの時は輸入品を使用。 
 魚：サイズがバラバラで安定した調達ができない 
 茶：国産紅茶、緑茶はリプトン。国産が安ければ国産を買う 
 サプライヤーを選ぶ基準はないが、信頼性、供給の安定性、支払い条件、品質 
 果物は国産。パイナップルとパッションフルーツだけは絞ってフレッシュフルーツジ

ュースとして提供。 
 加工ジュースはケニア産 
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参考資料 
 チクボ地区ホールセールマーケット 
カンパラ市内にある穀物・飲料水のホールセールマーケット。一つの通りに多数の中間業

者が店舗を構えている。店舗を出すにはチクボホールセール組合に届けを出す必要があ

る。 
国外および各地から大型トラックやバイク（ボタボタ）で商材が運び込まれてごった返し

ている。多くの商材はこのマーケットを経由して都市部のスーパーマーケットから地方の

小売店まで輸送される。 

 
（ライスの輸入トラック）          （最大手の乳業業者 JESA の販売所） 
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