
花きの輸出戦略（案）
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1－1 花き（植木等と切り花）の産出額と輸出額の現状

 過去5年間で 花きの産出額は約930億円減少 過去5年間で、花きの産出額は約930億円減少。
 他方、近年国際的に極めて高い評価を得ている高品質な日本産花きの輸出の動きが一部で見られ、輸出額

は過去5年間で約30億円増加。特に、急速な経済成長を遂げるベトナム、中国向けの輸出が増加。
 国内需要が縮小する中、今後新たな販路を開拓し、輸出の動きを加速させることが必要。
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は植木・盆
栽を含む

(単位：億円) 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

ベトナム 2.2 10.7 35.8 28.1 43.2

中華人民共和国 10.0 6.7 6.3 9.1 18.1

香港 29.9 19.7 11.8 22.1 11.8

イタリア 4 4 3 0 3 7 2 8 2 9

花木類 734 320 293 277 426

鉢もの類 1,124 1,009 944 924 955

切花類 2451 2206 2136 2158 1996
イタリア 4.4 3.0 3.7 2.8 2.9

台湾 0.6 0.7 0.7 1.0 2.2

資料：統計部「生産農業所得統計」、生産局「花き類の生産状況等調査」、「花木等生産状況調査」

合計 4,309 3,535 3,373 3,359 3,377
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１－2 植木等と切り花の輸出の現状

 植木等（植木・盆栽・鉢もの）の輸出額は 約82億円で増加傾向 植木等の輸出額の割合は ベトナム 中 植木等（植木・盆栽・鉢もの）の輸出額は、約82億円で増加傾向。植木等の輸出額の割合は、ベトナム、中
国、香港、イタリアで全体の約９割を占める。ベトナムは過去５年間で約20倍に増加し、中国も倍増。統計
上は分類できないものの植木・盆栽の主な輸出先は中国やベトナム、鉢ものについては、香港、シンガ
ポール（ヒアリングによる）。

○過去5年間における植木等の輸出額の推移

 切り花の輸出額は、約１億円。過去５年間のトレンドで見るとほぼ横ばい。米国、中国、ベトナム、香港で輸
出額全体の約８割を占める。

○過去5年間における切り花の輸出額の推移○過去5年間における植木等の輸出額の推移 ○過去5年間における切り花の輸出額の推移
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２ 花きの輸出に関する市場可能性分析

 日本産の花きは高品質という評価。本産 花き 高品質 う評価。
 植木は、近年、急激に輸出量が増加したため、イヌマキなど一部の品目の資源が枯渇しつつある。
 鉢もの及び切り花については、輸出実績がある産地や生産者を除き、大半の産地や生産者は輸出のルー

トを開拓する知識や経験、需要者の嗜好などの情報がないため、輸出のモチベーションが低い。
 切り花は海外にそれほど輸出されていないことから日本産であるという認知度が低い 切り花は海外にそれほど輸出されていないことから日本産であるという認知度が低い。

植木 盆栽 輸出額が大きい国 ベトナム 中国 香港 イタリア
・高品質。
日本ブランドがほ

・高価である（原価＋輸送コスト）。
・近年、急激に輸出量が増加したため、イヌマキ

・ヨーロッパに日本産樹木流通の中
継地点として大手ナ セリ が集中

・輸出相手国の検疫リスク（不合格
による廃棄）

脅威重点品目 市場タイプ 重点国 強み 弱み 機会

植木・盆栽 輸出額が大きい国 ベトナム、中国、香港、イタリア ・日本ブランドがほ
ぼ確立。

近年、急激 輸出量 増加したため、イ キ
など一部の品目の資源が枯渇しつつある（中
国）。

継地点として大手ナーセリーが集中
（イタリア）。

による廃棄）。
・円高リスク。

・富裕層が増加してきている（ベトナ
ム 中国）

・輸出実績がある産地や生産者を除き、大半の
産地や生産者は輸出のル トを開拓する知識や輸出額が大きい国 ベトナム、中国、香港

ム・中国）。
・富裕層が多い。また、経由して中
国向けに輸出される（香港）。

鉢もの

・高品質。
・現地にない品種を
含め多品種を供給
できる。

産地や生産者は輸出のルートを開拓する知識や
経験、需要者の嗜好などの情報がないため、輸
出のモチベーションが低い。また、これらの情報
などを共有できるツールや体制が未構築。
・高価である（原価＋輸送コスト）。
・継続的な出荷に対応できる安定した供給が困

・輸出相手国の検疫リスク（不合格
による廃棄）。
・円高リスク。
・外国産との競合
・一部の輸出先国では品種保護制

輸出額が小さい国 シンガポール ・富裕層が多い。

できる。 継続的な出荷に対応できる安定した供給が困
難。
・認知度の低さ。アイテムを見ただけでは日本産
と判別できない。

部の輸出先国では品種保護制
度が未発達。

輸 が

輸出額が大きい国 米国、香港、オランダ

・富裕層が増加してきている（ベトナ
ム・中国）。
・富裕層が多い。また、経由して中
国向けに輸出される（香港）。

切り花

・高品質。
・現地にない品種を
含め多品種を供給

・輸出実績がある産地や生産者を除き、大半の
産地や生産者は輸出のルートを開拓する知識や
経験、需要者の嗜好などの情報がないため、輸
出のモチベーションが低い。また、これらの情報
などを共有できるツールや体制が未構築。
・高価である（原価＋輸送コスト）

・輸出相手国の検疫リスク（不合格
による廃棄）。
・円高リスク

輸出額が小さい国 シンガポール、カナダ

・富裕層が多い。
・近年切り花の輸出が増加。
・経由して東南アジア向けに輸出さ
れる機会がある。

含め多品種を供給
できる。

高価である（原価＋輸送コスト）。
・継続的な長期出荷に対応できる安定した価格・
数量の確保。
・認知度の低さ。アイテムを見ただけでは日本産
と判別できない。

円高リスク。
・外国産との競合。
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３ 目標と戦略

年ま 億 拡大
160 0 150 2020年までに150億円に拡大

120.0

140.0

160.0 150

重点国
重点品目

60.0

80.0

100.0 83 既存市場拡大型 新規市場開拓型

植木・盆栽 ベトナム、中国、香港、イタリア

重点品目

20.0

40.0
鉢もの ベトナム、中国、香港 シンガポール

切り花 米国、香港、オランダ シンガポール、カナダ

① 産地間連携による高品質・安定的輸出体制の整備（品種開発関係者、生産者、卸売市場等関係者が一体となった枠組みの構築）。

0.0
平成24年(2012年） 平成32年(2020年）

② 輸出関係者のコーディネートを行う人材の育成。
③ 統一規格やロゴ等によるジャパン・ブランドの浸透。
④ 見本市の開催等による効果的なPR活動の実施（鉢もの及び切り花については「Japanese Flower」等としてＰＲ、植木等については輸出品目の

拡大を図る）。
⑤ 輸出重点国・地域の有用情報収集、輸出ノウハウの提供。⑤ 輸出重点国 地域の有用情報収集、輸出ノウ ウの提供。
⑥ 長時間輸送に耐えうる鮮度保持技術の開発・普及。

⑦ 輸出環境の整備（知的財産保護、植物防疫上の条件整備）。

具体的なマーケティング：
（１）既存市場拡大型では 対象国の需要や消費ニ ズに即して 見本市でのデモンストレ ションの実施等によりトレンド性を持たせることで 日（１）既存市場拡大型では、対象国の需要や消費ニーズに即して、見本市でのデモンストレーションの実施等によりトレンド性を持たせることで、日
本産花きブランドの浸透と継続的な取引の拡大を図る。
（２）新規市場開拓型では、販売・市場実態調査の実施等により消費ニーズの把握に努め、海外からのバイヤーの招聘や見本市等により、日本産
花きを紹介する機会を提供する。
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