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は じ め に
健康志向の高まりから世界的な日本食ブームがおこり、海外では日本産の食材の品質が高
く評価されるようになりました。
それに従い、近年、日本産食材の輸出が盛んに行われるようになり、その輸出量も着実に
増加しています。日本産米も例外ではありません。

お米を主食とする、台湾、香港、シンガポールなどアジア諸国の他、お寿司の人気が高まっ
ているアメリカなどにも、米の輸出が行われており、おいしさはもちろんのこと、その品
質の高さも評価されています。
また、ロシアでも日本食ブームに火がつき、日本食レストランが増加するなど新たな日本
食市場として注目を浴びています。

一方、お米の輸出を手がけるには、輸出先国の市場や流通の把握、輸入規制、そして販売
方法などの基礎情報を得た上で計画を立てる必要があります。
このハンドブックは、輸出に取り組むための基礎知識から販売戦略まで、流れを追って紹
介しています。
お米の輸出を考えている方、そして、すでにお米の輸出を手がけられている方にとっても
役立つ情報を掲載しています。
あなたのおいしい日本のお米を海外へ。
日本産米販売の成功への第一歩としてお役立てください。

事業受託者　JTBコミュニケーションズ（旧社名ジェイコム）
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台湾 シンガポール 中国 米国 その他ロシア香港

2004年

408トン
115トン

99トン

155トン
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341トン
481トン
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30トン
17トン
10トン
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128トン
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63トン

183トン 18トン
6トン
23トン

63トン

北米
約10,000店

ロシア
約500店

中東
約100店

欧州
約2,000店

アジア
約6,000～9,000店

オセアニア
約500～1,000店

中南米
約1,500店

アメリカ
●ニューヨーク州：約 850 店
●ワシントン：約 200 ～ 600 店
●イリノイ州：約 200 店
●北カリフォルニア：約 850 店
●南カリフォルニア：約 1300 店
　カナダ
●トロント：約 250 ～ 300 店
●バンクーバー：約 500 店

ブラジル
●サンパウロ：約 300 ～ 600 店
　アルゼンチン
●ブエノスアイレス：約 600 店

イギリス
●ロンドン：約 350 店
　フランス
●パリおよび近郊：約 600 店

ロシア
●モスクワ：約 400 店～

韓国
●ソウル：約 5000 店
　中国
●北京：約 400 ～ 500 店
●上海：約 400 ～ 500 店
　香港
●香港：約 700 ～ 800 店
　タイ
●バンコク：約 700 店
　シンガポール
●シンガポール：約 170 店

オーストラリア
●シドニー：約 200 店

どうして今輸出に取り組むのか？1

海外に目を向けると世界的な日本食ブームであり、アジア諸国の所得水準の向上、新興国
を中心とした富裕層の増加などにより、日本食は一層拡がっており魅力的な市場が形成さ
れつつあります。
一方で国内市場は、少子・ 高齢化や人口減少により、量的には充足し、成熟化しています。
日本産米は、①安全であること、②高品質であること、③おいしいこと、などから、海外
で高い評価を得ており、年々輸出数量が伸びています。

1 現在の環境

※資料：財務省「貿易統計」

お米の輸出数量の推移

各国の日本食レストラン数

※資料：農林水産省推計

※ 1 トン未満はカウントされていない他、援助用と推察されるものを除く。
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生産現場の充実が期待できます。
◦ 海外販路を含む多くの販路を持つことで、経営基盤の強化につながります。
◦ 新たな販売先・販路を開拓していくことで、現場の生産意欲の拡大につながります。
◦ 輸出実績を国内での PR に活用でき、国内市場でもブランド力の強化や国内販売先への

信用力の向上につながります。
◦ 輸出の拡大により、産地名やブランド名の知名度が向上し、結果として地域活性化に貢

献することにつながります。
◦ 輸出に取り組むことで、国内市場向けへの新たな対応のヒントが得られることもあります。

� 輸出の目的

輸出経験者レポート（事例）

香 港 宮城県 農業生産法人（有） PFT サービス

平成21年1月から、香港の業務用及び店舗販売向けに、米（ササニシキ）の輸出を開始。
輸出にあたり工夫した点
◦ 米の品種名はアピールポイントにならない→日本産をイメージできるブランド化を。
◦パッケージデザインの工夫→バイヤーと協力して制作。
◦ バイヤーの輸出拠点港が福岡で陸送費が課題→仙台港を輸出港とすることにより、

福岡港までの陸送経費を軽減。
輸出による効果
◦海外にも市場ニーズがあることが分かり視野が広がる。
◦生産調整面積としてのカウント。既存の機械施設の利用率が上がり生産性が高まる。

台 湾 北海道 丸ヨ吉住商店

低農薬で栽培された安全・安心な「ほしのゆめ」を、雪氷冷熱を活用した貯蔵で環
境にも優しい「雪中米」のブランド名で平成 17 年から台湾へ輸出。
輸出にあたり工夫した点
台湾向けに文字色などパッケージを工夫。平成 19 年度に台湾に赴いて試食販売会
を行うなど、町をあげた「雪中米」ブランドの知名度アップの PR を行った。
輸出による効果
台湾の消費者に「雪中米」のおいしさを知ってもらうことができ、生産者（農業者）
の自信につながっている。「雪中米」がブランドとして評価され、平成 20 年産米は
49 トンの輸出契約を結ぶことができた。まだ需要は大きいものと考えられる。
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日本産米の輸出実行プランとは
日本産米輸出への取組における大きな段階としては、基礎的な情報を収集して相手先を想
定・決定したり、輸出における物流・流通経路や広報戦略などを考え、事業収益性を具体
的に検討したりする「準備段階」、展示会などに対応してスポット的に輸出を行い、手応え
を確認する「試験段階」、継続的に安定的な輸出を行っていく「継続段階」の 3 段階にわ
けられます。

日本産米の輸出実行プランの流れ2

日本産米の輸出実行プランの流れ

（1） 輸出相手先についての基礎情報を収集

（3）販売戦略の立案

（1）契約の締結

（3） 継続的販売

（2）販売促進・広報の実施

（1）契約の締結

（2）パートナーの検討

7 ページ

 8 ページ

12 ページ

13 ページ

14 ページ

14 ページ

17 ページ

Ⅰ 準備段階

Ⅱ 試験段階

Ⅲ 継続段階

（2）販売促進・広報の実施 13 ページ

（3）テスト販売 13 ページ
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準備段階は輸出を行う上で大変重要なステップです。できる限り多くの情報を収集し、輸
出先国・地域（以下、単に「輸出先国」とします。）の市場動向やその国の輸入規制など
をよく理解するようにしましょう。
また、販売目標を立てて、それにふさわしいパートナーを探すことが輸出事業の成功の鍵
となります。

（1）輸出相手先についての基礎情報を収集
①輸入規制内容の把握

輸出先国によって、関税率、検疫措置、商品表示制度などが異なります。
また、同じ輸出先国であっても関税割当制度などで、輸入業者により関税率が異な
る場合があります。

②輸出先国の概要把握
輸出先国における、米市場の規模、販売経路、小売店・飲食店での日本産米の取扱
実績や今後の見通しなどを把握します。

③消費動向の把握
輸出先国における食習慣、嗜好性、生活習慣や特に需要が見込まれる贈答シーズン
などを把握します。
また、一般的な商品パッケージや内容量などを把握します。

④競合商品の想定
現地産米や他国からの輸入米などの安価な米との競合や同じ日本産米の産地間でも
競合があり得ることから、現地における米の販売状況を把握します。

Ⅰ 準備段階

知的財産の保護

輸出する商品の名称等が輸出先国において、商標・意匠等の出願・登録がなされて
いないか確認する必要があります。現地では、すでに第三者により品種名が商標登
録されていることで、品種名の表示ができない場合もあります。

　海外現地調査、知的財産侵害への相談窓口が開設されています。
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日本産米の輸出実行プランの流れ2

（2）パートナーの検討
はじめて輸出にトライする場合は、産地から小売店・飲食店までフルサポートして
くれる商社をパートナーとする方法もあります。
また、自分でパートナーを選ぶ場合は、下図のとおり、物の流れとパートナーとな
りうる先を理解した上で、パートナーを選択することが必要です。

運送業者

輸送業者

輸出業者または輸送業者

輸出業者または輸送業者

輸出業者または輸送業者

輸入業者または卸売業者

※この物の流れは一例です。

産地

物の流れ 手続きの内容 パートナーとなりうる先

港倉庫

検疫

通関

輸出港（日本）

輸入港（現地）

検疫

通関

倉庫

小売店・飲食店

国内の運搬
表示ラベル・申請

国内の検疫・通関の申請

海外輸送

輸出先国の検疫・通関の申請

輸出先国内の運搬

商社

米は主に船で輸送をします。

関税法などの規定に従って関税を納付し、
証明書類のチェックや、残留農薬などの
検査が行われます。

必要に応じて、植物検疫証明証を添付
するなどの手続きを済ませ、輸出の申告
を行います。

輸出先国の規定に従って、
表示ラベルの制作や各種申請を行います。

食糧法に基づく輸出数量の届出が必要

販売を目的としたお米の輸出を行う場合は、事前にお近くの地方農政局などへ輸出
数量の届出を行うことが義務づけられています。
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①パートナーの主な役割
●運送業者（国内）

産地から港指定地までの国内輸送です。少量の場合、近場であれば社用車、遠距
離の場合は宅配便などを利用する場合もあります。

●輸出業者（国内）
通常、輸出業者は、表示ラベルの制作、船便手配などの輸出手続全般から輸出先
国での検疫・通関の申請などの輸入手続全般、輸入業者への引き渡しまで代行し
ます。

●輸送業者（国内）
輸出業者のほか輸送業者も現地港に着荷するまで、手続きを代行します。
現地輸入業者、小売店などと密接に情報を交換し、指定された日時に確実に輸送
できるよう依頼しましょう。

●輸入業者（海外）
商社機能をもつ輸入業者は、小売店・飲食店に販売しており、日本で取引のある
輸出業者が決まっています。
小売店の棚管理から店頭プロモーションの販売員、商品紹介、試食器材の手配や
装飾まで代行したり、小売店・飲食店での年間販売計画なども、一緒に交渉した
りします。

●卸売業者（海外）
ほとんどの業者が、輸入業者と卸売業者を兼ねています。
また、外食産業へ強いコネクションを持つ現地卸売業者を通さないと商流の確立
ができないケースがあります。

●小売店・飲食店（海外）
通常、小売店・飲食店は、買取をしますが、輸入業者・卸売業者が委託販売するケー
スもあります。継続販売の段階になればパートナーとしての役割ですが、準備段
階では、お客様として接しなければなりません。
しかしながら、どの業者と契約すれば良いかなど、アドバイスや紹介をしてくれ
る親切な小売店・飲食店のバイヤーもいますので、積極的に意見交換をすること
が必要です。



10

日本産米の輸出実行プランの流れ2

輸出業者A
（輸送する港：東京港・福岡港） 現地輸入業者E

現地輸入業者G

現地輸入業者H

量販店M

ホテルN

高級日本料理店O

日本レストランP

百貨店I

百貨店J

スーパーK

スーパーL
輸出業者B

（輸送する港：横浜港・名古屋港）

輸出業者C
（輸送する港：大阪港・新潟港）

輸出業者D
（輸送する港：仙台港・東京港）

現地輸入業者F

　②パートナーの選定について
小売店・飲食店と取引が成約できなければ商流は確立できませんが、たいていの輸
出入業者は既に販売先を確保しています。販売候補とする小売店・飲食店への営業
に目が行きがちですが、まず、輸出入業者から情報を入手することも大切です。

パートナーを選定するに当たり、入手した情報を整理し、代金決済条件、国内輸送
先までの輸送コスト、輸出入手続きの代行可否、輸入業者の取引先数、日本産米の
年間取扱量などを考慮し、慎重に決めることが、販売コストの低減に繋がり、継続
販売の可能性が高くなります。

失敗しないパートナー選び（失敗事例）

●  ホテル N に営業をかけようとしたが、パートナーの輸出業者 A がホテル N との
取引がなかったため、急遽輸出業者を変えなければならなくなった。

●  輸出業者 C に商談を持ちかけていたが、輸出業者 C の輸入元である現地輸入業者
G は、今年の関税枠の輸入量を使い切っていたため、別途 40％の関税を課せら
れた。

●  スーパー L との取引が決まり、輸出入業者とも契約が成立したが、現地輸入業者
F が他の百貨店 I や量販店 M との取引がなく、販売の拡大ができなかった。
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　③パートナー選定のサポート
1�農林水産省の輸出促進対策でパートナーの選定やPR機会をつくるこ
とができます。

　平成22年度　農林水産物・食品の輸出促進対策の概要

◦�国内における、展示・商談会、海外マーケットセミナーに参加できます。
◦�海外における、食品見本市などに設置されるジャパンパビリオンへの出展に応
募できます。
◦�海外の高級百貨店などにおいて設置される、日本産品の販売拠点への出展募集
に応募し、テストマーケティングを行うことができます。
◦�海外の日本大使館などの場を活用して、自慢の農林水産物・食品を紹介できます。
◦�これらの事業を実施する団体や委託先の情報が得られます。
◦�パートナー、特に小売店・飲食店、輸入業者は現地における最新事情を把握し
ています。商談会などに参加し、積極的に情報交換をしましょう。

2�農林水産物・食品の輸出の問い合わせ先を知ることができます。

　輸出担当窓口一覧　※42ページ参照

◦�地方農政局、各都道府県が開催する、輸出促進事業などの情報が入手できます。
◦�日本産米の輸出に関するアドバイスやパートナーの情報について相談できます。

3�ジェトロ（日本貿易振興機構）では、輸出に向けた支援を受けること
ができます。
　ジェトロ活用の手引き（海外販路を開拓したい）

　J-messe（見本市・展示会データベース）

「海外に自社製品を売り込みたい」、「自社サービスを海外に展開したい」といった
個別ニーズと取引段階にあわせて、事前調査、取引先探し、現地調査などを支援
しています。また、世界の展示・商談会などの情報を把握することができます。

4�その他　関連施策・団体などのリンク
　輸出に関する施策や輸出関連団体、地方農政局の情報
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（3）販売戦略の立案
パートナーが決定すれば、消費者のニーズや小売店・飲食店などの意向を踏まえて､
商品の具体的な販売戦略を立てます｡

①商品特性の把握
競合商品と比較して、自分たちの商品の「最も売り出したい特徴」を打ち出すこと
が必要です。

②販売経路の検討
パートナーの販売先実績や今後販売しようとするターゲットなどをヒアリングし、
取扱見込み量や、販売候補先が合致しているかなどを把握します。

③販売先の検討
販売候補先の日本産米の販売状況をヒアリングし、産地選択の基準、年間の取扱量
や販売先独自のフェア開催などの年間計画を把握します。

④販売促進 ･広報の検討
ターゲットに訴えたい商品の魅力を
明確にします。
日本産米全般に通じる魅力として「お
いしさ」「安全・安心」「日本産」な
どがあります。
例えば、その特徴が一目で分かるよう
な商品名、パッケージを用意し、積極
的にアピールすることが効果的です。

⑤事業採算性・損益分岐点の確認
候補となるパートナーに、想定している国内渡しの日本円価格の見積もりを提示し、
輸出先国での想定販売価格を算出してもらいます。
競合する他のお米との価格比較や輸出にかかる費用の項目なども考慮します。

採算の取れる想定価格が、算出された輸出先国での想定価格を下回っているか、競
合商品の販売価格帯に収まっているか確認します。

日本産米の輸出実行プランの流れ2
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準備段階での検討、決定内容をふまえ、試験的な輸出を通し､ 商品をアピールすると同時
に様々な課題や問題点を把握します｡
継続的な輸出を行う前のテストマーケティング的な位置づけとなります。
他の品目との組み合わせによる効果の有無などさまざまなアイデアを試験してみること
で、より効果的な販売戦略を検討しましょう。
テスト販売の結果をふまえ、芳しくなかった場合には準備段階に立ち戻って、戦略やパー
トナーなどを見直すことも重要です。

（1）契約の締結
◦ 国内輸出業者、輸入業者、展示会主催者など輸出に関係する各者と契約を交わし

ます。契約前には、関係事業者に関する信用調査を実施しておくことが必要です。
◦ 商品の数量、価格は基本として、品質、商品受渡方法（貿易手続きにかかるコスト負

担を含みます）、売れ残り商品や輸送時の欠損にかかるリスク負担などを明記します。
◦ 展示会での試験販売などで、統一的な契約内容が提示された場合も、その内容に

ついては納得がいくまで確認します。

（2）販売促進・広報の実施
◦ 試験段階における販売促進・広報は、実際の販売場所における販売促進活動が中

心となります。展示会主催者などと連携した販売促進活動を行います。
◦ 主たる活動は販売現場での試食であり、商品をアピールできるような販売促進用

の資材を提供することも必要です。

（3）テスト販売
◦ テスト販売は、自ら輸出先国に出向き、販売促進活動をしたり、消費者やバイヤー

からの意見を集約したり、他の米や日本産品の販売状況を把握したりするなどの
貴重な機会です。

◦ 実際に商品を輸出することで、貿易手続きや輸出先国の物流事情、輸送上の問題、
発注システム、商品パッケージの耐久度などに関するチェックを行うことができ
ます。

◦ アンケートを実施して、商品に対する意見を把握することは、今後の方針の検討
に有効です。

Ⅱ 試験段階
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継続的に商品を輸出していく段階です。この段階では、既にパートナーともある程度安定
した関係が構築できていると思われます。
そういった中でも、現状に甘んじることなく、不断の努力で改善を図ることが重要です。

（1）契約の締結
商品の販売戦略が確定したら､ 国内輸出業者､ 相手側輸入業者と 3 者間で契約を交
わします｡ また催事、フェア開催など、小売店・飲食店との契約が必要な場合もあ
ります。
契約に係る留意事項は以下のとおりです。

◦ 国内輸出業者、輸入業者、展示会主催者など輸出に関係する各者と契約前には、
関係事業者に関する信用調査を実施しておくことが必要です。

　また、大手小売店などから情報を入手する方法もあります。
◦ 品質、商品受渡方法（貿易手続きにかかるコスト負担を含みます）、売れ残り商品

や輸送時の欠損にかかるリスク負担なども明記します。
◦ 現場でのクレーム対応などは、1 次的に小売店が行い、輸出業者を通じて解決を

図るなど具体的に役割を決めて、迅速に対応し、良好なコミュニケーションを構
築することが重要です。

　全ての課題について、生産者が対応したり、リスクを負うものではありません。

（2）販売促進・広報の実施
 継続的に輸出を行っている段階でも、試食会の開催や販売促進用の資材の配付などの
販売場所における販売促進活動は有効です。パートナーと連携して販売促進活動を行
います。
 農林水産省でも、輸出促進ロゴマーク（おいしいマーク）や日本食材の広報パンフレッ
トなどを用意していますので、活用ください。

Ⅲ 継続段階

日本産米の輸出実行プランの流れ2

輸出促進ロゴマーク
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販売促進・広報

◦日本産品と連動させた販売促進活動
　 米だけの販売促進活動に特化せずに、海苔、味噌、

茶、寿司などの他の日本産品との販売促進活動や
料理デモンストレーションを開催することで相乗
効果が見込めます。

◦ 現地言語の販売促進用の資材は不可欠
　 販売促進活動を行うにあたっては、現地言語を使用するなど、現地の人とってわ

かりやすいものとする必要があります。
　 翻訳、印刷などは現地販売店から業者を紹介してもらえます。チラシ、店舗 DM

を制作するに際して、生産地、生産者、商品パッケージなどの写真や日本語によ
る商品の特徴の説明が必要となります。

　なお、その場合は商標を登録するなどの対応をしておく必要があります。

◦積極的な取り組みが成約に繋がる
　 競合商品より多少高い販売価格でも、現地に出向き、おいしさや高品質であるこ

とを直接消費者に広報するなどの、販売促進活動を実施することにより、小売店
から優先して契約してもらえるケースも数多くあります。

日本産米レシピ集

海外向けパンフレット「The Food of Japan」
海外向け広報映像

「Delicious NIPPON」（英語）

日本食材の広報パンフレット・映像
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日本産米の輸出実行プランの流れ2

販売促進資材の紹介

海外での販売促進用の資材の事例です。輸出先国の特性をふまえて効果的なツール
を制作しましょう。

POP は店頭で使用します。商品
写真はできるだけ高画質のもの
を使用し、食べ頃や食べ方、調
理法などできるだけ簡潔にわか
りやすく表現しましょう。

POP
店頭用商品広告

チラシ

DM

商品写真はできるだけ高画質の
ものを使用し、おいしさを表現
できるようにしましょう。また、
料理の作り方を紹介するなどの
工夫をしましょう。

DM は、お客様の手元に届き、じっくりと
見ていただける可能性が高いので商品の
PR をしっかりとするようにしましょう。
また、スペースに余裕がある場合は、食べ
方や調理方法を紹介するのもひとつです。

バナーはフェアなどを行う場合、売り
場を知らせるアイキャッチとなりま
す。目にとまるデザインとし、設置す
る場所にも留意しましょう。

バナーダイレクトメール
広告用の旗・たれ幕
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輸出取組での事例

予期せぬコストを負担した事例
●  船便輸送するにあたり手続きをすすめていたが、急に発注量が減ってしまい、航空便の方が結果的に安

くなった。当初より他の荷物との混載可能な船便利用を想定して、輸出業者に委託していればよかった。

●  有機栽培米の評判がよく、来年の販売計画に組み込んでいたが、輸出先国が突然「有機栽培米」の
表記ができなくなってしまったため、袋を作りなおすことになった。

積極的な取り組みが認められた事例
●  現地小売店の店頭で自ら販売促進を行った結果、通常の売上より成果が得られたため、定期的な販

売促進活動を継続することができた。

●  販売促進の結果、売上が向上したため、百貨店のバイヤーに 1 年先の販売提案をしたところ、その
百貨店で計画されている催事フェアや日本フェアへの出展要請があり、継続して販売できるきっか
けとなった。

（3）継続的販売
パートナーと定期的に連絡を取り､ 現地での課題や問題点を把握し､ それらについ
て対応を検討し､ 改善を図ります。

◦  特に米を主食としている国・地域の場合、品切れが起きてしまうと、他の米に切
り替えられる可能性が高く、気温の高い国・地域では品質の劣化が早いことから、
運送手段や保管方法などについても配慮し、安定的な供給を確保することが販売
の生命線です。

◦  売上は順調か、品切れや粗悪品の発生など問題が起きていないかなどを把握する
ことが必要です。

◦  パートナーから提言を受けた課題・問題点については、対応を検討し、改善を図っ
ていく必要があります。

◦  適宜、消費者アンケートなどを実施して購入者の満足度を把握し、分析すること
で改善のサイクルを構築していきましょう。

FOB（Free On Board）
FOB による契約では、売主（輸出者）は、貨物を積み地の輸出港で本船に積み込むまでの費用及び
リスクを負担し、それ以降の費用（運賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料など）及びリスクは買
主（輸入者）が負担することになります。

CIF（Cost, Insurance and Freight）
CIF による契約では、売主（輸出者）は、貨物を荷揚げ地の相手国の輸入港で荷揚げするまでの費用（運
賃、海上保険料など）を負担し、荷揚げ以降の費用（輸入関税、通関手数料を含む）は買主（輸入者）
の負担となります。

C&F（Cost and Freight）
C&F による契約では、CIF 契約から海上保険料を除いた契約となります。

「FOB C&F CIF」という略字は、取引条件がどうなのかを表す国際ルールです。
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各国・地域への輸出に向けて（❶香港）3

（1）現地小売店・飲食店までの所要日数（祝祭日は除く）

産地 倉庫 検疫・通関
（1日）

港倉庫
（1日） 輸出港 （船3日）

輸入港 港倉庫
（1日）

通関
（2日）

港倉庫
（1日） 卸店舗

（2）植物検疫など輸出する際の規制
①米穀の輸出に関する届出書
　�

②精米については、植物検疫証明書は必要ありません。

③関税は無税です。

④表示ラベルの固有情報
表示義務のある項目（英字必須）
産品名、内容量（kg）、原産国、成分、品質の規格、保存方法、生産者名、住所、�
電話番号、輸入会社名、住所、電話番号、成分表示（熱量、たんぱく質、総脂質、
炭水化物、飽和脂肪酸、ナトリウム、糖質、トランス脂肪酸の100g�中の含有量）

◦�精米年月日と賞味期限年月日は包装パッケージに印字記載。
◦�表示義務内容、ラベルの位置、ラベル（文字）の大きさなど、輸出時に輸出入業
者や関係機関に確認が必要です。

※日数は目安です。

（表示例）
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（3）販売価格（試算）
ケース１
国内保税庫の納品単価￥800/2kg（2kg5袋入りケース当たり￥4,000）と仮定
［国内メーカーの希望小売単価￥1,100（5袋入りケース当たり￥5,500）］
20フィートコンテナ＝580cm×230cm×230cm＝30.682m3

品目・仕向地 米穀・神戸港～香港
輸出形態 海上コンテナ（混載）
ロット 1ケース 5袋入り、外（24cm× 40cm× 16cm）＝ 0.01536m3

（1ロット（1ケース）2kg当たりのコスト） （￥12.3＝ 1HK$で換算）

費用項目 諸費用計算根拠 2kg入 5袋の価格 2kg入 1袋の価格

F
O
B

国内保税庫納入価 5入×＠￥800 ￥4,000 （@￥800）
ケースマーク･ラベル代 ケースマーク￥10＋ラベル代 5枚×＠￥4/枚 ￥30

貼り手間 5枚×＠￥6/枚 ￥30

輸出諸掛 0.01536m3×＠￥5,000/m3 ￥77

輸出者手数料 国内保税庫納入価× 10% ￥400

FOB Japan 輸出価格 ￥4,537 （@￥907）

C
I
F

海上保険 FOB× 110%× 0.5% ￥25

海上運賃 0.01536m3×＠￥2,690/m3 ￥41

CIF 香港 現地港着値 ￥4,603 （@￥921）
（通貨換算） ￥4,603÷@￥12.3 （HK$374） （@HK$75）

現
地
費
用

輸入諸掛 0.01536m3×@HK$813 HK$12.5

関税 CIF× 0%（無税） HK$0

輸入者手数料 CIF× 10% HK$37.4

倉庫原価 倉庫着原価 HK$423.9

販売者手数料 倉庫原価 /15%（配送費込み） HK$63.6

卸売価格 店着価格 HK$487.5 （@HK$97.5（￥1,199））
仕向地小売店売価 店着 /30% HK$634（￥7,798）（@HK$126.8（￥1,560））

（注）�試算である事から、実際の費用と異なる場合があります。なお、輸入諸掛の単価は1万円相当
額と仮定しています。

（注）�海上保険料の計算はCIF × 110％×保険料率が一般的ですが、便宜的に FOB× 110％×保
険料率により計算しております。

（注）�仕向地小売店売価は、国内保税庫納入価の約1.95倍（￥7,798÷￥4,000）、国内希望小売
価格の約1.42倍（￥7,798÷￥5,500）になります。
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各国・地域への輸出に向けて（❶香港）3

（4）販売価格の一例
￥12.3=1HK $

商品名 産地
販売単位 仕入原価 販売価格 1kg当たり

kg HK$ 日本円 HK＄ 日本円 日本円
Kwong Sun Thai Rice タイ 2 10 123 28 344 172
Cherry Bloosom Rice 中国 2 14 172 42 517 259
Double Rambs Rice オーストラリア 2 14 172 38 467 234
カリフォルニア米 アメリカ 2 24 295 70 861 431

― 秋田県産 2 45 554 136 1,673 837
― 栃木県産 2 44 541 130 1,599 800
― 岐阜県産 2 48 590 136 1,673 837
― 新潟県産 2 64 787 136 1,673 837

香港の百貨店での販売価格（2009年 12月）の一例です。
ある販売店の年間販売数量は日本産米が約 1,300kg に対し、タイ産米が約
1,700kg、中国産米が約2,400kg、オーストラリア産米が600kg、アメリカ産
米が約500kgとなっています。
日本産米の中では、産地、ブランド名が認知されている商品が、消費者に購入され
る傾向です。

（5）効果的な販売促進のために
◦中国語（繁体字）による、広報、販売促進用の資材の制作が基本です。
◦�現地のテレビを利用してDVDを放映する場合、映像方式が香港（PAL方式）と
日本（NTSC方式）で異なるため、日本のDVDを持っていっても放映できない
場合があります。（パソコンを利用する場合は問題ありません。）
◦�水道水は硬水のため、お米を炊くには軟水でないと、日本産米本来の味が出ず、
美味しくないと評価されてしまいます。
◦�家庭では炊飯器を日本同様に使用していますが、大半が水道水を使用しています。

小売店では、平日は夕方から、休日は昼前後と夕刻に来店客が集中するので、その
タイミングを狙ってデモンストレーションや試食を行うと効果的です。

（6）売り上げ好調時期
お米は通年販売していますが、10月から年末に掛けて売り上げ好調になる傾向があ
ります。
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（7）業者からの生の声
販売における現地業者の課題
◦日本産米は他国産米と比べ、価格が高すぎるという意見が多くあります。
◦日本産米を購入する消費者にとっては、むしろ日本産米の産地間比較となります。
◦販売棚に置いているだけでは、なかなか売れないのが現状です。
◦ 仕入れ価格は、安いほうが良いのは当然ですが、産地からの販売促進活動参画が

商品発注の大きな要因です。
◦ 現地の販売員だけでなく、日本人が販売することにより、売り上げとブランド力

が向上し売上が上がります。

日本産米を発注するポイント
価格以外では、
◦香港における商品ブランド名の認知度。
◦日本産米の産地間で差別化ができているか。
◦ブランド戦略を持って、継続的に販売する意志があるか。
◦継続的な販売促進計画を構築しているか。
◦毎年、同時期に販売促進活動に来店できるか。
◦発注してから納品まで、迅速に対応できるか。
◦クレーム処理に対して、迅速にフォローできるか。
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各国・地域への輸出に向けて（❷台湾）3

（1）現地小売店・飲食店までの所要日数（祝祭日は除く）

産地 倉庫 検疫・通関
（1～7日）

港倉庫
（1日） 輸出港 （船3日）

輸入港 港倉庫
（1日）

検疫・通関
（2～7日）

港倉庫
（1日） 卸店舗

（2）植物検疫など輸出する際の規制
①米穀の輸出に関する届出書

　 

②輸出検査手続き

　植物など輸出検査申請書
　

植物検疫証明書の添付が必要です。

③枠内税率は無税ですが、枠外税率は 45 台湾元／ kg 必要となります。

④表示ラベルの固有情報
表示義務のある項目
産品名、内容量（kg）、原産国、成分、品質の規格、
保存方法、生産者名、住所、電話番号、輸入会社名、
住所、電話番号、成分表示（熱量、たんぱく質、炭
水化物、飽和脂肪酸、ナトリウム、糖質、トランス
脂肪酸の 100g 中の含有量）

◦ 精米年月日と賞味期限年月日は包装パッケージに
印字記載。

◦ 表示義務内容、ラベルの位置、ラベル（文字）の
大きさなど、輸出時に輸出入業者や関係機関に確
認が必要です。

※日数は目安です。

（表示例）

事前に申請通知しましょう。
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（3）販売価格（試算）
ケース１
国内保税庫の納品単価￥800/2kg（2kg5袋入りケース当たり￥4,000）と仮定
［国内メーカーの希望小売単価￥1,100（5袋入りケース当たり￥5,500）］
20フィートコンテナ＝580cm×230cm×230cm＝30.682m3

品目・仕向地 米穀・神戸港～台湾（基隆）
輸出形態 海上コンテナ（混載）
ロット 1ケース 5袋入り、外（24cm× 40cm× 16cm）＝ 0.01536m3

（1ロット（1ケース）2kg当たりのコスト） （￥2.8＝ 1台湾元で換算）

費用項目 諸費用計算根拠 2kg入 5袋の価格 2kg入 1袋の価格

F
O
B

国内保税庫納入価 5入×＠￥800 ￥4,000 （@￥800）
ケースマーク･ラベル代 ケースマーク￥10＋ラベル代 5枚×＠￥4/枚 ￥30

貼り手間 5枚×＠￥6/枚 ￥30

輸出諸掛 0.01536m3×＠￥5,000/m3 ￥77

輸出者手数料 国内保税庫納入価× 10% ￥400

FOB Japan 輸出価格 ￥4,537 （@￥908）

C
I
F

海上保険 FOB× 110%× 0.5% ￥25

海上運賃 0.01536m3×＠￥2,690/m3 ￥41

CIF 台湾 現地港着値 ￥4,603 （@￥921）
（通貨換算） ￥4,603÷@￥2.8 （台湾元 1,644）（@台湾元 329）

現
地
費
用

輸入諸掛 0.01536m3×@台湾元 3,572 台湾元 55

関税 CIF× 0%（枠内税率無税） 台湾元 0

輸入者手数料 CIF× 10% 台湾元 164

倉庫原価 倉庫着原価 台湾元 1,863

販売者手数料 原価 /15%（配送費込み） 台湾元 279

卸売価格 店着価格 台湾元 2,142 （@台湾元 428（￥1,198））
仕向地小売店売価 店着 /30% 台湾元 2,784（￥7,795）（@台湾元 557（￥1,560））

（注）�試算である事から、実際の費用と異なる場合があります。なお、輸入諸掛の単価は1万円相当
額と仮定しています。

（注）�海上保険料の計算はCIF × 110％×保険料率が一般的ですが、便宜的に FOB× 110％×保
険料率により計算しております。

（注）�仕向地小売店売価は、国内保税庫納入価の約1.94倍（￥7,795÷￥4,000）、国内希望小売
価格の約1.42倍（￥7,795÷￥5,500）になります。
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各国・地域への輸出に向けて（❷台湾）3

（4）販売価格の一例
￥2.8 ＝ 1台湾元

商品名 産地
販売単位 仕入原価 販売価格 1kg当たり

kg 台湾元 日本円 台湾元 日本円 日本円
池上良質米 台湾 2 61 171 138 386 193
池上極品香米 台湾 2 90 252 208 582 291
池上有機生態白米 台湾 2 120 336 278 778 389
銀川白米 台湾 2 105 294 240 672 336

― 兵庫県産 2 265 742 600 1,680 840
― 埼玉県産 2 210 588 480 1,344 672
― 福島県産 2 217 608 500 1,400 700
― 新潟県産 2 348 974 798 2,234 1,117

台湾の百貨店での販売価格（2009年 12月）の一例です。
ある販売店の年間販売数量は日本産米が約 3,000kg に対し、台湾産米が約
7,000kg となっています。
日本産米の中では、販売価格が低い米が売れているわけではありません。産地、ブ
ランド名が複数年にわたる広報活動により認知されている商品が、消費者に購入さ
れる傾向です。

（5）効果的な販売促進のために
◦台湾（繁体字）による、広報、販売促進用の資材の制作が基本です。
◦�水道水は硬水ですので、お米を炊くには軟水でないと、日本産米本来の味が出ず、
美味しくないと評価されてしまいます。
◦消費者は、炊き加減がやや固めの方が好まれています。
◦�家庭では炊飯器を日本同様に使用していて、お米をとぐのは水道水ですが、炊く
ときは大抵ミネラルウォーターを使います。
◦�台湾南部地方では、水道水の水質が悪いので、水は水ステーションで販売されて
います。

小売店では、平日は夕方から、休日は昼前後と夕刻に来店客が集中するので、その
タイミングを狙ってデモンストレーションや試食を行うと効果的です。

（6）売り上げ好調時期
お米は通年販売していますが、周年慶や旧正月にかけて好調である小売店・飲食店
もあります。毎年、新米の出回り時期に開催される日本産米フェアにおいて、販売
促進活動をしたときには、売り上げがあがることもあります。
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（7）業者からの生の声
日本産米販売における現地業者の課題
◦他国産米と比べ、価格が高すぎるという意見が多くあります。
◦台湾産の米も品質が高く、おいしいので、販売が難しくなっています。
◦ 日本産米だけを売るのではなく、日本食の素材の一つとして、ちらし寿司に使う

食材とお米をセット販売していくなどのスタンスが必要です。
◦ 有機栽培、有機肥料の日本産米は、原則としてそれを表示して販売することはで

きません。

日本産米を発注するポイント
価格以外では、
◦ 台湾における商品ブランド名の認知度。
◦ 贈答用の包装として対応できているか。
◦ 日本産米の産地間で差別化ができているか。
◦ 継続的な販売促進計画を構築しているか。
◦ 日本産米フェア開催時に来店できるか。
◦ 新規に開拓しようとする小売店・飲食店に対するキャンペーン価格が提示できるか。
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各国・地域への輸出に向けて（❸シンガポール）3

（1）現地小売店・飲食店までの所要日数（祝祭日は除く）

産地 倉庫 検疫・通関
（1日）

港倉庫
（1日） 輸出港 （船9日）

輸入港 港倉庫
（1日）

通関
（1日） 港倉庫 卸店舗

（2）植物検疫など輸出する際の規制
①米穀の輸出に関する届出書

　 

②精米については、植物検疫証明書は必要ありません。

③関税は無税です。

④表示ラベルの固有情報
表示義務のある項目（英字必須）
産品名、内容量（kg）、原産国、生産者名、住所、電話番号、輸入会社名、住所、 
電話番号

◦ 精米年月日と賞味期限年月日は包装パッケージに印字記載。
◦ 表示義務内容、ラベルの位置、ラベル（文字）の大きさなど、輸出時に輸出入業

者や関係機関に確認が必要です。

KO SHIHIKARI RICE
(PRE-WASHED RICE O F FUKUI PREFECTURE)
INGREDIENTS: RICE (KOSHIHIKARI) 100%

NET WT: 2 KG
EXPIRY DATE: 26-10-2010
IMPORTED BY: PRODUCT OF JAPAN
TANESEI TRADING PTE LTD
206 PANDAN LOOP SINGAPORE 128397
TEL: 67770262 www.taneseitrading.com.sg

※日数は目安です。

（表示例）
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（3）販売価格（試算）
ケース１
国内保税庫の納品単価￥800/2kg（2kg5袋入りケース当たり￥4,000）と仮定
［国内メーカーの希望小売単価￥1,100（5袋入りケース当たり￥5,500）］
20フィートコンテナ＝580cm×230cm×230cm＝30.682m3

品目・仕向地 米穀・神戸港～シンガポール
輸出形態 海上コンテナ（混載）
ロット 1ケース 5袋入り、外（24cm× 40cm× 16cm）＝ 0.01536m3

（1ロット（1ケース）2kg当たりのコスト） （￥66＝ 1SIN$で換算）

費用項目 諸費用計算根拠 2kg入 5袋の価格 2kg入 1袋の価格

F
O
B

国内保税庫納入価 5入×＠￥800 ￥4,000 （@￥800）
ケースマーク･ラベル代 ケースマーク￥10＋ラベル代 5枚×＠￥4/枚 ￥30

貼り手間 5枚×＠￥6/枚 ￥30

輸出諸掛 0.01536m3×＠￥5,000/m3 ￥77

輸出者手数料 国内保税庫納入価× 10% ￥400

FOB Japan 輸出価格 ￥4,537 （@￥908）

C
I
F

海上保険 FOB× 110%× 0.5% ￥25

海上運賃 0.01536m3×＠￥3,504/m3 ￥54

CIFシンガポール 現地港着値 ￥4,616 （@￥923）
（通貨換算） ￥4,616÷@￥66 SIN＄69.9 （@SIN＄14）

現
地
費
用

輸入諸掛 0.01536m3×@SIN$152 SIN$2.3

関税 CIF× 0%（税率無税） SIN$0

輸入者手数料 CIF× 10%（平均） SIN$7

倉庫原価 倉庫着原価 SIN$79.2

販売者手数料 原価 /15%（配送費込み） SIN$11.9

卸売価格 店着価格 SIN$91.1 （@SIN＄18.2（￥1,201））
仕向地小売店売価 店着 /30% SIN$118.4（￥7,814）（@SIN＄23.7（￥1,562））

（注）�試算である事から、実際の費用と異なる場合があります。なお、輸入諸掛の単価は1万円相当
額と仮定しています。

（注）�海上保険料の計算はCIF × 110％×保険料率が一般的ですが、便宜的に FOB× 110％×保
険料率により計算しております。

（注）�仕向地小売店売価は、国内保税庫納入価の約1.95倍（￥7,814÷￥4,000）、国内希望小売
価格の約1.42倍（￥7,814÷￥5,500）になります。
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各国・地域への輸出に向けて（❸シンガポール）3

（4）販売価格の一例
￥66＝1SIN $

品種名 産地
販売単位 仕入原価 販売価格 1kg当たり

kg SIN＄ 日本円 SIN＄ 日本円 日本円
日本品種米 アメリカ 2 ― ― 6.4 422 211
カリフォルニア米 アメリカ 2 ― ― 8.24 544 272

― 秋田県産 2 ― ― 16 1,056 528
― 岩手県産 2 ― ― 16 1,056 528
― 北海道産 2 ― ― 16 1,056 528
― 新潟県産 2 ― ― 24 1,584 792

シンガポールの百貨店での販売価格（2009年 12月）の一例です。
ある販売店の年間販売数量は日本産米が約100トンに対し、外国産米が約150ト
ンとなっています。
日本産米の中では、産地、ブランド名が認知されている商品が、消費者に購入され
る傾向です。
日本産米は8割の購入者が在留日本人で、一方、外国産米は7割の購入者がローカ
ルの消費者です。

（5）効果的な販売促進のために
◦英語による、広報、販売促進用の資材の制作が基本です。
◦�現地のテレビを利用してDVDを放映する場合、映像方式がシンガポール（PAL
方式）と日本（NTSC方式）で異なるため、日本のDVDを持っていっても放映
できない場合があります。（パソコンを利用する場合は問題ありません。）
◦水道水は軟水のため、水道水を使用して美味しいお米が炊けます。
◦家庭では日本式の炊飯器の普及は、30％程度です。
◦�日本産米購入者へ抽選で炊飯器や炊飯グッズのプレゼントをする企業もあります。
◦�最近は販売促進の効果も定着しており、ローカル顧客の購入が増加しています。

（6）売り上げ好調時期
お米は通年販売していますが、10月から12月の年末にかけて好調である小売店・
飲食店もあります。
物産フェアなどを開催し、販売促進活動をしたときには、売り上げが好調です。



��

（7）業者からの生の声
日本産米販売における現地業者の課題
◦ アメリカ産の日本品種米との差別化を図るか、価格差を少なくする必要があります。
◦ 日本産米の魅力をきちんと理解するとともに、英語、日本語、中国語、マレー語

など複数の言語でコミュニケーションを取ることができ、品質の高いサービスを
提供できる販売員の育成が必要です。

日本産米を発注するポイント
価格以外では、
◦生産者自らが販売促進活動のために来店できるか。
◦美味しいお米の炊き方や、レシピなどの資材を提供できるか。
◦毎年、定期的にフェアなどを開催できるか。
◦お米以外の日本産品と一緒に販売促進活動ができるか。
◦定期的に産地の情報などを発信できるか。
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各国・地域への輸出に向けて（❹中国）3

（1）現地小売店・飲食店までの所要日数（祝祭日は除く）

産地 指定精米工場
（中国向け包装）

くん蒸処理
（くん蒸処理計画書）

植物検疫
証明書

検疫・通関
（7日）

港倉庫
（1日）

輸出港 （船3日） 輸入港 港倉庫
（1日）

検疫・通関
（未定）

港倉庫
（2日） 卸店舗

（2）植物検疫など輸出する際の規制
①米穀の輸出に関する届出書

　 

②輸出検査手続き

　中国向け専用の精米処理、くん蒸処理、包装資材の対応が必要です。
　

　植物など輸出検査申請書
　

③ 枠内関税は 14.1％（関税 1%×増値税 13%）、枠外関税は 86.5%（関税 65%×
増値税 13%）必要となります

④表示ラベルの固有情報
表示義務のある項目
産品名、内容量（kg）、原産国、成分、品質の規格、保存方法、精米会社、住所、 
電話番号、輸出入会社名、住所、電話番号

◦ 精米年月日と賞味期限年月日は包装パッケージに印字記載。
◦ 表示義務内容、ラベルの位置、ラベル（文字）の大きさなど、輸出時に輸出入業

者や関係機関に確認が必要です。

※日数は目安です。

（表示例）
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（3）販売価格（試算）
ケース１
国内保税庫の納品単価￥800/2kg（2kg5袋入りケース当たり￥4,000）と仮定
［国内メーカーの希望小売単価￥1,100（5袋入りケース当たり￥5,500）］
20フィートコンテナ＝580cm×230cm×230cm＝30.682m3

品目・仕向地 米穀・神戸港～中国（上海）
輸出形態 海上コンテナ（混載）
ロット 1ケース 5袋入り、外（24cm× 40cm× 16cm）＝ 0.01536m3

（1ロット（1ケース）2kg当たりのコスト） （￥13.5＝ 1中国元で換算）

費用項目 諸費用計算根拠 2kg入 5袋の価格 2kg入 1袋の価格

F
O
B

国内保税庫納入価 5入×＠￥800 ￥4,000 （@￥800）
ケースマーク･ラベル代 ケースマーク￥10＋ラベル代 5枚×＠￥4/枚 ￥30

貼り手間 5枚×＠￥6/枚 ￥30

輸出諸掛 0.01536m3×＠￥5,000/m3 ￥77

輸出者手数料 国内保税庫納入価× 10% ￥400

FOB Japan 輸出価格 ￥4,537 （@￥908）

C
I
F

海上保険 FOB× 110%× 0.5% ￥25

海上運賃 0.01536m3×＠￥1,929/m3 ￥30

CIF上海 現地港着値 ￥4,592 （@￥918）
（通貨換算） ￥4,592÷@￥13.5 （中国元 340） （@中国元 68）

現
地
費
用

輸入諸掛 0.01536m3×@中国元 741 中国元 11.3

関税（増値税含む） CIF× 14.1%（枠内税率） 中国元 47.9

輸入者手数料 CIF× 10% 中国元 34

倉庫原価 倉庫着原価 中国元 433.2

販売者手数料 原価 /15%（配送費込み） 中国元 65

卸売価格 店着価格 中国元 498.2 （@中国元 99.6（￥1,345））
仕向地小売店売価 店着 /30% 中国元 647.7（￥8,744）（@中国元 129.5（￥1,748））

（注）�試算である事から、実際の費用と異なる場合があります。なお、輸入諸掛の単価は1万円相当
額と仮定しています。

（注）�海上保険料の計算はCIF × 110％×保険料率が一般的ですが、便宜的に FOB× 110％×保
険料率により計算しております。

（注）�仕向地小売店売価は、国内保税庫納入価の約2.19倍（￥8,744÷￥4,000）、国内希望小売
価格の約1.59倍（￥8,744÷￥5,500）になります。但し、上記コスト以外に、国内での精
米処理、くん蒸処理の費用がかかるため、まとまった量を輸出しなければ価格競争力がありま
せん。
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各国・地域への輸出に向けて（❹中国）3

（4）販売価格の一例
￥13.5 ＝ 1中国元

商品名 産地
販売単位 仕入原価 販売価格 1kg当たり

kg 中国元 日本円 中国元 日本円 日本円
穂の香 中国 2 ― ― 46.4 626 313
綿菜園有機糙 江蘇省 2 ― ― 32 432 216
永天粥用香脂米 黒龍江省 5 ― ― 62.5 844 169
越光大米 遼寧省 3 ― ― 35.4 478 159
千家米万事米 吉林省 5 ― ― 36.5 493 99
しんせん米 中国 5 ― ― 47 635 127
極上米 中国 5 ― ― 30.5 412 82
JAライス 新潟県産 2 ― ― 188 2,538 1,269

中国の百貨店での販売価格（2009年 12月）の一例です。
ある販売店の年間販売数量は日本産米が約100kg に対し、中国産米が5,000kg、
となっています。
日本産米は、現状、1回当たりの輸入量を多くしないとコストがかかるため、一般
小売店1店舗だけの輸入は不可能です。

（5）効果的な販売促進のために
◦中国（簡体字）による、広報、販売促進用の資材の制作が基本です。
◦�現地のテレビを利用してDVDを放映する場合、映像方式が中国（PAL方式）と
日本（NTSC方式）で異なるため、日本のDVDを持っていっても放映できない
場合があります。（パソコンを利用する場合は問題ありません。）
◦�中国では「コシヒカリ」「ひとめぼれ」とも、すでに第3者により商標登録されて
いたため、許可無く使用することができません。
　そのため商品名の表記は「○○県産�日本産米」となります。

　　商標出願問題への総合的支援について
　　�

◦�水道水は硬水のため、お米を炊くには軟水でないと、日本産米本来の味が出ず、
美味しくないと評価されてしまいます。
◦�家庭では炊飯器を日本同様に使用していますが、IH炊飯器の普及はこれから。
◦�お米をとぐのは水道水ですが、炊くときは大抵蒸留水を使います。
◦贈答用として日本産米を購入するケースもあり、ギフトボックスが不可欠です。
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（6）売り上げ好調時期
お米は通年販売していますが、春節前や中秋節前に好調である小売店もあります。

（7）業者からの生の声
日本産米販売における現地業者の課題
◦中国産米と比べ、価格が 10 倍と高すぎるという意見が多くあります。
◦現状、日本産米を選択する余地は少ないです。
◦ 中国では、米は「農産品輸入関税割当額管理暫定弁法」によって、関税割当対象

品目になっており、関税割当を受けて米を輸入できる業者は、中国の国営企業に
限定されています。

日本産米を発注するポイント
価格以外では、
◦ 現状、既に輸入されている日本産米の産地が少ないため、選択して購入できない

状況。
◦輸入数量が増大すれば、価格を優先。
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各国・地域への輸出に向けて（❺アメリカ合衆国）3

（1）現地小売店・飲食店までの所要日数（祝祭日は除く）

産地 倉庫 検疫・通関
（7日）

港倉庫
（1日） 輸出港 （西海岸10日）

（東海岸28日）

輸入港 港倉庫
（2日）

検疫・通関
（3～5日）

港倉庫
（1日） 卸店舗

（2）植物検疫など輸出する際の規制
①米穀の輸出に関する届出書

　 

②輸出検査手続き
　FDA（米国健康福祉省食品医薬品局）に登録し、施設登録をします。
　

施設登録と輸入の事前通告は、たいていの輸出入業者が代行できます。
精米については、植物検疫証明書は必要ありません。

③精米については 1.4 セント／ kg の国税が必要となります。

④表示ラベルの固有情報
表示義務のある項目（英字必須）

産品名、内容量（kg）、原産国、成分、品質の規格、保存方
法、生産者名、住所、電話番号、輸入会社名、住所、電話番号、
成分表示（熱量、たんぱく質、炭水化物、飽和脂肪酸、ナト
リウム、糖質、トランス脂肪酸の 100g 中の含有量）

◦ 精米年月日と賞味期限年月日は包装パッケージに印字記載。
◦ 表示義務内容、ラベルの位置、ラベル（文字）の大きさなど、

輸出時に輸出入業者や関係機関に確認が必要です。

※日数は目安です。

（表示例）

事前に申請通知しましょう。
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（3）販売価格（試算）
ケース１
国内保税庫の納品単価￥800/2kg（2kg5袋入りケース当たり￥4,000）と仮定
［国内メーカーの希望小売単価￥1,100（5袋入りケース当たり￥5,500）］
20フィートコンテナ＝580cm×230cm×230cm＝30.682m3

品目・仕向地 米穀・神戸港～アメリカ（ロサンゼルス）
輸出形態 海上コンテナ（混載）
ロット 1ケース 5袋入り、外（24cm× 40cm× 16cm）＝ 0.01536m3

（1ロット（1ケース）2kg当たりのコスト） （￥100＝ 1US$で換算）

費用項目 諸費用計算根拠 2kg入 5袋の価格 2kg入 1袋の価格

F
O
B

国内保税庫納入価 5入×＠￥800 ￥4,000 （@￥800）
ケースマーク･ラベル代 ケースマーク￥10＋ラベル代 5枚×＠￥4/枚 ￥30

貼り手間 5枚×＠￥6/枚 ￥30

輸出諸掛 0.01536m3×＠￥5,000/m3 ￥77

輸出者手数料 国内保税庫納入価× 10% ￥400

FOB Japan 輸出価格 ￥4,537 （@￥908）

C
I
F

海上保険 FOB× 110%× 0.5% ￥25

海上運賃 0.01536m3×＠￥9,400/m3 ￥144

CIFロサンゼルス 現地港着値 ￥4,706 （@￥941）
（通貨換算） ￥4,706÷@￥100 （US$47） （@US$9）

現
地
費
用

輸入諸掛 0.01536m3×@US$100 US$1.5

関税 1.4セント /1kg US$0.1

輸入者手数料 CIF× 10% US$4.7

倉庫原価 倉庫着原価 US$53.3

販売者手数料 原価 /15%（配送費込み） US$8

卸売価格 店着価格 US$61.3（@US$12.3（￥1,230））
仕向地小売店売価 店着 /30% US$79.7（￥7,970）（@US$15.9（￥1,590））

（注）�試算である事から、実際の費用と異なる場合があります。なお、輸入諸掛の単価は1万円相当
額と仮定しています。

（注）�海上保険料の計算はCIF × 110％×保険料率が一般的ですが、便宜的に FOB× 110％×保
険料率により計算しております。

（注）�仕向地小売店売価は、国内保税庫納入価の約1.99倍（￥7,970÷￥4,000）、国内希望小売
価格の約1.45倍（￥7,970÷￥5,500）になります。
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各国・地域への輸出に向けて（❺アメリカ合衆国）3

（4）販売価格の一例
￥100＝ 1US $

品種名 産地
販売単位 仕入原価 販売価格 1kg当たり

kg US＄ 日本円 US＄ 日本円 日本円
田牧米 アメリカ 2 2.5 250 7.2 720 360
コシヒカリ米 アメリカ 2 2.3 230 6.8 680 340
錦米 アメリカ 2 1.712 171 4.8 480 240
白菊米 アメリカ 2 1.2 120 3.4 340 170
― 新潟県産 2 11 1,100 33 3,300 1,650
― 岩手県産 2 9 900 26 2,600 1,300

アメリカ西海岸の日系スーパー店での販売価格（2009年 12月）の一例です。
ある販売店の年間販売数量は日本産米が約1トンに対し、アメリカ産米が約406
トンとなっています。
日本産米は、富裕層や日系駐在員が購入するほか、高級レストランなどが特注する
場合があります。

（5）効果的な販売促進のために
◦�英語による、広報、販売促進用の資材の制作が基本です。
◦�アメリカのDVDは、日本と同じNTSC方式ですが、リージョンナンバーが異な
るため、再生するDVDのリージョンナンバーを確認する必要があります。
◦�アメリカの水道水は州により異なりますが、超硬水地域もありお米を炊くには軟
水でないと、日本産米本来の味が出ず、美味しくないと評価されてしまう地域が
あります。�販売地域の水質を事前に把握しましょう。
◦�日本産米は高品質、安全であるという認識があります。
　パッケージデザインを斬新にして、英語で表現されていることも重要です。
◦�アメリカの家庭では、炊飯器の普及が少なく、鍋で炊いたり、リゾットやバター
炒めにして食しますので、お米に関する捉え方が違うことも理解しましょう。

（6）売り上げ好調時期
お米は通年販売していますが、新米入荷時より年末までが比較的好調です。
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（7）業者からの生の声
日本産米販売における現地業者の課題
◦ アメリカ産の米と比べ、価格が高すぎる意見が圧倒的です。
◦ アメリカ産の米も品質が高く、おいしいので、販売が難しくなっています。
◦ 現地産米は、通常 10、15、20 ポンド（1 ポンド約 0.45kg）で販売されています。
◦ 日本では当たり前の短粒種は、アメリカでは生産効率が悪いため、中粒種や長粒

種が主流です。
◦ 円高になると、販売価格に転嫁することになり、販売が厳しい状況になります。

日本産米を発注するポイント
価格以外では、
◦ 取引を始めるに当たり、どのくらい本気で取り組む気があるのか。
◦ パッケージ、販売促進活動に関しての支援、買取でない場合の在庫リスクを負う

ことができるか。
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各国・地域への輸出に向けて（❻ロシア）3

（1）現地小売店・飲食店までの所要日数（祝祭日は除く）

産地 倉庫 検疫・通関
（1日）

港倉庫
（1日） 輸出港 （船45日）

輸入港 港倉庫
（14日）

通関
（2日）

港倉庫
（2日） 卸店舗

（2）植物検疫など輸出する際の規制
①米穀の輸出に関する届出書

　 

②輸出検査手続き
ロシアへ農産物を輸出するためには、ロシア政府による輸入ライセンス輸出国別・
品目別、通常有効期限 1 年間）品質証明書（生産者別・品目別、有効期限 1 年間）
の発行が必要です。
ライセンスの取得には、国内手続上、大量の文書を要求される場合があります。
ロシアにおける米の輸入については、2006 年 12 月の連邦動植物衛生監督庁によ
る一時的停止を経て、すべての港・国境で通関ができるわけではなく、サンクトペ
テルブルグやウラジオストクなどの一部の通関地点に限定されてます。

③関税が数ヶ月単位で変更になる場合があります。

④表示ラベルの固有情報
表示義務のある項目（ロシア語必須）
産品名、内容量（kg）、原産国、成分、品質の規格、保存方法、精米会社、住所、 
電話番号、輸出入会社名、住所、電話番号、規格適合証明ロゴ、発行機関番号

◦ 精米年月日と賞味期限年月日は包装パッケージに印字記載。
◦ 表示義務内容、ラベルの位置、ラベル
（文字）の大きさなど、輸出時に輸出
入業者や関係機関に確認が必要です。

※日数は目安です。

（表示例）

事前に申請通知しましょう。
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（3）販売価格（試算）
ケース１
国内保税庫の納品単価￥800/2kg（2kg5袋入りケース当たり￥4,000）と仮定
［国内メーカーの希望小売単価￥1,100（5袋入りケース当たり￥5,500）］
20フィートコンテナ＝580cm×230cm×230cm＝30.682m3

品目・仕向地 米穀・ロシア
輸出形態 海上コンテナ（混載）
ロット 1ケース 5袋入り、外（24cm× 40cm× 16cm）＝ 0.01536m3

（1ロット（1ケース）2kg当たりのコスト） （￥3=1RUBで換算）

費用項目 諸費用計算根拠 2kg入 5袋の価格 2kg入 1袋の価格

F
O
B

国内保税庫納入価 5入×＠￥800 ￥4,000 （@￥800）
ケースマーク･ラベル代 ケースマーク￥10＋ラベル代 5枚×＠￥4/枚 ￥30

貼り手間 5枚×＠￥6/枚 ￥30

輸出諸掛 0.01536m3×＠￥13,340/m3 ￥205

輸出者手数料 国内保税庫納入価× 20% ￥800

FOB Japan 輸出価格 ￥5,065 （@￥908）

C
I
F

海上保険 FOB× 110%× 0.5% ￥53

海上運賃 0.01536m3×＠￥21,800/m3 ￥335

CIFザンクトペテルブルグ 現地港着値 ￥5,453 （@￥1,013）
（通貨換算） ￥5,453÷@￥3 RUB1,817 （@RUB363）

現
地
費
用

輸入諸掛 0.01536m3×@RUB3,334+トラック代 RUB433

関税 CIF× 18%（平均）+付加価値税 RUB450

輸入者手数料 CIF× 20% RUB363

倉庫原価 倉庫着原価 RUB3,063

販売者手数料 原価 /15%（配送費込み） RUB459

卸売価格 店着価格 RUB3,522 （@RUB704（￥2,112））
仕向地小売店売価 店着 /30% RUB4,579（￥13,737）（@RUB916（￥2,748））

（注）�試算である事から、実際の費用と異なる場合があります。なお、輸入諸掛の単価は1万円相当
額と仮定しています。

（注）�海上保険料の計算はCIF × 110％×保険料率が一般的ですが、便宜的に FOB× 110％×保
険料率により計算しております。

（注）�仕向地小売店売価は、国内保税庫納入価の約3.43倍（￥13,737÷￥4,000）、国内希望小
売価格の約2.49倍（￥13,737÷￥5,500）になります。

（注）�貿易取引は、US $で行なわれることが多いようです。
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各国・地域への輸出に向けて（❻ロシア）3

（4）販売価格の一例
￥3=1RUB

品種名 産地
販売単位 仕入原価 販売価格 1kg当たり

kg ルーブル 日本円 ルーブル 日本円 日本円
クラスノダール ロシア 1 ― ― 40 120 120

― 日本産 1 ― ― 600 1,800 1,800

日本産米のロシアへの輸入量はまだ少ない状況です。販売先は日本食レストラン向
けなど業務用販売がほとんどで、小売販売は高級スーパーマーケットや日本食専門
店に限定され、日本産米は超高級品という扱いとなっています。
販売されている日本産米は、新潟県産コシヒカリ、青森県産つがるロマン、秋田県
産あきたこまち、京都府産キヌヒカリなど。日本産米の販売地域としては、富裕層
が多く、高級レストラン・スーパーマーケットが集中するモスクワ市と、日本から
距離的に近い極東地域（特にウラジオストク市、ハバロフスク市、ユジノサハリン
スク市）となります。
日本が長寿国であることから日本食は健康に良くて、カロリーが比較的低く、ダイ
エット効果があるというイメージがあるため、日本食文化の普及とともに日本産米
の販売量は増加が期待できます。

（5）効果的な販売促進のために
◦�ロシア語による、広報、販売促進用の資材の制作が基本です。
◦�現地のテレビを利用してDVDを放映する場合、映像方式がロシア（SECAM方式）
と日本（NTSC方式）で異なるため、日本のDVDを持っていっても放映できな
い場合があります。（パソコンを利用する場合は問題ありません。）
◦�水道水は硬水のため、お米を炊くには軟水でないと、日本産米本来の味が出ず、
美味しくないと評価されてしまいます。
◦�ロシアにおいて、お米は主食ではなく、メインディッシュの付け合わせやスープ
の具としての利用が多いので、お米に関する捉え方が違うことを理解しましょう。
◦�最近の日本食ブームにより、サーモンやイクラなどを使った寿司をホームパーティ
で作る家庭が増え、ここ数年炊飯器の売れ行きが伸びており、モスクワ市だけで
年間200台以上販売されています。
◦�米は付け合わせなどに使われるため、市販されている米のパッケージは1kg や
500g、250gと比較的小さいサイズが一般的であり、内容量を合わせる工夫が
必要です。
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（6）業者からの生の声
日本産米を発注するポイント
◦ 価格は非常に重要。
◦ 現在、輸入されている日本産米の産地が極めて限られているため、選択して購入

ができない状況。

　輸出に関する制度
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