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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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（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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