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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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