
第２章 流通実態 

 本章では、台湾、香港、シンガポール、タイにおける日本産生鮮きのこ類の流通実態につ

いて、主にヒアリング結果から得られた知見について整理をおこなった。 

2.1 流通経路・輸送実態 

今回の調査対象である生鮮きのこを４カ国に日本から輸出する場合は航空便と船便によ

るものがあるとのことであった。 
いずれの国に対しても、下図に示すような経路で輸出されており、産地を出てから現地小

売店に到着する日数は航空便で概ね４日間を要するとのことであった。 
ただし、日本国内の主な流れにおいては、現状では生産者が直接現地荷受業者あるいは国

内輸出業者と取引するケースは少ないようであり、多くは、生産者→集荷業者→市場―中卸

業者→輸出業者→現地荷受業者、もう一つは、生産者→集荷業者→市場―中卸業者→現地荷

受業者（仲卸業者が輸入業者の機能も果たしている場合）、さらに少ないケースではあるが、

日本における調達から現地店舗までを一貫して実施しているケース（香港の日系スーパー）

もあるようである。 
船便の場合は、産地を出てから現地小売店まで、たとえばシンガポールであれば２週間程

度を要するとのことであった。 
これらコンテナの冷蔵温度は５℃で、ほとんどの場合他の生鮮野菜等と混載されるとのこ

とであった。 

 
図表 生鮮きのこ類の輸出フロー 

 
1）台湾 

る日本産生鮮きのこ類の輸入は、生しいたけは航空便で運ばれ、その他のきの

きのこ類についても船便で運ばれる分、コスト高になっている。その他、台

湾

高いため、日系デパート、現地高級

ス

り、その需要を満たしてきた。このよう

（

 台湾におけ

こ類は船便で運ばれるようであるが、当然、航空便で運ばれる生しいたけは現地産に比べて

高価となる。 
その他の生鮮

では検疫、通関手続きと、関税 20%が課せられる。 
これらの日本産生鮮きのこ類は、現地産よりも価格が

ーパーなど、中流以上の高所得者層向け店舗で販売されているが、置かれていない高級ス

ーパーもあるようである。特に生しいたけは航空便により高価となるため、置かれていると

ころと置かれていないところがあるようである。 
元々台湾では生しいたけの生産が行われてきてお
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な

る生鮮きのこの売れ筋は、しめじ、えのき、エリンギ、まいたけ、なめこのよ

う

回コンテナで輸出しているＢ社によると、現地小売

業者が納入したパッケージの中のひとつにでも腐ったものや古いと思われるものがあると、

、日本産生しいたけの輸入は、台湾、香港よりはかなり少ないようであ

り、実際、現地調査中に数店舗回ったが、日本産生しいたけは確認できなかった。ただし、

次いで日

系

ルメ志向の４つに区

分

店Ｄ社では、生しいたけは航空便となり高価であるため常時はほとんど輸入して

い

高級日本食レストランなどに小口で

納

歴史的経緯もあり、最近では、生しいたけではないがぶなしめじなどを日本のＨ社が台湾

での現地生産を開始、拡大しつつあり、価格競争の激化が進むなか、今後、その傾向はます

ます強まるものと思われる。 
（2）香港 

香港におけ

であるが、生しいたけはすぐに変色し日持ちしないため、空輸にならざるをえない。ある

事例によると、生しいたけは空輸で週２回程度実施されているが、他の野菜と混載貨物とし

て運んでいる。その他のえのきやしめじなどについては、日本からは横浜や福岡などの港か

ら船便で出荷されている。具体的には、大体１週間に１度、20Feet あるいは 40Feet コン

テナーにて１コンテナあたり 200~300 ケース（1 ケースあたり 100～200 グラムのパック

を 20~30 パック梱包）を梱包して行っているが、当然量的なことから他の野菜との混載貨

物として行われている。希なケースではあるが、日系のＣスーパーでは自ら日本での調達よ

り輸出入まで行っているようである。 
他方、名古屋と東京からそれぞれ週一

パッケージすべて返品されることが問題となっているようであり、このようなことから、日

本にて小売用に包装するのでなく、当地香港で改めて厳選の上小売用に包装しなおすのがベ

ターではとの声も聞かれた。 
(3)シンガポール 

シンガポールでは

全く輸入しないというわけではないようで、輸入する場合は航空便で輸入するとのことであ

った。生しいたけを除く日本産生鮮きのこ類の輸入については、その多くは船便で輸入され

ているようであるが、日本産食品を数多く取りそろえている日系スーパーマーケットＦ社は、

日本産を他の生鮮野菜とともに航空便で週３回輸入しているとのことであった。 
日本産生鮮きのこ類の販売で群を抜いているのが日系スーパーマーケットＦ社、

百貨店Ｂ社と現地高級スーパーマーケットといった様相であった。 
シンガポールの小売業は、24 時間ストア、ハイパー、一般、高級グ

されるようであり、系列としてはＮ社と C 社が代表的なようである。このＮ社と C 社が

高級グルメ指向の店舗も展開しており、これらの店舗で日本産生鮮きのこ類を含む青果物が

販売されている。その他日系百貨店や日本の青果物を取り扱っている卸業者も多くあると言

う。しかし、業務用の青果物はより安価な中国産品が中心のようである。 
(4)タイ 

日系百貨

ないようであるが、まいたけ、しめじはエアで日本から混載で持ってきて販売していると

言う。その他タイでは、日本産の生鮮きのこ類について、通常のルートを通して現地スーパ

ー等で販売されているという情報は得られなかった。 
タイでは日本産きのこ類は高価であるため、いわゆる

入する、いわゆる運び屋による供給が主体となっているとのことであった。事実、日系ス

ーパーマーケットＣ社や他の数店回ったスーパーでも日本産は見られなかった。 
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2.2 現地の嗜好 

いては、中華系住民が中心で中華料理を主体とする台湾、香港においては

生

ー系住民、インド系住民が混在するシンガポールにおいては、台湾、香

港

が食され

る

の他の生鮮きのこ類の状況であるが、これら２地域２カ国にお

いてえのき、エリンギ、しめじなどが鍋物を中心に広く食されているようである。各地域、

識

よ

2.2 国別嗜好 

ガポール、タイにおける食文化の基本的条件として、外食があげられる。 

2.2.1 一般嗜好 

(1)生しいたけ 

生しいたけにつ

しいたけよりも乾しいたけの需要が高い。また、日本産の生しいたけは現地生産のものに

比べて価格が高いため、あまり消費されていないようである。台湾では、生しいたけが現地

生産されている。 

中華系住民、マレ

よりは生しいたけを消費するようであるが、これらの国々においても価格の高い生しいた

けの消費は一部の富裕層や日本人駐在員家族などに限られているようである。 

前２地域１カ国に比べ、中華系住民が少ないタイにおいては、比較的生しいたけ

ようであるが、タイにおいては自国あるいはマレーシア産の生しいたけが豊富に出回って

いる。また、タイでは、日本産の生しいたけはさらに高価となり、一部の富裕層に食されて

いるのみとなる。タイにおいては、日本産生しいたけは通常の流通ルートに載ることは少な

く、いわゆる担ぎ屋、運び屋といわれる人々によって供給されているようであり、また需要

もその範囲にとどまっているようである。 

(2)その他の生鮮きのこ類 

一方、生しいたけを除くそ

各国において、百貨店や高級スーパーには、これらの日本産が広く販売されている。ただし、

現地産、あるいは近年著しく増加している中国・韓国産よりは価格が高いため、いずれも高

級食材の扱いとなっている。これら高価な生鮮きのこ類であっても日本産が現地で競争力を

有するのは、日本産への安心・安全、つまり、ブランドイメージの高さによるものである。

また、これらの生鮮きのこ類は、傷みやすく航空便に頼るしかない生しいたけに比べ、冷蔵

コンテナであれば比較的長期間品質が保てるため（ぶなしめじでは１ヶ月持つと言われる）、

生しいたけよりは競争力を有するようである。ただし、台湾においては、日本の会社がぶな

しめじの現地生産を伸ばしつつあり、将来的には台湾から他国へ輸出していこうとする動き

もある。このことは、激しい価格競争のなかでは、輸送コストを要する日本からの輸出より

も、現地生産により競争力を保持していこうとする企業戦略を垣間見るものと判断される。 

いずれの地域、国においても、日本産生しいたけ及びその他生鮮きのこ類は高級食材と認

されており、その消費量は少ない。最近、各地域、各国で消費量を大きく伸ばしているの

は、高級食材としてではないが、中国産、韓国産である。 

また、タイ、シンガポール、マレーシアなどにおいては、日本の種菌が持ち込まれている

うであり、日本のきのことして生産している個人、あるいは会社があり、高品質で現地産

のものよりも高い値段で取引されているとのことである。 

 

2.

 台湾、香港、シン

フィスワーカーでも家族でもあまり家では料理をしない。たとえば、シンガポールでは女性
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の社会進出が著しいために基本的に外食文化であり、町中にはフードコートも多数存在して

いる。内食するにしてもインスタント食品が中心となっているようである。この理由の一つ

としては、食材を買ってきて自宅で調理して食べる方が高コストであることがあげられる。 
 以下においては、国別の料理方法も含めた嗜好について整理する。 

また、これらの地域、国において日本食に好感が持たれていると言われているが、その理

由

、生しいたけよりも乾しいたけの方が需要は高いようであるが、これは、中華料

理では乾しいたけを戻して使用することが一般的であることに起因することのようである。

ものではないので「日本

産

たけをてんぷらとして、他の生鮮きのこ

は

んを予防するとして台湾では人気が高いとのことである。 

の

きのこを使用した料理を好み、とびこサラダ（かにかまぼこにえのきなりきのこ

を混ぜたサラダ）や牛肉のえのき巻きなどはどこの日系料理店でも評判のメニューである。

食

たけを主とする乾燥きのこは伝統

的

口は約 7 割を中華系が占めるが、彼らの食習慣は中華料理をベースに

し

として日本食がある種のステータスとなっている面が強いようである。 

(1)台湾 

台湾では

在台湾の日本人は、生しいたけを食べるが、台湾では乾しいたけはスープなどに使用してい

るが、生しいたけを食べる習慣があまりないようであるが、えのきとしいたけは鍋に、ひら

たけ・しめじ・エリンギは炒め物に使用されているようである。 
料理と言う面から見ると、きのこはメインディッシュとして扱う

」をアピールできないのが問題とのことである。また、エリンギはバター炒めなどのメイ

ンディッシュとなりえることから、これについては味の差が出ると言う。今から２年前ぐら

いにエリンギがブームとなり、一時期は一本 100 元したときもあったという。最近ブーム

は去ったが、エリンギの人気は高いようである。 
ある日本料理のレストランでは、台湾産の生しい

鍋に使用している。台湾ではしいたけだけを生で使用する料理が無く、価格の差ほど味の

差が直接見えてこないと言う。 
近年、台湾では、きのこ類はが

数年前までは、さらに乾しいたけの需要の方が高かったようであるが、最近、生しいたけ

需要が増えてきているという。 
(2)香港 

香港では

 
また、特に冬場はどの中華料理店でも鍋物が主で具材としていろいろなきのこを使用する。

材に関して、日本人以上に賞味／消費期限には敏感で、なるべくなら消費期限の長いもの

を好む。賞味期限切れのものは見向きもしないと言う。 
伝統的中華料理には乾燥きのこを使用している。乾しい

な中華料理の具材として使用され、生鮮きのこはスープおよび鍋物に使用されるが、最近

では若い人が生鮮きのこを使った料理は調理が簡単（鍋物、炒め物などで戻さずにすぐ使え

る）という観点より、最近生鮮きのこの需要が増えてきていると言う。 
(3)シンガポール 

シンガポールの人

ているものの、周辺諸国であるマレーシアやインドネシアの調理法およびインド料理の影

響を受けた、独自の調理スタイルを確立している。また、中華系シンガポール人の間に、鍋

(火鍋)を食べる習慣があり、特に旧正月を中心に消費の盛り上がりを見せている。そのよう

な火鍋の具材として、えのき、しめじ、エリンギおよびまいたけといった生鮮きのこ類が定

着している。また、オイスターソースで炒めたりもする。この場合は乾しいたけのみではな
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く生しいたけも用いられる。 
現地の年配の人の間では、乾しいたけを用いる習慣が一般的である。また、家族の中では

年

向上により食に対する興味や関心が高まってきている。ある調査によれば、シ

ン

民（中華系タイ人：人口の１割）は乾しいたけを好むようである。タイの中には

中

ある。こちらの人達は家庭で

料

のものの味はあまり重んじられない。日本と

は

当然伝統的にない中で、日本の野菜を使った料理を家庭でするかどうかは非常

に

.3 消費者の評価 

の現地における消費者の評価について、間接的とはなるが、現地の百

店Ｃ、D 社によると、生しいたけについては、台湾ではその料理方法を知らな

い

香港人は安いものを買いたがるが、質のよい日本品を買う傾向が若い人を中心に

広

高いので

な

配の人の意見が通りやすい環境にあるため、生しいたけよりも乾しいたけが良く用いられ

ると言う。 
国民所得の

ガポール人の約 60％が健康に気を使いながら食事を取っているというデータが得られて

いる。地元スーパーの中にはオーガニック食品を扱う専門店や店舗の一角にオーガニック食

品コーナーを設置している。高所得者を中心に売り上げが伸びてきている。また、鳥インフ

ルエンザの度重なる発生や農産物の残留農薬の問題などもあり、食の安全・安心に対する意

識も強くなってきている。 
(4)タイ 

中華系住

華風のタイ料理もあるが、やはり乾しいたけがよく使われているようである。タイの人は

野菜を価値あるものと認識していない。野菜はつまとして捉えられている。肉を食べながら

つまとして食べるものである。野菜はタダとの認識である。 
生しいたけ以外のきのこ類は、生でよく食されているようで

理をしない人が多く、３食外食と言った人も多い。だたし、最近若い人は少しずつ生活習

慣が変化してきており、朝食に家庭でパンを食する人も増えてきたという。それに従い、パ

ン製造器も売れ出しているとのことである。 
タイでは料理に濃い味を付けるので、素材そ

食文化が異なる。タイ料理にしいたけをつかうのはそう多くなく、マッシュルームの方を

多く使う。 
日本料理が

疑問であり、となると外食で日本の野菜を使うかどうかであるが、当然、コストの高い日

本の野菜を使うことができるのは、高級な日本食レストランしかない。 
 
2

 日本産生鮮きのこ類

貨店、スーパー、輸入業者などに聞き取りを行った。以下にその結果を示す。 
(1)台湾 

日系百貨

人が多い。今後販売促進を行っていくためには、どのように料理するのかを PR していく

ことが重要であり、生しいたけを料理する習慣を台湾で醸成していかなければ今後の販売増

は難しいとの認識が強いようである。 
(2)香港 

一般的に

まりつつある。しかし、最近の経済悪化に伴い、売り上げは減少気味である。 
日本料理店Ｆ社よれば、一般の香港人の家庭では日本産きのこは中国産と比べて

かなか買わないのではないかとのことである。 
(3)シンガポール 
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中国産の生しいたけは、安全性や品質(小さく、肉厚ではない)から、人気はあまりないよ

う

商社Ａ社によれば、日本産の生鮮きのこは高付加価値商品ということになるが、

生

きのこは基本的にメイン料

理

.4 飲食店の評価 

レストラン B 社によると、料理と言う面から見ると、きのこはメインディッシ

ュとして扱うものではないので「日本産」をアピールできないことが問題とのことである。

の

ぷらとして、他のきのこは鍋に使

用

店・レストランと名のつく店は香港では約 1,000 軒以上あり。そのうち日本人

コ

本料理店では、日系を含め日本食材を扱う代理店

か

)シンガポール 

、数多くの日本料理店があるようである。 
産されたマレーシア産のも

の

である。 
現地の輸入

鮮きのこの現地での位置づけはもっと日常的に摂取する商品であり、特別な機会に食べる

ものではない。日常的に食べるとすれば現状では日本産は価格が高いし、特別な機会に食べ

るとすればほかの商品(たとえば神戸牛など)に目が行く。一方、シンガポール人にとって、

エキゾティックなイメージのある日本産の果物(りんご、いちごおよびマスクメロン)に関し

ては、それがかなり高くても購入する。したがって、嗜好品的な位置づけの農産物でない限

り、高い値段の生鮮きのこは売れにくいのではないかと言う。 
日本食レストラン I 社の意見としては、日本産に限らず、生鮮

の付加的なものとして位置づけられるだろうとのことである。また、生鮮きのこは日本産

でもそれ以外でも見た目はあまり変わらない。やはり、価格差が問題といった認識のようで

ある。 
 
2

(1)台湾 

中華料理

また、エリンギはバター炒めなどのメインディッシュと成り得ることから、これについては

味の差が出ると言う。今から２年前ぐらいにエリンギがブームとなり、一時期は一本 100
元したときもあったと言う。最近ブームは去ったが、エリンギの人気は高いようである。 
台北市の日本料理レストラン E 社では、魚は日本から輸入しているが、日本産の生鮮き

こは扱っていない。魚は高くても味の違いがあり売れるが、きのこは日本産と台湾産の差

が出にくく、日本産を使用するメリットが無いと言う。 
ある日本料理レストランでは、台湾産の生しいたけを天

していると言う。台湾では乾しいたけを使う料理が圧倒的に多い状況の中で、一般に台湾

産よりも高価な日本産生しいたけを使用してもらうためには、価格差に見合った付加価値

（安全、安心などのブランド力など）を認識してもらう必要があると言う。 
(2)香港 

日本料理

ックのいるレストランは 120 軒程度あるようである。またそのうちの 20~30 軒程度は日

本産の食材をよく使用するようである。 
日本料理店 F 社によれば、在香港の日

ら、ケース単位あるいは単品にて購入しているとのことである。また、同店では生しいた

け、えのき、しめじを 1 週間当たり各 1 ケース程度購入している。 
 

(3

シンガポールには

日本料理店 I 社では、生鮮きのこの場合、日本の技術供与で生

を用いているが、日本産は通常使用していないとのことである。マレーシア産だと、生し
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いたけなら 1 キログラムあたりシンガポールドル 6 ドルで調達でき、日本産と比較になら

ない。日本産にこだわる必要がある食材であれば別だが、現地住民の嗜好は素材の良さを追

求していない。また、食材を使う立場としては生鮮きのこは通常刻んで用いるため形やサイ

ズが不ぞろいでも構わない。品質や規格にはそこまでこだわってない。不ぞろいでも価格が

半分の方が使いやすい。したがって過剰な品質や規格を見直す必要があるのではないかと言

う認識であった。 
(4)タイ 

日本料理店 A 社によれば、日本の生鮮野菜、魚、高級食材を運び屋さんを使って食べた

い

もので十分という認識で

あ

.5 日本産品の販売と差別化の状況 

、一般に生鮮きのこ類の販売スペースはそう広くない印象を受ける。その中で日

、安全のイメージが高く売れているという。 

 日系百貨店C社販売風景  日系百貨店D社販売風景   地元スーパーＢＳ販売風景 

人のために入れている。日本のものは、常備品としては高いからおけない。また、生鮮品

だから保管がきかない。高いものを売るためには、材料のうんちくやこだわりをもっと紹介

する必要があり、それらのところをもっと日本の公的なところが力を入れるべきである。し

いたけで言うと、乾しいたけのどんこなどは意外とタイで知る人ぞ知るで、需要がある。た

だ、それらの高級食材も現状では運び屋さんで賄える量である。 
日本料理店 G 社によれば、きのこ類は味をつければ、タイ産の

る。日本産の価格の高いものを買ってまで使う意味はないと言う。 
 
2

(1)台湾 

 台湾では

本産生鮮きのこ類は特に特設コーナーで販売されているということはなく、生鮮野菜売り場

において、他の生鮮きのこと混在して販売されており、日本産として特に強調されて販売さ

れているわけではないようであった。 
 日本産が 10～20%程度高くても、安心
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           日系百貨店 C 社販売商品の例 
 

)香港 

いても台湾と同様に、一般に生鮮きのこ類の販売スペースはそう広くない印象で、

日

 

    日系スーパーE 社               日系百貨店Ｄ社 
 

  日系百貨店Ｃ社 
 

(2

香港にお

本産生鮮きのこ類は特に特設コーナーで販売されているということはなく、生鮮野菜売り

場において、他の生鮮きのこと混在して販売されており、日本産として特に強調されて販売

されているわけではない。日系スーパーE 社では、日本産ではないが、写真に示すように売

れ筋のものが大量に並べられていた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             日系百貨店Ｃ社陳列状況 

 

)シンガポール 

いても、台湾、香港と同様に、一般に生鮮きのこ類の販売スペースはそ

鮮きのこ類といった特設コーナーを設けて

あ

治体からの出展が

な

 日系百貨店Ｊ社販売風景（ぶなしめじ）   日系百貨店Ｊ社販売風景（冷蔵ケース） 

(3

 シンガポールにお

う広くない印象で、日本産生鮮きのこ類は特に特設コーナーで販売されているということは

なく、生鮮野菜売り場において、他の生鮮きのこと混在して販売されており、日本産として

特に強調されて販売されているわけではない。 
ただ、日系スーパーＦ社のみ、多くが日本産生

り、写真に示すように日本産生鮮きのこ類を強調して販売していた。 
また、日系百貨店Ｂ社、日本産品の特設コーナーがあり、常時日本の自

されている。この出展は期間限定であるが、次々に申込みがあるという。日本産農産物の

認知度向上に大きく貢献しているという。ヒアリングに行った時には、たまたま写真にある

ように、生鮮きのこ（ぶなしめじなど）のセールが行われていた。 
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日系スーパーＦ社販売風景       日系百貨店Ｂ社（日本産品特設コーナー） 

 

)タイ 

おいても、台湾、香港、シンガポールと同様に、一般に生鮮きのこ類の販売スペ

ー

     日系百貨店Ｄ社              日系百貨店Ｄ社 
 
） 

 

（きのこの特設コーナー）        

(4

 タイに

スはそう広くない印象である。しかし、タイにおいては、日本産生鮮きのこ類の販売は価

格が高いため、かなり限られるということが特徴である。日本産生鮮きのこ類は、一般のス

ーパーではほとんど流通していないとの印象である。現地調査で数店舗を回ったが、今回の

調査では日系百貨店Ｄ社のみで確認できた。特設の日本産農産物「おいしい」のコーナーで、

ぶなしめじ、まいたけのみが販売されていた。その他の日本産以外のきのこ類は一般の野菜

コーナーで多種類が販売されていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   日本産「おいしい」のコーナー         一般の野菜コーナー

（真ん中のショーケースの下から２段目の      （一番上の段がきのこ類

部分の多くがきのこ） 
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      日系百貨店Ｂ社              

拡大写真２     

   日系スーパーＣ社販売風景        日系スーパーＣ社販売風景 
という） 

  日系スーパーＣ社販売風景          日系スーパーＣ社販売風景 

日系百貨店Ｂ社 
  日本産「おいしい」のコーナー拡大写真１      日本産「おいしい」のコーナー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （一番下の段を除く上三段がきのこ類） （タイ、マレーシア産しいたけが多い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   えのき（日本産ではない）            エリンギ（タイ産） 
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2.6 販売促進の状況 

 ヒアリング先の２地域、２カ国における販売促進の状況について以下に整理する。 

(1)台湾 

日系百貨店Ｄ社によると、近年、日本から農産物の調査や視察に訪れる人が多くなってき

ているが、全農などの既存組織は、既存ルートでの販売しか考えていないことから、販売促

進に繋がっていないようである。 
また、日本から台湾まで輸送するコスト、関税、レートの違い、生鮮類であるがゆえの品

質保持の難しさなどから、大量に販路を拡げるのは難しいようである。このため、日本メー

カーは、台湾での現地生産を進めているようである。 
(2)香港 

一般に、日本各地方の自治体が JETRO などを通じて県産品などのプロモーションをより

熱心に行うようになっているようである。多くの自治体は高級食材の中国進出を目指し、香

港を第一のテスト市場と捉えているようである。日本の大手旅行会社の関連会社（ＪＣ社）

が食品のセールスプロモーションを香港でよく行っている。 
また、日本農業法人協会、香港貿易発展局による「日本産農産物商談会」が開催され

たようであるが、参加した日本側に貿易のノウハウが少なく、ビジネスマッチング後に

見積もり段階のまま成約に至らないケースなどがあったようである。 
現地の輸入業者Ｂ社は、日本の生産者団体、現地小売先と組んで年に２～３回はフェアを

行っており、昨年及び今年と上記ＪＣ社が日本の農水産物の販促にて来港していたと言う。  
日系百貨店Ｃ社では、通常は日本と同様で棚に日本産きのことして陳列するのみであるが、

セールスプロモーションは、きのこの価格が安くなる夏場にてマスコミ、新聞での広告を通

じて行うことを検討している。 
日系百貨店Ｄ社では、年間２回に分けてトータルでセールスプロモーションを行っており、

その機会に生鮮食料品も合わせてプロモーションしているとのこと。またそれとは別に生鮮

食料品のみの販促会を催すこともあるようである。最近では昨年 12 月 8 日にプロモーショ

ンを実施。また 3 月 9 日の週にきのこのセールスプロモーションを行う予定とのこと。 
日系百貨店Ｅ社では、セールスキャンペーンを行う際に食料品も合わせて年に数回実施し

ている。納入業者と個別の食料品のキャンペーンを行う際は別途個別に行うこともあるよう

である。きのこは夏場の値段が安くなる時期に行うのが効果的と考えられると言う。 
(3)シンガポール 

日系百貨店Ｂ社の食品コーナーにある日本産品のコーナーは、自治体の展示コーナーであ

り常設の企画コーナーの位置づけとなっている。次々に自治体が生産者を連れて入ってきて

いる。認知度はかなり高いものがある。 
販促向けリーフレット等の宣材は、生産者団体が製作したものを活用している。シンガポ

ールにおいては、香港や台湾と比較すると独自で生鮮きのこ類の宣材を製作するまでのマー

ケット規模はないと認識しているようである。したがって、同社が独自に行っている販促活

動は同デパートの会員向けのダイレクトメールが中心となっている。また、他の商品との兼

ね合いで販促活動のテーマを決めており、特別に食品だけで販促活動を行っているわけでは

ないという。 
財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所によると、以前から日本の一部の自治体等
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は、現地において物産展などを通じて地道な販売促進活動を行ってきているとのことである。

また、2006 年からは日本の農林水産省の事業で、日本産農産物の常設店舗を設置、定常的

に農産物の試食を開催しており、現地消費者にも好評であるとのことである。さらには店頭

に料理レシピを置くことや定期的に料理教室を開催することも日本産農産物、特に野菜の販

売促進につながっているようである。 
ただし、日本の地方自治体がよくやって来るが、日本産品のフェアを実施してその間に商

談を行っても、一過性になりがちである。新しい産品に対するイメージは高いが継続しない。

つまり、リピーターを獲得するためのアフターフォローがない。また、日本側の問題として

は、県をはじめと地方自治体が旗を振ってこのようなミッションを編成しても、生産者自身

が積極的に輸出に携わっておらず、待ちの姿勢が目立つことがあげられる。また、生産者と

小売業者の間に入る人も小ロットの取り扱いはしり込みする。そのような状況を鑑み、最近

では福岡県が県内産品や九州域内産品の取扱商社的な機能を果たす組織を設立している。た

だし、このようなきっかけづくりはよいが、生産者に独り立ちしてもらう必要があるとの意

見があった。 
日系輸入商社 C 社では、えのきなどの啓発活動の一環として日本の料理のデモンストレ

ーションは実施しているが、現地の買い物客からは「日本産でないとだめなのか？」と聞か

れる。また、単価が高いためにペイが難しい。加工食品会社、たとえばドレッシング会社な

どと一緒に組んでデモンストレーションを行わないと難しい。ただし、上述したように生食

に抵抗があるために、ドレッシングだけを購入し、生鮮きのこは日本産以外のもので済ます

傾向にある。これは、他の加工食品、たとえばうどんのスープ、鍋もののだしに関しても同

じ傾向にあるという。 
日本料理店Ｅ社では、日本の航空会社や生産者団体、自治体の協力のもとに日本産品のプ

ロモーションを実施することがあるが、通常は採算が合わないくらい価格が高いため、フェ

ア時であっても生産者や流通業者の協力が不可欠である。 
日系スーパーＦ社では、年間を通して多様なプロモーション活動を実施しているため、日

本の高品質な産品を現地住民に周知してもらえているのではないかと言う。ただ、プロモー

ションは生鮮きのこに限定したものを実施したことはない。一方、販促用の独自パンフやチ

ラシは作成していない。日系スーパーＦ社は 5 年前に撤退した日系百貨店の後に入ったこ

ともあり、顧客層の下地ができていたことがある。 
(4)タイ 

タイにおいては、台湾、香港、シンガポールに比べると、やはり日本産農産物は非常に高

価となるため、日本のものだから良いものとの認識はあるようであるが、現実には一部の富

裕層に購買層が限られるといった大前提がある。 
したがって、大分のどんこを 100ｇ2,700Ｂで販売するといったフェアが行われ、それが

良く売れたとの実績もあるが、それはほんの一部の値段に糸目をつけない富裕層がある意味

で興味本位で買っていったと言われており、一般に、タイのほとんどの住民は日本産品を購

入できる状態にない。 
タイの日系百貨店Ｄ社によれば、販売促進のためフェア時には広告宣伝や試食を実施する

が、予算が出ない限り実施しないとのことである。新潟県が年に一度フェアを開催している

が、通常期は何もしていないようである。 
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 日系スーパーＣ社においても、年に何度か日本産農産物のフェアを行うようであるが、生

鮮きのこ類が取り上げられることはないようである。 
 
2.7 持ち込んだ生鮮きのこ類の評価 

 本調査では、日本産の生しいたけ（徳島県産）、えのき、ぶなしめじ、エリンギを、調査

対象地域、国に持ち込み、地元百貨店、スーパー、輸入業者などに評価してもらった。その

結果を以下に示す。 
(1)台湾 

 中華系住民が多く、乾しいたけの需要が高く、さらに、生鮮きのこ類を鍋物等に多く使用

する食文化の中では、徳島産の大きな生しいたけに魅力は感じるものの、その他のえのき、

ぶなしめじ、エリンギには魅力を感じないと言う。この理由としては、一言で言えば、値段

の高さである。徳島産の大きな生しいたけにしても、特徴ある食べ方（バター焼きや天ぷら

など）で台湾でも高く売れる状況にならない限り、現地のものを使用した方が合理的との考

えである。 
(2)香港 

 香港においても、中華系住民が多く、乾しいたけの需要が高く、さらに、生鮮きのこ類は

鍋物等に使用するなど、台湾と近い食文化を有する。したがって、徳島産の大きな生しいた

けに魅力は感じるものの、その他のえのき、ぶなしめじ、エリンギには台湾と同様、魅力を

感じないと言う評価であった。理由もほぼ台湾と同様であった。 
(3)シンガポール 

日系百貨店Ｂ社、Ｊ社をはじめ、現地輸入商社においても徳島産の大きな生しいたけには

魅力があるが、その他のえのき、ぶなしめじ、エリンギはあまり魅力を感じないとのことで

あった。特に、ソースによる味付けが素材の味、食感より重視される食文化のなかでは、素

材の良さを売り物にするのは難しいとの意見であった。どうせ切り刻んだりもしてしまうの

で、徳島産の大きな生しいたけには魅力は感じるが、果たして採算に合うかどうか。 
逆に、この品質で不揃いで良いから（切り刻んでつかうことが多いので）安く入れられない

かとの質問があった。 
日系スーパーＦ社によると、確かに品質が良ければ売れるが、形が大きいだけではなく何

かしらの特色が必要だろう。当地の嗜好を考えるとそこまでグレードが高いものは要求され

ていないと思う。対象としては、知日家の富裕層でおいしいものを作りたいという人という

ことになるだろうか。ただし、富裕層は食に対するこだわりがあるので、「質は落とさず」

がポイントになるだろう。 
現地の輸入商社であるＧ社やＨ社は、現地卸のサンプルに関しても品質が高いのは十分に

理解している。ただし、出荷時 300 円のものであれば、シンガポールでの店頭価格は約 5
倍程度の 1,500 円になる。それを、素材の持ち味があまり分からない現地人に売り込むこ

とは難しい。 
(4)タイ 

日系百貨店Ｄ社、日系スーパーＣ社をはじめ、高級日本料理店においても、徳島産の大き

な生しいたけには肉厚があり、ジューシーで魅力があるが、その他のえのき、ぶなしめじ、

エリンギは菌床栽培ものでもあり、タイ産のものと差があまりないのではないかとの評価で
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あった。あとは値段だが高いと言うことが予測できるので手が出ないだろうとの評価であっ

た。また、タイの物流事情が悪いので、鮮度が保てるかという意見もあった。 
むしろ、原木栽培のしいたけなど、日本でしかつくれないものしか価値がないのではない

か。タイでは、日本からの技術指導で、あるいは日本の人（リタイヤ組など）が数年前から

きのこ類を菌床栽培でつくっており、大きな商売となっている。こちらではできないものを

輸入するしかないのではないか。 
一方、日本の包装資材はすばらしい。劣化しない包装技術がある。このサンプルの徳島産

しいたけの包装はそれである。この肉厚のものはあまりタイではない。あとは価格というこ

とになる。 
日本料理店Ｆ社によれば、持参したサンプルのしいたけは大きいし、肉厚もあり、香りも

良い。その他のぶなしめじやえのき、エリンギは価格のことを考えるとこちらのもので十分

である。しいたけの高いものを買うなら、ほかの素材の高いものを買って料理した方がおい

しいものを出せると考える。徳島産のしいたけは、350 バーツなら買っても良いかと思う。

ただ、実際には、もっと値段を下げる必要があると思う。他のきのこは、タイ産のもので十

分である。大分のどんこは有名だから知っているが、使ったことはない。通常使っているも

のはタイ産が多い。 
また、日本料理店Ｆ社で提案された調理法としては、持参したサンプルの徳島産のしいた

けは、焼いて、タレを付けて食べればおいしいと言う。ただ、単独ではなく、焼き肉と一緒

に出して、タレを付けて食べるのが良いと言う。その他、高級中華料理に使うといったこと

が考えられると言う。いずれにしても、日本産は価格が問題である。価格が高いほど味や品

質が良くても差別化どころではなくなってしまう。 
 

2.8 日本産品に対する需要・評価・課題 

2.8.1 需要 

(1)台湾 

台湾においては、生鮮きのこのうち、しめじやひらたけはすでに台湾に輸入されている。

日系百貨店Ｄ社では、台湾産のきのこを多く取り扱っているものの、日本産は一部に限られ

る。エリンギ、しめじ、ひらたけなどは日本産である。一方、えのきは韓国産が多い。 
日本食品輸入の現地バイヤーであるＦ社によれば、約 20 種類の生鮮きのこを販売してい

るが日本産は 5～6 種類程度とのことである。また、きのこの値段は、夏冬で異なり、夏は

100g800 元だが、冬は 1200 元になる。同社は以前、日本の生鮮きのこの輸入を行っていた

が、現在は中止しているそうである。その理由としては、一時、台湾政府が残留農薬問題で

輸入規制をしていたことや生鮮きのこは傷みやすく取り扱いが難しいことがあげられる。 
このＦ社が有する販売ルートは、台北と中南部が主となり、D 社グループ、R 社,K 社グ

ループ、E 社グループ及び J 社の５ルートがある。また、日本産と示すことにより高く売

れ、安全・安心に繋がっていると言う。 
(2)香港 

香港では、生しいたけ以外、かなりの日系スーパーや現地の高級スーパーなどで日本産の

きのこが売られているが、まいたけに関してうまく売れないという。香港人の嗜好に合わな

いのか、しめじなどに比べセールスで苦戦している様子である。 
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輸入商社Ｂ社によると、生鮮きのこ類の売れ筋は、しめじ、えのき、エリンギ、まいたけ、

なめこのようであるが、生しいたけはすぐに変色し日持ちしないため、空輸にならざるをえ

ない。したがって、価格的に日本産よりも安い中国産、韓国産および台湾産と比べると見劣

りするので（船便で日数を要した場合）扱っていない。現地住民の意識としては桃は山梨、

りんごは青森というように、えのきは信州という固定観念があるため、同社もエノキのほと

んどが信州産のものを扱っている。 
(3)シンガポール 

シンガポールでは、日系輸入商社Ｄ社、現地輸入商社Ｈ社などが主に日本産生鮮きのこを

取り扱っているようであったが、青果物全体となると日本産を扱っている輸入業者はかなり

あるとのことである。ただし、日本産生しいたけは、日系百貨店Ｂ社、日系スーパーＦ社以

外ほとんど扱われていないようであった。 
日系百貨店Ｂ社における日本産きのこ類の購買層の対象は、日本人 3 に対し、日本通も

しくは日本好きの現地人が 7 だと言う。取扱いきのこ類のうち約 7 割が日本産である。一

方、現地の高級グルメ志向のスーパーでは、その比率は日系百貨店Ｂ社とは逆で約 3 割が

日本産で 7 割がその他からの輸入になっていると聞いているそうである。 
また、日系百貨店Ｂ社ではシンガポール国内にとどまらず、インドネシアやマレーシアの

富裕層が購買層となっており、彼らは気に入った商品があれば価格を気にせず購入している

と言う。一方在留邦人の配偶者は日本での価格を知っているため、価格に関しては敏感であ

るようである。 
財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所によれば、購買層は日系スーパーＦ社が日

本人駐在員や現地の高所得者であるのに対し、地元スーパーは現地の比較的所得の高い層が

中心であるとのことである。現地では日本での販売価格を知っている日本人駐在員より現地

の人々のほうが、他の外国産に比べて高価にもかかわらず、日本産商品の購入に抵抗が少な

いようである。 
一方、日系スーパーＦ社の購買層は現地住民の方が若干多いと言う。生鮮きのこを含む生

鮮品の需要は高く、ほとんどを日本から空輸で調達している。生鮮きのこは鍋料理には当然

必要な食材であるし、現地住民にもその認識度は高い。日本産のものもかなり売れている。

値段は生しいたけの場合、中国産が 1.95 シンガポールドルであるのに対し、宮崎産のもの

が 7.9 シンガポールドルである。現地一般のスーパーであれば、きのこ類は概ね 1 パックの

小売価格が 50～60cent 程度であるが、現地住民の間には日本産は高いが安心でおいしいと

いうイメージは醸成されているようである。 
 現地のＶ社は長野県経済連と独自のパイプを築きえのきの輸入を行っているようである

が、えのきは中国産・台湾産・タイ産の方が圧倒的に多いと言う。 
(4)タイ 

JETRO タイランドによれば、高級な日本食材は、２つのルートでタイの日本料理店に輸

入されている。一つは日本料理店が有する正式なルートによる輸入、もう一つはいわゆるハ

ンドキャリー（担ぎ屋）と言われ、日本とタイを往復して運ぶ人々である。ビジネスクラス

で牛肉や野菜（紅葉の葉っぱなども）を週に２～３回運んでいる（牛肉は禁止されている）。

松茸もそのルートである。これらは全く統計に出てこない。大田市場でもタイで売られてい

るとは思っていない。 
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以前は、関税が４０％だったが、しいたけは日タイ経済連携協定により（２００７年１１

月）関税が撤廃されている。タイは世界で６番目に多く日本からきのこ類を輸入しているが、

2007 年で５９kg（１０万円ぐらい）であり、わずかである。これらは正規通関している量

である。これらの大半は日本の輸出商社 S 社が日本から輸出してタイの輸入商社Ｅ社がタ

イに入れている量である。 
農林水産省の事業を活かして2007年に日本のS社が日系百貨店Ｄ社でタイで売れそうな

ものを常設店舗という形で行った。タイにはないまいたけ、ぶなしめじが売れているようで

ある。１パック 170 バーツはタイの最低賃金が 200 バーツ（１日あたり）なので、非常に

高いものであるが、富裕層が買っていくようである。12 月はきのこ類の需要期であるが、

しめじは売れたようである。一般に、しいたけはあまり売れなかったようである。一方で、

大分のどんこは 100g で 2,700Ｂで売ったが、結構売れた。限られた人の間ではあるが良い

ものは売れるということもある。 
日系スーパーＣ社によると、日本産の高級食材は、運び屋さんに頼んでいるのが実態であ

る。特に生鮮魚などは 100%に近いだろう。ただ、これにしても、高級レストランは直ぐに

使えるから良いが、スーパーとなると日持ちがしないものは難しい。 
日本料理店Ｇ社では、日本の旬のものを入れている。今だと山菜とか。しいたけについて

はどんこには興味があるが、入れたことはない。生鮮まいたけ、松茸、ブナシメジは日本か

ら運び屋さんで取っている。いろいろな業者さんとつき合って適宜必要なものを入れている。

また、なめこはこちらではないので、日本産を入れている。タイの人はナメコの食感が好き

である。実は、缶詰で入れており、本当は生がほしい。缶詰は重いし、空輸では高くなる。

一時中国産が入ってきたが品質が悪いので使うのをやめた。日本のきのこと言えば、まいた

け、松茸だろう。松茸はそれだけでメインになりえるが、しいたけでもどんこのように大き

ければステーキで行けると思う。うちでしいたけステーキを出すとしても、600 バーツまで

だろう。定食が 380 バーツなので。 

 

2.8.2 評価 

(1)台湾 

日本食レストランＢ社によれば、日本産生鮮きのこは使用していないが、一般的には、

10～20％高くても購入するようである。また、エリンギは高くなければ日本産を使用して

みたいとのことである。 
日本産は安全・安心という点では台湾産よりも優れており、台湾産と差が明らかに出れば

使用したいそうである。また、日本でパックしてきたものは安全・安心という点から高く売

れるので、いかにオリジナルなパックとしていくかも販売の面での課題だと言う。いずれに

しても、「日本産」ということで安全・安心が確保され、価格が高くても売れると思うし、

使用したいそうである。 
日系百貨店Ｃ社によると、生しいたけはあまり需要がない。また、日本産の乾物は有名で

あるが、生鮮きのこはそれほどでもない。日系百貨店Ｃ社では、日本産はしめじとひらたけ

が日本のＨ社産として販売されているが、しいたけは無い。 
日系百貨店Ｄ社では、日本産生鮮きのこ類は概して質が高く、値段も高くなっているもの

の、それなりに需要はあると言う。また、生しいたけの需要は、日本人を中心にあるものの、
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多くの台湾人には料理方法が分からないなどの課題もあり、販売促進のためには、PR が重

要とのことである。一方、乾しいたけの価値がよく分かる台湾では、日本産が高価でも、そ

れなりに売れるのではないか、一方で、生しいたけでも安い品物があれば売れるのではない

かとのことであった。 
このように、台湾の日本産農産物の評価は高く、香港以上の実績を有すると言う。しかし、

台湾で成功するには、農業国である台湾産農産物の品質の良さを認識することである。果物

や野菜などは日本とほとんど同じものが台湾でも栽培されており、京野菜などの特徴がある

ものでないとなかなか売れない。とは言うものの、日本産は安全・安心の面から台湾では人

気があり、国内産より 10％程度高くても売れる。さらに、有機栽培もキーワードとなって

いる。その一方で、昨年来の日本での食品偽造事件は、台湾における日本産のイメージを下

げている。台湾では、日本の情報がすぐに伝わっている。 
(2)香港 

香港はほとんどの食料を輸入に頼っており、ある意味では、各国から食材が集まる激戦区

である。その中で日本産農産物は「安全・高品質」という高い評価を得ている。他国の農産

物に比較して価格が高く、日本で評価が高いもの、あるいは特徴があるものである必要があ

る。香港側のバイヤーも日本から売れる商品を探すことに躍起となっているようである。  
ただし、百戦錬磨であるバイヤーに対して、日本側は輸出経験に乏しく、円滑なマッチン

グが成立しにくいと言われる。また、物流コストも不安材料の一つで、荷積みする港や空港

の位置関係によっては、国内のコストが嵩む。また、輸送時間、気候の差などを考えれば、

品質維持という課題も影響してくる。 
輸入商社Ｂ社によると、日系スーパーの顧客の 90％以上が現地住民で、少々価格が高く

とも食の安全を優先すると言う。日本の食材に関する知識があるために、日本産のきのこに

対する評判はよいとのことであったが、生しいたけは販売されていない。売られているのは

エリンギ、まいたけ、えのき、ぶなしめじとのことである。なお、同社では、ぶなしめじ、

えのきを除き価格が中国産などに比べて高いようである。 
日本産のきのこに関しては、香港市場を俯瞰する限り、日系スーパーマーケットおよび現

地の高級マーケットには現地中流階級以上の需要を満たす量は供給されていると思われ、各

スーパーマーケットの購買担当者よりも日本産きのこに関しての積極的拡販意欲などはあ

まり聞けなかった。 
(3)シンガポール 

日系百貨店Ｂ社は、昨年 3 月までの 2 年間、農林水産省の日本産生鮮野菜果物の実験店

舗事業を行ってきたが、果物を中心として日本産の生鮮青果類は定着しつつあるようである。

また、実験店舗事業の実施により、現地の嗜好を把握しつつあるようである。ただし、シン

ガポールは並行輸入の国であるため、実験事業等を通して新たな商品の評価が判明すると、

他の現地業者が翌年に大量に仕入れて販売し、値崩れが起きることがあるとのことである。

その結果として鮮度の悪いものが出回るなどして、購買層に悪印象を与えることがあるよう

である。したがって、日系百貨店Ｂ社では、先のトレンドを読み、基本的なマージンを含ん

だ現地販売価格を設定し、それを納得して購入してもらうことを基本戦略としているようで

ある。現在、価格競争が激化しているために正規代理店を中心に商品の流通先を再編成中で

あるとのことであった。 
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日系百貨店Ｊ社の日本産生鮮青果類の購買層は現地住民で、在留日本人以外の購買力が非

常に大きい。日系の食品はブームである。当地の GDP も高いが、日本の食文化に対するあ

こがれがベースになっていて、それに現地住民の購買力がプラスされている。 
現地輸入商社Ｇ社やＨ社のような現地の卸売業者も日本産の生鮮きのこの品質が高いこ

とは十分に理解している。以前取り扱ったことはあるが（現在は購買層にとって値ごろ感の

ある中国産が中心）、中国産、マレーシア産の生鮮きのこの最低２倍以上する日本産生鮮き

のこを売り込むことは非常に難しい。対象は日本人駐在員家庭か地元の富裕層になるだろう

が、地元の富裕層はシンガポールの全人口のおよそ１割 45 万人程度であろう。ただ、この

ような富裕層は外食傾向が強いうえに、自らスーパーに買い物に行って食材を吟味して調理

するということは一般的に少ないので、本当にごく一部の購買層をターゲットとしたものに

なってしまう。コスト削減のため、日本の産地と直接取引がしたいとの提案があった。 
 JETRO シンガポールによれば、生鮮きのこは最終的な価格が生産者価格の 2～3 倍にな

るため、対象は富裕層や日本人駐在員となり、ローカルのスーパーには置かれない。また、

確かに日本産品に対するイメージはよいが、他の産品と違い生鮮きのこは中国産との見分け

がつきにくいため、値段が高いと敬遠されるだろう。付加価値がつくか果物のような商品で

ないため難しい。一方で、コストを下げても約 450 万人の市場規模に対して、コンテナを

一本作れるかどうかだろう。1 週間に 2～3 回といったサイクルを回せるだけの需要がない

と考えられる。 
(4)タイ 

日系輸入商社Ｂ社によると、日本のきのこ類は値段が非常に高いのでほとんど使われない。

一部の高級日本食レストランのみである。それも、サプライヤーとして正式に継続的に扱っ

ているところはない。計３社ぐらいである。生鮮きのこ類は足が速く、しいたけは一週間ぐ

らいが限界なので難しい。日本産のきのこ類は、タイ、シンガポールではあまり需要がない

のではないか。香港、台湾の方が需要が大きいのではないか。香港が最もアジアで大きな市

場ではないか。そもそも、タイでは日本の生鮮食品がまだまだ定着しているとは言えない。

特に生鮮きのこ類はタイ産などと比べて約 10 倍の開きがあり、最近の経済危機で、基本的

に日本産を買っていた日本人駐在員の奥さんでもタイ産を買うようになっている。日系スー

パーＣ社でもその傾向である。最近、タイでもオーガニックというものが多く出てきたが、

タイの王室の保証があるもの以外は怪しいかも知れない。サンプルで持参した徳島産生しい

たけのサイズのしいたけはタイではない。ただ、その他のものはタイ産でもあるし、最近は

韓国産が大量に出回っている。 
日系百貨店Ｄ社はタイの富裕層、日系スーパーＣ社は日本の駐在員層といった棲み分けの

感がある。したがって、日系百貨店Ｄ社では、タイの富裕層に日本産の高いものが売れる可

能性は高いが、市場は限られる。 
日本料理店Ｇ社によれば、日本の人は値段、タイの人はおいしければ良いといった感じで

ある。最高のものであれば糸目はつけないといった傾向にあるとのことである。 
日系百貨店Ｄ社によれば、生鮮きのこの対象は、やはりタイ人ではないかとのことである。

日本人も対象ではあるが、奥様の買い物ではやはり高いと感じているのではないか。ゴルフ

等にお金を使っても食べるものにそれだけ使うかどうか。日本料理レストランでも、接待な

ら良いが、自分でいくならもっとランクの低いところに行くのではないか。 

 39



JETRO タイランドによれば、日本産生鮮きのこ類の日本からの輸出は以前から難しいと

言われており、空輸するため高いこと、関税がかかること、生鮮きのこ類は野菜としてみて

おり価値あるものと認識していないことなどがその理由とのことである。 
日系百貨店Ｄ社が取り扱っているきのこ類は、こちらで生産しているものもあるし、中国

産も多くある。２年前に日本の輸出商社Ｄ社と組んで農林水産省の補助事業で野菜のフェア

を実施したが、こちらにないものは人気となるが、こちらにあるもの、味があまり変わらな

いものは今一つといった感じである。航空便を使うと、価格が３倍以上になってしまう。高

い価格のものを買うのは、日本人ではなくタイ人である。おいしければ値段を見ずに買って

いく。やはり、ターゲットはタイ人であると言う。大分県産どんこを３回ぐらいフェアで扱

ったが、100g、2700 バーツでもタイ人に売れる。日本人は買えない（日本でも進物用では

あるが）。１万バーツ以上のしいたけを買う人もいる。そのあたりは大分県のしいたけ組合

に聞いた方が詳しくわかるが、市場として根付くかどうかは別問題である。ただ、乾しいた

けであるので、生よりは扱いやすい。生となると別問題である。 
日系輸入商社Ｂ社によると、タイでも豊富にきのこがあるので、日本産だからと言って売

れるものではない。経済状況が悪くなり、日本産品が売れなくなっている。日本産品はもと

もと高いので、この経済状況でますます売れなくなっている。日本産品をタイ産、韓国産に

シフトさせている。タイ産、韓国産の１．５倍までが限界ではないか。 
 
2.8.3 課題 

(1)台湾 

日本食レストランＢ社によれば、日本産を専門に取り扱う輸入業者が少ないのも課題であ

ると言う。また、生鮮きのこ類に限らず台湾産と比較して特色があれば、使用するが、料理

の方法が分からない、どのように使用してよいのか分からないとのことである。 
日系百貨店Ｃ社によると、日本産ということで高く売れることは事実であり、その背景は

安全・安心にあるし、日本産は質の面でも優れているものが多いが、キノコとなるとそのま

ま食べるわけではないので味の差が表に出てこないことが課題とのことである。 
日本料理レストランＥ社では、日本から多くの食品を輸入して使用していたが、現在は高

くなったので使用していないとのこと。日本産の生鮮きのこは魅力的であるが、使用する料

理が少ないこと、高いこと、台湾産と日本産との味の差が出にくいことがネックとなってい

るようである。 
日本食品輸入商社Ｆ社では、エリンギは台湾では人気があり前は輸入していたが、生鮮き

のこのうち、しいたけは料理方法が分からないため、需要も少ないと判断して輸入していな

い。いずれにしても、日本産は質が高いものの、値段が高いことと、特に生しいたけは、そ

の料理方法が不明と言うことで、現状では需要が少ないとのことであった。 
(2)香港 

現在の経済環境より、韓国、中国より価格の安いきのこが輸入され、またきのこ栽培に関

しては安全面に関しても農薬もあまり使用しないこともあり、また見た目も日本産と変わら

ぬため今後も一挙に日本産きのこが評判となり売れ行きが一挙に増大するとは考えにくい

のではと思われる。 
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(3)シンガポール 

日系輸入商社Ｄ社によると、シンガポールの消費マインドは値段に敏感で、少しの価格変

動でも品物の動きが鈍くなる。その中で生鮮きのこのような価格の高い産品を販売すること

は難しいとのことである。 
日本料理店Ｅ社の日本人料理長によると、現地の嗜好が素材よりも調理法重視であるため

に、コストの問題もあり基本的には現地調達で賄っているという。生鮮きのこを含む日本産

品を利用するのは、日本人客向け特別料理の場合である。他のアジア諸国たとえば台湾や香

港でも同じだろう。ただ、日本人駐在員相手のビジネスとしても、マーケット規模は小さい。

昨今の経済状況から日系企業の接待も減少傾向にあり、日本人駐在員の配偶者も食材にこだ

わるよりも、余暇にお金をつかっている。 
現地輸入商社Ｋ社によると、価格競争の激しいシンガポールで、日本産生鮮きのこを販売

促進するためには、以下の３つの要素が重要と言う。 
 ①価格コントロール 
 ②商品のイメージ(高品質、安全、健康に良いなど)の周知徹底 
 ③日本政府や生産者団体の支援 
一方、日本産品のデメリットとしては、流通距離が長く船便だと 10 日掛かる。航空貨物

を利用すると価格競争力がない。ただ、中国産品に関してはシンガポール人の間でも買い控

えがあり、所得のある人は台湾、韓国および日本産品を購入しているようである。 
輸入商社Ｃ社によると、日本産の生鮮きのこの味は確かにおいしいが、シンガポールで需

要があるかは疑問である。ただし、日本のフルーツは、ある程度お金を出してもいいと思わ

れているようだ。結局、シンガポールにも他国産のきのこはあるために、売り込み方が難し

い。1 パック当たり 3－4 シンガポールドルならよいが、手が出せるかどうかカギだろう。

そういう意味では、生鮮果物の方が売り込みやすい。 
 日本料理店Ｅ社によると、現地の嗜好から考えると、素材の持ち味を活かす調理法を周知

させることが肝要であると言う。 
日系輸入商社Ｄ社によると、生鮮きのこに関しては、日本からの技術指導を受けたマレー

シア産やタイ産のものが、多く出回っている。日本人が作っているとのことである。ただし、

日本人の技術指導者が帰国すると、品質が低下する。このような技術指導はＪＡではなく、

日本農業法人団体のようなところで行っているが、日本の農業の将来にとってプラスかどう

かはわからない。 
(4)タイ 

JETRO タイランドによれば、料理店の個別需要をどう引き出すかも今後の課題である。

いずれにしても、通常のルートで流すような量（コンテナなどで）は難しいのではないか。

日本の輸出統計に出るような量にはなり得ないと思う。きのこの品質も日本産とあまり変わ

らない。マイタケは可能性があるのではないか。フェアでマイタケご飯を作ったら非常に評

判が良かった。タイ産とくらべて 1.2 倍までの価格差が限界なのではないか。２倍、３倍と

なったらもう話にならない。日本産の果物、たとえばりんごやいちごなら高くてもまだ買う

が、きのこ類となると価格勝負となってしまう。タイ産で十分、韓国産で十分と言った感じ

である。  
日系輸入商社Ｂ社によると、野菜に関してはタイ産のもので十分という判断もある。えの
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きやエリンギ、しめじも価格差ほどの差がないと言う。駐在している日本人の奥さんも、米

でもタイ産と日本産の価格差を認めなくなってきている。日本産の生鮮きのこの出来はとて

も良く立派だが、タイ産と日本産を並べ価格を比較してしまうと、果たしてどうかと言うこ

とである。それまでの価格差を認めるかどうかである。現状では認められていない。 
日系百貨店Ｄ社によると、生鮮きのこはタイでは将来的に大きな市場とはなり得ない。よ

ほど健康に良いとか、全くコンセプトの異なるものでないと難しい。生しいたけは足がはや

いので難しい。日本産を売るなら、やはりタイにないものを売る方向はあるだろう。ただ、

市場は非常に限られ、通常の流通に乗るものではない。日本産のきのこについては、エア便

であるため、中国産に比べ非常に高く、価格差が２０％以上の開きとなってしまう。２０％

以内に縮めるのは難しいと思う。 
日本料理店Ｇ社によれば、日本でしかできないものであれば魅力があるが、その他のもの

であればタイでできるので、タイ産で問題ない。原木でできるどんこなどは競争力があると

は思う。普通のしいたけ、その他のきのこ類はタイ産で十分である。ここにこなくては食べ

られないということがポイントになるだろう。日本産きのこ類は価格が非常に高いことが課

題で、一般の市場には乗らないだろう。一部の富裕層の間であれば経済状況にもよるが一定

の市場はあるのではないかと思うが運び屋さんの域を出ないであろう。 
 

2.9 今後の輸出促進に係わる提言 

(1)台湾 

台湾では、激しい価格競争の中で、輸入品には関税が課せられ、検疫もあるため、輸入品

が台湾産に対抗するためには最初からハードルが高い。そのため、日本からきのこ栽培メー

カーが進出し、現地生産を開始するなどの流れになっている。 
さらには、どんこなど、日本でしか生産できない、特徴のある高級食材などの生産、輸出

に活路を見いだす方向に向かうものと推察される。 
日系百貨店Ｄ社は、高級のイメージがあり、台湾の富裕層 120 万人の顧客を有している

ことから、ここで生しいたけ料理の PR を行うと、台湾の社会的な流れを作ることも可能で

あるとのアピールがあった。台湾、特に台北の富裕層は日本の富裕層より裕福と言われ、い

い品物であれば購入することから、生鮮きのこも質が高く、安全・安心が満たされれば大い

に需要はあると言う。 
いずれにしても、乾しいたけが主流である台湾で、生鮮きのこ類、しかも、価格が高く、

現状では流通量が少ない日本産生鮮きのこの消費を促していくためには、日本より裕福とい

われる富裕層に対して、日本産生鮮きのこ類を実際に食べたことがない人や調理方法を知ら

ない人に対して実際に試食させたり、料理法を紹介し、地道な販売促進活動を通して消費拡

大を図っていく必要がある。また、大分のどんこなど、日本でしかできない、かつ安全で安

心な高付加価値の生鮮きのこ類を紹介していく必要がある。 
(2)香港 

スーパーＩ社によると、セールスプロモーションを行うと売り上げが上がることは確実と

言う。価格の安い夏場に行うことを考慮するので、日本サイドの協力も必要とのこと。 
またある日系の食品輸入業者によれば、毎年のごとく、農林水産省の支援で J 社なる日

本の大手旅行社の関係子会社が日本産農林水産物のプロモーションを行っているが、その際、
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在香港の特定輸入業者１社とのみタイアップし、そのプロモーション期間のみ特別値引きし

た割り安価格で販売されることがある。そのために小売業者に卸す価格体系が乱れ小売業者

よりかなりクレームを受け非常に問題となるケースがある。ぜひともやり方を再考願えれば

との声があった。つまり、適正な価格のコントロールの方法を見いだしていく必要がある。 
香港においても、今後のより一層の日本産生鮮きのこの消費拡大を図っていくためには、

台湾と同様、多くの実際に食べたことがない人や調理方法を知らない人に対して実際に試食

を行ったり、料理法を紹介することにより、地道な販売促進活動を通して消費拡大を図って

いくことが基本と考えられる。 
(3)シンガポール 

多くのヒアリング先において、一般に、現地では、日本食ブームはあるし日本産品に対す

るイメージは良い。日本産農産物が高品質とは知っているが高価格であることから実際に食

べたことがない人や調理方法を知らない人も多いので、継続的なマーケティング手法（１年

以上）を取り、新たな食文化を啓発すれば、中国産やマレーシア産よりも若干高い値段であ

れば、中流階層に十分受け入れられるだろう。この場合、現地人の嗜好が素材の味よりもソ

ースや調味方法に重点をおくために、販促活動を行うにしても、生鮮きのこ類がもつ素材の

おいしさや効能の情報を十分に周知させるなどの必要がある。 
現地商社Ａ社は「おいしい」などの販促プロモーション活動を行っているが、その費用が

自己負担であることに非常に不満を表明した。今後の現地商社等への日本政府もしくは生産

者団体等の支援を望んでいる。 
日系百貨店Ｂ社によれば、生鮮きのこの価格は航空便を利用した場合、日本の約 3 倍、

船便だと約 2 倍になる。生鮮きのこは単価が安いため、利益が多い果物類と抱き売りにす

るのが最善の策かもしれないと言う。 
財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所によれば、シンガポールでは所得水準の向

上によりおいしいものや美しいものへの関心が増大しており、また、ヘルシー志向へと向か

っている中で日本産農産物に対する評価が高まってきている。しかしながら、日本産と変わ

らない品質を持つ外国産の野菜やオーガニック食品とも競合しており、今後も日本産農産物

が高品質かつ安全・安心な品物であることをアピールしていくことが重要である。 
日本産農産物の仕入れに関してはスーパーごとに流通経路が系列化されており、その数は

さほど多くないとのことである。ここに切り込んでいくことは販路を開拓する上で大事であ

る。特に仕入れる品物の産地は日本側の仕入れ業者に左右されることが大きいことから、こ

れらの業者への働きかけも重要である。 
日系Ｔ百貨店によれば、日本側の窓口が国際化していないので物流の流れ自体が難しいと

のことである。近年、直接作っている人の顔が見える産品の需要が高い。また、こうした流

通・販売システムを構築できればコストダウンにもなる。 
(4)タイ 

前提として、タイには固定資産税、相続税もなく、お金持ちは今後も金持ちで有り続け、

下克上はなく、立身出世もない、完全な階級社会である。お金がお金を生む社会である。し

たがって、価格の高い日本産生鮮きのこは、一部の富裕層を対象とすることになる。これら

の富裕層にとって、日本産を所有、消費することはステイタスとなっており、また、価格が

高いものは良いものとイメージが強い。特に日本産はその認識が高い。 
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一方、今回の経済危機、先般の空港封鎖の影響で観光客は相当減っており、飲食店の閉鎖

も相次いでおり、外食産業は厳しい状況にあるとのことである。 
 また、現状では日本産の生鮮きのこ類の消費量は、通常の流通ルートに載る程の量はなく、

いわゆる運び屋さんが日本から持ち込む量で十分賄われているという現実があり、今後もそ

の傾向は続くとの大方の見解であった。 

日系スーパーＣ社によると、日本から農協の人が良く来るが、こちらで売られている価格

をみて、売り込みをあきらめる。生鮮と言うことで、航空便を使う必要があり、売れる値段

にはならないことが直ぐ理解できるためである。現在は、野菜関係は当店ではほとんどタイ

産である。長芋ぐらいが日本産を入れていると思う。今は円高で日本産は価格も上がってい

ると思うのでなお更である。日本各地から最近売り込みが非常に多い。日本がダメなら海外

と言ったことは分かるが。輸送コストがどうしても問題である。少しでも安く持ってくる方

法があれば良いが。ポイントは、タイ産で間に合うものをわざわざとても高い日本産を、お

いしいのは分かっていても、使えるかどうか。 
日本料理店Ａ社でも、ビジネスであるので、採算が合わないとやっていけないととらえて

おり、現状で生鮮きのこ類を航空便で運んでまでする必要はないとの認識であった。 

一方、きのこの話ではないが、日本農業への提言もあった。一つは、日本の種、技術のタ

イへの持ち出しがあり、日本の国益になっていない。将来、逆に日本野菜がタイから輸出さ

れるようになるのではないか。それと、CAS などの技術は、生鮮野菜等の物流を根本的に

変化させる可能性があり、そのあたりをしっかり調査する必要がまずあるのではないか。可

能性としては、高い農業技術と保存、物流技術で農業立国が目指せるのではないかと思う。

日本は高級食材のショールームと言えると思う。との意見があった。 
 
 CAS：Cells Alive System (細胞が生きている)の略。 
    従来の冷凍方法では、食品は周辺部位から中心に向けて徐々に冷凍されていく。こ

の際、食品の細胞に含まれる水は徐々に氷に変化していくため、水が氷に結晶化す

ることによる体積の膨張により食品の細胞膜を傷めることになる。解凍時には、こ

の細胞膜の傷からいわゆるドリップと呼ばれる細胞内の栄養や水分が流れ出すた

め、食品の品質や味を低下させてしまうことが一般的である。 
   これに対して CAS 冷凍は、食品の周辺部位から冷凍していくのではなく、食品全体

を瞬時に凍らせる。このため、氷晶化を防ぎ、細胞膜を傷つけることがなく、解凍

した際にほぼ回答前と同じ細胞の状態に返すことができる。 
この冷凍方法の原理は、磁場環境の中で食品を冷却し、細胞に微弱エネルギーを与

えることで細胞中の水分子を振動させ、水が氷となる温度になっても過冷却状態に

保つ。その後、食品全体が十分に過冷却状態に至った際に、瞬時に微弱エネルギー

を断つと、食品全体が瞬時に冷凍され、水分の氷結晶化が抑えられる。 
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