
第３章 農産物輸入の制度・条件 

生鮮きのこ類に係わる、各国・地域の関係法令、関係機関、輸入手続き、検疫手続き、通

関手続き、表示、関税、手数料、その他制約等について以下に示す。 
3.1 台湾 

台湾の國際貿易局(Bureau of Foreign Trade)によると、生鮮きのこの台湾への輸出に関

して以下の 3 点の規制を行っている。 
1.台湾へ輸出する際は、行政院農業委員会動植物防疫検疫局(Bureau of Animal and 

Plant Health Inspection and Quarantine Council of Agriculture, Executive Yuan)編
集の「検疫実施動植物品目表」(Table of Commodities Subject to Legal Animal & Plant 
Quarantine)の規定に従う。 

2.台湾へ輸出する際は、行政院衛生署(Department of Health of the Executive Yuan)発
行の「輸入食品検査弁法」(Regulations of Inspection of Food Imports)に従う。輸入業

者は、経済部標準検験局(Bureau of Standards Metrology and Inspection, Ministry of 
Economic Affairs)に検査の申請をする。 

3.中国産品の台湾への輸出は禁止されている。 
 
(1)検疫手続 

台湾の輸入業者は、『輸入植物検疫報験申請書』に、日本国政府が発行した『植物検疫証

明書』の正本を添付して検疫申請を行う。 
検疫には通常 48 時間かかるが、日本から輸出する前に日本側で取得する『植物検疫証明書』

に、「燻蒸済み」または「○○○害虫が付随していない」といった記載があれば、検疫処理

が早くなる。 
平日（月～土曜日）の検疫・検査費用は CIF 価格の 0.1％である。祝日・祭日の場合は、

特別費用が加算される。 
輸入検疫の際、検疫局が残留農薬、病害虫や放射能に汚染されているかなどの検査を行う。

安全許容量を超えている場合は、不合格となる。ただし、病害虫である場合は、再度消毒を

施し駆除する措置がとられる。 
検疫を経て、問題がなければ、検疫局から『輸入許可証』（Import Certificate）の交付を

受け、その後、経済部標準検験局の衛生検査を受ける。合格すれば、『輸入食品検験証明』

が発行され、通関手続となる。 
有害植物、病害虫が付着した植物や土壌、土壌が付着した植物などについては輸入禁止と

なっている。必要であれば、事前に輸入許可を取得する。 
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図表 検疫手続の流れ 

 
  出所：農林水産省 平成 17 年度調査 農林水産物・食品輸出マニュアル 

 
(2)通関手続 

台湾では、輸入業者は、自家通関よりも代理通関の形式をとるのが、一般的である。代理

通関は、専門通関業者または物流業者によって行われる。 
通関手続は、日本と同様、EDI 通関が主要方式である。ただし、実際にはコンピュータ

申告後通関書類を提出し、それを税関職員が審査する形式であり、日本のように申告してコ

ンピュータにより結果が即時に回答されるまでには至っていない。 
書類審査が通り、関税等を納付すれば引取りが可能となるが、税関審査は動植物検疫や食

品衛生関係の検査が完了していることが前提となる。また、引取りの際には書類と貨物との

照合が行われるのが原則である。 
通関は、基本的に通関申告をしてから 1 日で完了する。ただし、場合によっては、半日

で済んだり、１週間かかったりと前後する。 
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通関の流れ 
 

 
出所：農林水産省 平成 17 年度調査 農林水産物・食品輸出マニュアル 

 
(3)税制度 

 生鮮きのこ類に対する税率は以下の通りである。 
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生鮮きのこ類に課される税率 
HS Number 品 名 関 税 率 そ の 他 の 税 

貨物税: 1.25 トン以上の船荷に対し 1 トン毎に TW$80.00 

貿易開拓サービス費: 0.04% 0709.59.10.00.2 生しいたけ 20% 

VAT: 5% 

貨物税: 1.25 トン以上の船荷に対し 1 トン毎に TW$80.00 

貿易開拓サービス費: 0.04% 0709.59.20.00.0 フクロタケ 24% 

VAT: 5% 

貨物税: 1.25 トン以上の船荷に対し 1 トン毎に TW$80.00 

貿易開拓サービス費: 0.04% 0709.59.30.00.8 トリュフ 24% 

VAT: 5% 

貿易開拓サービス費: 0.04% 
0709.59.90.10.3 エリンギ 24% 

VAT: 5% 

貿易開拓サービス費: 0.04% 
0709.59.90.90.6 その他のきのこ 24% 

VAT: 5% 

出所：WorldTariff 

 
 3.2 香港 

 香港輸出入条例第 60 章によると、生鮮きのこ類の輸入に関する必須の規定はない。 
(1)輸入手続 

香港は自由貿易政策を推進しており、原則的に貿易障壁は存在しない。香港に輸入される

物品には関税はかからず、輸入許可の手続も最小限に抑えられている。ほとんどの商品は香

港への輸入許可は必要なく、許可証や通知が求められる場合も、それは種々の国際的な取り

決めによる義務を果たす目的か、公衆衛生や安全性、保安のためにすぎない。 
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輸入手続の流れ 

日本の輸出業者： 商品の出荷とともに以下の書類を準備・送付 

①インボイスおよびパッキングリスト 

②衛生証明書、検疫証明書など 

③オーシャン B/L（船荷証券）、 

エアウェイビル（航空貨物運送状） 

または他の同等書類 

④税関申告書 

⑤その他（税関より必要と指示された場合） 

③、④の書類の作成は、通関業者、貨物取扱い業者（フォワーダー）等が請負い、

代理作成する場合が多い。 

日本側： 通関およびシッピング 

香港の輸入業者： 日本の輸出業者または航空ターミナル会社から書類を受領。

通関および輸入申告手配 

申告に必要な書類： ①積荷目録（マニュフェスト） 

②オーシャン B/L（船荷証券）、 

③パッキングリストおよびインボイス 

④各種ライセンス 

⑤衛生証明書、検疫証明書など 

⑥その他（税関より必要と指示された場合） 

香港側： 通関および商品の引き取り 

香港では多くの輸入業者や貨物取扱い業者がオンラインによる通関システムを導

入している。したがって、実際には香港の輸入業者が申告に必要な書類と、引渡

し指図書（リリースレター）によって貨物の引き取りを行う場合が多い。 
 

出所： 農林水産省 平成 19 年度 海外貿易制度等調査報告書 

 
(2)輸入申告 

香港の輸出入条例第 60E 章（Import and Export Ordinance (Cap.60E)）、輸出入（登録）

規則（Import and Export (Registration) Regulations）に基づき、香港に生鮮きのこ類を

輸入する者はいずれも商品の輸入から 14 日以内に、必要事項を漏れなく正確に記入した輸

入申告書を提出する必要がある。 
輸入申告を行う方法はオンラインとオフラインの 2 つがある。2000 年 4 月以降、登録は
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すべて Tradelink Electronic Commerce Ltd.（トレードリンク）を使って行わなければな

らない。この Tradelink のオンラインによる輸出入申告サービスは、香港政府との契約の

もとに提供されている。申告内容が不正確な場合は罰金１万香港ドルが課される。 
オンラインで直接提出する方式に移行する体勢が整っていない貿易業者やその他の企業

は、最寄りの Electronic Trading Access Service（ETAS）センターに行って書類を提出す

る。既にオンラインでの直接提出方式に切り換えている貿易業者やその他の企業は、

Tradelink が提供している電子データ交換（EDI）サービスで、輸入申告書を各々のパソコ

ンから政府のコンピュータ・システムに送信することができる。 
 
輸入申告に必要な書類： 輸入申告書様式 1A（Import Declaration Form 1A） 
申告に必要な情報： 
１）輸入業者の基本情報 
２）荷積み港 
３）貨物到着日 
４）輸出国 
５）輸送方法 
６）商品の詳細（パッケージの数と種類、荷印とコンテナ番号、HS コードを含む） 
７）輸入数量と CIF 価格 

 
(3)輸入申告料金 

 申告時には申告料金の支払が必要である。食品の輸入に対しては、政府は食品の価格に関

係なく、1 電子申告当り 0.50 香港ドルを請求している。政府に指定された 2 社のサービ

スプロバイダーは、紙および電子媒体の両方の申告サービスを提供している。サービスプロ

バイダー両社は提出方式次第で追加料金を請求している： 
 

Global e-Trading Services Limited 
(GETS (Government Electronic Trading Services)) 
・ 電子申告に対しては使用頻度等に応じた料金（概ね 1 申告あたり HK$12 程度） 
・ 通常の窓口サービスでの書面による申告に対して、1 申告あたり HK$42.80 
・ 上記に示した政府への支払 HK$0.50 

Tradelink Electronic Commerce Limited (Tradelink) 
・ 電子申告に対しては 1 申告あたり HK$12.60 
・ 書面による申告に対して、1 申告あたり HK$30.30 
・ 上記に示した政府への支払 HK$0.50 

 サービスプロバイダー2 社ともに、電子申告料金はそれぞれのサービスセンターで入手

可能である。 
 
(4)輸入申告の免除 

 輸出入（登録）規則（Import and Export (Registration) Regulations Cap.60）によれ 
ば、HK$1,000 以下の価値のサンプルや贈答品、または展示会出品のために一時的に輸 
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入される商品は、輸入申告が免除される。免除には明確な条件が付けられており、サン 
プルは小額の価値で、かつサンプルによって代表される種類の品物に対する注文を勧誘 
するためのみに使用する。 
 
【検査のために抽出されたサンプルについて】 
 公衆衛生および市政条例第 132 章 (The Public Health and Municipal Services 
Ordinance (Cap.132))の第 59(1)(c)条（Section59(1)(c))では、香港食物環境衛生署（Food 
and Environmental Hygiene Department(FEHD)）は輸入食品を検査する権限を有してい

る。検査を行う際、FEHD は抽出された食品の品目および数量を明記したサンプリング通

知を当該輸入業者に対して発行し、輸入業者へ抽出したサンプルに対する市場価格を輸入業

者から請求があった場合に支払う。この支払いを受けるためには、輸入業者はサンプリング

通知と共にインボイスを FEHD に送付する必要がある。また、検査が完了した時には、輸

入業者は当該サンプルを回収することができる。 
 
(5)所要時間 

 税関は、通常 1 日以内に輸入申告の処理を完了する。 
 
(6)通関 

 通関の際に提出する書類は以下の通りである。 
 積荷目録（マニフェスト） 
 エアウェイビル（航空貨物運送状）、オーシャン B/L（船荷証券）、 

または他の同様の書類 
 インボイスおよびパッキングリスト 
 引渡し指図書（リリースレター）または貨物保管通知 
 
(7)税制度 

 香港は自由貿易政策を取っており、輸入品には関税を課していない。 
 

 51



 3.3 シンガポール 

(1)輸入手続 

農産物はすべて輸入管理品目になっているため農産物を輸入する輸入業者は所轄官公庁

より事前にライセンスを取得する必要がある。 
ライセンスを保有する輸入業者は、トレードネット・システムという電子情報処理システ

ムを通じてシップメントごとに輸入申告を行うことにより、輸入許可を取得しなければなら

ない。船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、衛生検査証明書（南米諸

国から輸入する場合のみ）など申告に必要な書類が揃っている場合には、貨物がシンガポー

ルに到着する前に事前申告することができる。 
申告はまずシンガポール国際企業庁(IE Singapore)にオンラインで電送され、そこから自

動的に税関や農食品・畜産庁(AVA)の輸入管理課に転送される。書類審査が行われ、承認さ

れると輸入許可とともに貨物通関許可書を輸入業者はオンラインで取得することができる。

同時に消費税と通関手数料が輸入業者の口座から銀行間自動引落しされることとなる。 
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輸入手続の流れ 
 

 
出所：JETRO 平成 16 年度 農林水産物貿易円滑化推進事業 貿易情報海外調査報告書 

 
(2)税制度 

 生鮮きのこ類に対する関税は課されていない。また、輸入業者は消費税として CIF 価格

の 5%を税関に支払わなければならない。 
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3.4 タイ 

タイにおける検疫では、食品衛生・防疫の観点から輸入許可が必要となる。 
(1)衛生面の手続 

食品衛生面の観点から、食品として安全であることが求められる。まず、輸入者は輸入者

としてのライセンスを保健衛生局から取得する必要があり、そこで、輸入する品目を登録す

る。 
(2)検疫面の手続 

2007 年 7 月の植物検疫規則の改正で輸入禁止植物、輸入制限植物の品目が変更してい

る。この改正により殆どの植物が輸入禁止植物と輸入制限植物となり、前者の場合は二国間

の検疫条件の合意がない限り輸入が禁止され、後者については輸出国の植物検疫証明書がな

い限り、原則的に輸入ができないことになる。ただし、改正前の過去 5 年間の輸出実績が

ある植物においては、改正前の規則通りになると解釈されている。そのため、野菜の品目に

よっては、過去の輸出実績がない品目の場合は、輸入が認められないか、植物検疫証明書が

必要となる。それ以外では日本側では特別な手配が不要で、現地での植物検疫・輸入通関手

続に入ることができる。生鮮きのこ類については、輸入制限植物となり、植物検疫証明書が

必要か否か個別の案件ごとに確認する。 
(3)検疫手続 

 生鮮きのこ類をタイへ輸出する際は、検疫を受ける必要がある。 
 検査の際には、重要な有害虫が出ない場合は消毒後に輸入が可能となるが、そうでない場

合は、輸入が許可されない。 
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検疫手続の流れ 

 
   出所：農林水産省 平成 17 年度調査 農林水産物・食品輸出マニュアル 

 
(4)通関手続 

コンピュータ申告制度は導入されているが、実際には、コンピュータ申告後通関書類を提

出し、それを税関職員が審査する形式であり、日本のように申告してコンピュータにより結

果が即時に回答されるまでには至っていない。 
書類審査で許可となり、関税等を納付すれば引取りが可能となるが、税関審査は動植物検

疫や食品衛生関係の検査が完了することが前提となる。また、引取りの際には書類と貨物と

の照合が行われるのが原則である。 
所要時間は、船便の場合、本船到着後 2～3 日となっている。現在、1 日以内で通関処理

を終わらせる試みが進行中である。航空便は、現在、夜に着いた貨物は翌日午前中に動植物

検疫・通関が終了し、翌日午後には手に入る状況にある。ただし、夜間通関は制度こそある

ものの、実際に行うのは難しく、翌日午前中の配送は困難が多い。 
書類に関しては、インボイス、パッキングリストはコピーを使用することもできるが、各

ページに輸入者のオリジナルサインが必要となっている。輸入者の担当者がいないといった

ケースはもちろん、書類枚数が多いことで、サインの時間がかかり申告が遅くなるといった、

些細なことで通関が遅れることもあり、輸出者は通関書類を簡便に作成する必要がある。 
タイでは、輸入業者の輸入責任者に、カスタムズカードと呼ばれる申告時に審査書類に添
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付しなければならない書類が発給される。輸入の際には、その正本を提出しなければならな

いが、発給枚数には限りがあるので、カスタムズカードがすべて使用中で申告できないとい

ったケースもあるため、入念に枚数を確認する必要がある。 
 

通関手続の流れ 

 
   出所：農林水産省 平成 17 年度調査 農林水産物・食品輸出マニュアル 

 
(5)税制度 

 タイにおける生鮮きのこ類(HS 0709.59.00)に対する関税率は、2007 年 11 月発効の日

本・タイ経済連携協定（JTEPA）により無税となっている。なお、JTEPA 適用税率の権利

を得るには日本からの原産地証明書（Certificate of Origin C/O）が必要となる。 
また、輸入額に付加価値税（VAT）が 7%課税される。 
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第４章 輸出促進のための対応方法 

 以下においては、上記調査結果を踏まえ、生鮮きのこ類の輸出促進のための今後の対応方

策について示す。 
4.1 ターゲットとすべき市場 

日本産生鮮きのこ類の４カ国におけるターゲットとすべき市場は、それぞれの国の状況に

より異なる。以下に、国別にその概要を整理する。 
(1)台湾 

 ターゲット：中流階層以上 

台湾においては、中華料理が主体であるため、生しいたけよりは乾しいたけが利用され

ることがまずはあげられる。次に、台湾では生しいたけの料理方法が少なく、日本料理の

食材として利用されている例が多いとのことである。また、しいたけをはじめとしたきの

こ類は、料理の食材の一部となっている例が多く、果物のようにその質や味などの違いが

直接一般の人々に理解できるものとなってはいない。 

 台北市内では日本産きのことして、「しめじ」「ひらたけ」や「エリンギ」などが数多

く販売されているが、これらは台湾の特区において現地栽培されているものであるという。

ただし、これらは日本産ということで質の面から、あるいは「安心・安全」の面から需要

があり、国内産と比較して10から20％高くても購入する人々がいる。 

 以上のことから、台湾における生鮮きのこ類の需要は確実にあり、現に輸出している企

業もあるが、台湾当局による検疫や関税などがあり、今後、日本産の生鮮きのこ類が台湾

の市場に大いに受け入れられるかは疑問がある。 

したがって、今後、日本産生鮮きのこ類を輸出するのであれば、上述した現地生産され

る日本由来の生鮮きのこ類よりさらに「日本産」の「安全・安心」のイメージの定着や日

本料理での生しいたけの食べ方（天ぷらや焼いたりすること）を定着させながら中流階層

以上の比較的富裕な人々を対象に販売する方向であると考えられる。 

(2)香港 

ターゲット：中流階層以上 

香港においては、きのこを使用した料理が好まれ、とびこサラダ（かにかまぼこにエノキ

なりきのこを混ぜたサラダ）／牛肉のエノキまきなどはどこの日系料理店でも評判のメニュ

ーとなっているようである。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。食材に関して、日本人以上に賞味・消費期限には敏感であるとい

う。賞味期限切れのものは見向きもしないようである。 
 生しいたけ以外、どこの日系スーパー、現地高級スーパーでも日本産のきのこが売られて

いるが、マイタケは香港人の嗜好に合わないのか、シメジなどに比べセールスで苦戦してい

ると言う。 
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

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既に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。また、現在の経済環境より、韓国、中国産のより価格の安いきのこが輸
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入され、これらのきのこは栽培時に農薬もあまり使用していないと宣伝され、見た目も日本

産と変わらぬため売れ行きを延ばしているようである。 
このため、日本産生鮮きのこ類に関しては、現状の日系及び現地高級スーパーマーケット

で購買する現地中流階級以上の需要に対応していくことが基本となるものと考えられる。 
(3)シンガポール 

 ターゲット：富裕層 

シンガポールでは、中華、マレー料理、中華風シンガポール料理、マレー風シンガポール

料理など、その地理的・歴史的経緯から様々な料理が存在している。また、マレーシアでは

タイと同様、外食が多く、家庭で調理することがほとんどない（家のキッチンは飾りとの言

い方もあるぐらい）こと、さらに、食文化の面の大きな違いであるが、中華にせよ中華・マ

レー風シンガポール料理にせよ、味付けがソース主体で、素材の味の良さや食感にあまり価

値を見いださないことがある。 
このため、日本からかなり上質な生しいたけを持ち込み、スーパーや地域の卸業者、日本

食レストランなどに見てもらったが、大きさや食感、味については評価するものの、シンガ

ポールではしいたけがその料理の質を左右することが少なく、基本的にはソースが評価の対

象と言って良く、そのため、日本の高価な生鮮きのこ類は必要としない、との一致した見解

であった。 
シンガポールには数多くの日本食レストランがあるが、ヒアリングによるとこれらの多く

のレストランでも、日本産の生鮮きのこ類はほとんど使われていないのではないかとの評価

であった。 
シンガポールにおいて日本産生鮮きのこ類の位置づけは、後述するタイと同様に基本的に

は現地で販売されているシンガポール、タイ、マレーシア産との価格差の克服にあると言え

る。タイに比べればシンガポールのひとりあたりの所得は日本より高く、購買力そのものに

大きな問題があるとは言えない。 
したがって、シンガポールにおいては、日本食や日本の農産物の安全性や生の味、食感を

知っている、好む、しかも中流階級以上の富裕層がターゲットではないかと考えられる。 
(4)タイ 

 ターゲット：富裕層 

 タイにおける日本産生鮮きのこ類の位置づけは、その価格が非常に高価なことから、目下

のところ一部の富裕層や日本の現地駐在員関係者の間で消費される非常に限定的なものと

なっている。一部の高級日本食レストランにおいても日本産は常用されているわけではなく、

現地調達がほとんどであった。 
この要因としては、シンガポール同様に、タイにおいてもその食文化から、まずはほとん

どが外食であること、素材の味や食感よりもソースに料理の評価の重点が置かれていること

にある。また、タイにおいては、野菜類は料理の付け合わせとの位置づけが強く、野菜にあ

まり価値を見いださないことも要因に加わる（レストランでは無料の扱いが多いという）。 
タイにおいては自国、あるいはマレーシア産の生鮮きのこ類でほぼ需要を満たしている点

にあり、価格が非常に高い日本産生鮮きのこは、たとえ品質や安全性の評価が高くとも、最

初から選択肢に上がっていない。最近では、オーガニックを謳ったタイ、マレーシア産や日

本から菌床を輸入して栽培されたと言われるしいたけも出回っている（価格は日本産より少
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し安くなっているが飛ぶように売れていると言う）。 
このような観点から言えば、日本産生鮮きのこの価格が現地で販売されている生鮮きのこ

類との価格差が縮まらない限り、日本産生鮮きのこは、相当な富裕層でなければ購入できな

いといった背景がある。したがって、今後も一部の富裕層の購買に止まるものと考えられる。 
ちなみに、今回のヒアリング結果によれば、現地産に比べた日本産の価格が１．２倍程度

にならない限り、日本産が売れることはないとの見方もあるが、現状では１．２倍程度に価

格を縮めることは非常に困難と認識されている。 
また、高級日本食レストランにおいても、高級牛肉や高級まぐろ等が料理のメインであり、

生鮮きのこ類が料理のメインになるわけでないので、それらの使用が限定的になると言われ

ている。 
 
4.2 具体的対応策 

(1)品目別ターゲットの明確化 

4.1 において、ターゲットとなる市場について言及したが、以下においては、主にヒアリ

ングと現地調査結果から得られた品目別ターゲットについて整理する。 

ただし、すべての国で生鮮きのこ類として売られている種類に大差はないが、生しいたけ、

えのき、ぶなしめじなどが量的にもその他のきのこ類より比較的多く売られている印象を受

けた。 

①台湾 

 台湾においては、乾しいたけが多用されているようであるが、生鮮きのこ類については、

しめじ、まいたけ、えのき、ひらたけが主に販売されているようである。 
②香港 

 香港においても台湾と同様に乾しいたけが多用されるようであるが、生鮮きのこ類につい

ては、生しいたけ、しめじ、ぶなしめじ、えのき、なめこ、まいたけ、ボタンマッシュルー

ムなどが主に販売されているようである。 
③シンガポール 

 シンガポールにおいても人口の７割は中華系といわれ、きのこ類については乾しいたけが

多用されるようであるが、生鮮きのこ類としては、香港と同様に、生しいたけ、しめじ、ぶ

なしめじ、えのき、なめこ、まいたけ、ボタンマッシュルームなどが販売されている。 
④タイ 

 タイにおいては、中華系の人（人口の１割と言われる）は乾しいたけ、タイの人は生しい

たけ・きのこ類を主に食するようである。そのため、生鮮きのこ類としては、生しいたけ、

えのき、エリンギ、ぶなしめじが主に消費されているようである。 
一方、ヒアリングによるとまいたけの栽培が少なく、今後、まいたけの需要が高いのでは

ないかとの意見があった。 
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(2)レシピの提案と地道な普及啓発活動の展開 

 いずれの国においても、レシピの提案は日本産生鮮きのこ類の市場拡大の基本的事項と言

える。このレシピの提案には、大きく二つの方向があるものと考えられる。 
①日本食文化・レシピの普及啓発 

たとえば台湾においては、他３カ国とは異なり、日本の食文化にも馴染みがあるため、台

湾で生産される日本由来の生鮮きのこ類以上の品質のものを輸出する必要はあるが、その際

に、生しいたけであれば、その素材の旨味を最大限に表現できる天ぷらや焼ききのこなどを

はじめとした、日本の食文化を普及させることが重要であろう。 
ただし、香港、シンガポール、タイについては、日本の食文化に馴染みが少ないため、台

湾ほどの効果は直ぐには得られないものと考えられるが、地道な日本食文化の普及が重要と

考えられる。 
②その国の人の舌に合うレシピの開発と普及啓発 

 香港、シンガポール、タイについては、その国の人の舌に合うレシピの開発が必要である。

特に、シンガポール、タイについては、外食がほとんどであるので、レストランや屋台など

に開発したレシピの普及啓発を図っていく必要があろう。ただし、シンガポール、タイにお

いては、その対象が高級日本食レストランや現地高級レストランを中心としたものにならざ

るを得ないのではないかと考えられる。 
いずれにしても、現状では日本産生鮮きのこ類は高価なため、その価格に見合った利用の

され方を創出する必要がある。しかしながら、前述したように、きのこ類は牛肉や鮮魚の様

にメインとはなりにくいため、かなりの高級料理になってしまうことは否めない。いっその

ことこれら牛肉や鮮魚との組み合わせによりさらに総合的な効果をあげていくかであろう。 
(3)アフターフォローの重視 

 各国では現在、日本政府や各自治体、団体等が盛んに現地百貨店、スーパーへの視察、販

売促進活動を実施している。しかしながら、これら数多くの視察、販売促進活動のアフター

フォローがほとんどない、と苦情に近い意見が数多く聞かれた。 
 たとえば、視察に来ても、具体的にどのような商品をどれだけ、いくらで販売したいのか

などの基本的な折衝もなく、単に見に来ただけとの視察が多過ぎる。また、販売促進にやっ

てきても、単に商品名を連呼したり、無言で商品を差し出すだけで、積極的に商品を説明す

ることもない。また、その後（帰った後）に、お客さんが来て、どこに連絡したら買えるの

かと店側が聞かれることがあるが、店側から日本に帰った出展者に連絡を取っても、今は売

ることができないとの回答が多く、結局何のために販売促進に来たのか分からない。との意

見が多く聞かれた。 
 このように、視察、販売促進活動のアフターフォローが現状では非常に弱く、ある意味で

は多くのビジネスチャンスを失っていると言える。したがって、現在も視察、販売促進活動

はいろいろな国、場所で続けられていることから、早急なアフターフォロー体制の充実が臨

まれる。 
(4)日本産生鮮きのこ類のイメージアップ・ブランド化 

 日系スーパーマーケットＦ社では、生鮮きのこに限らず、生鮮野菜や米、お菓子、加工食

品をはじめとして、あらゆる日本食品の「一流どころ」を揃え、現地生産品は一部に留め、

ある意味で日本の食文化のエッセンスをシンガポールで表現し、ブランド化に成功している
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事例と言える。この日系スーパーマーケットＦ社では、生鮮きのこ類専用の販売コーナーが

あり、シンガポールローカルの富裕層、日本人駐在員家族から大きな支持を受け、この経済

危機においても売上は落ちていないと言う。これらの生鮮きのこ類はすべて航空便により週

三回輸入されている。 
このように、日系スーパーマーケットＦ社における日本産生鮮きのこ類のイメージアッ

プ・ブランド化が直ちに他の店舗等で実施できるわけではないが、これまで続けられてきた

販売促進活動の地道な継続やさらなる工夫を伴う販売促進活動が重要である。 
(5)流通チャネルの新規開拓（産直取引） 

 ヒアリング先の多くで聞かれたのは、日本国内の流通の複雑さで、それがコスト高の一因

になっているのではないかとの指摘であった。一部の現地商社からは、直接生産者との取引

がしたい、直接生産者を紹介してくれ、との強い要望もあった。 
(6)日本からの出荷方法の改善 

また、日本産は果物にしても野菜にしても粒ぞろい、一定品質に過剰に揃えて輸出してき

ており、それがコストアップの要因になっているのではないかとの指摘もあった。つまり、

素材の味や食感そのものを楽しむ食文化ではなく、刻んだり炒めたりして使う食文化のなか

では、もっと不揃いのものや何段階かの品質があってもよいのではないかとの意見である。 
このようなことから、今後の検討課題として、日本の産地と現地卸業者との直接取引に近

い仕組みや日本できっちり選別を行うのではなく、ある程度の選別（傷んだものなど）は日

本でして、その後の選別は労働力の安い現地で行うことも有りではないかとの提案があった。 
(7)現地卸やスーパーチェーンへのアプローチの強化 

 一方、いずれの国においても、日本産生鮮きのこ類に限らず、生鮮野菜でも同様であるが、

その流通チャネルは日系デパート、スーパーが中心であり、それに現地の一部高級スーパー

に限られている。当然、これまでの歴史的な経緯や価格の高さから致し方ない流れではある

が、今後においては、現地卸や現地スーパーチェーンにも直接アプローチすることが必要と

考えられる。 
(8)コスト削減努力 

基本的、根元的要素として、特に生しいたけは傷みやすく航空便に頼るしかないことがあ

げられ、実際に日本産生しいたけが今回調査対象国で常時売られているものではなかった。 

生しいたけ以外のきのこ類については、これらの国に船便で輸出されているものもあるよう

であるが、日本産は高品質といったイメージを保持するためには、日系スーパーマーケット

Ｆ社で行っているように、航空便で運ばれたことを強調して販売しているように、やはり、

航空便によることがベターであるようである。 
しかしながら、どこの国においても、「日本産生鮮きのこ類は高い」、との評価があり、今

後のより一層のコスト削減に努力する必要がある。 
現状では、航空便にしろ、船便にしろ、生鮮きのこ類でコンテナ一つが埋まることはなく、

他の生鮮野菜類との混載であり、どのようにスケジューリングし、混載するかがコストダウ

ンの鍵になっているとのことである。 
したがって、現状の輸送方法でのコストダウンは相当厳しく、現地のニーズにタイムリー

に的を絞った品目を大量に運ぶか、重量あたりの価格が少しでも高いものを運ぶかといった

工夫となる。 
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それ以外は、上述した新規販売チャネルの開拓や出荷方法の改善などを試みることであろ

う。 
(9)価格コントロール 

 現在、今回の調査対象国に限らず、世界各国で日本政府、あるいは地方自治体、諸団体に

よる日本の農産物の販売促進フェアが開催されている。このこと自体は非常に喜ばしいこと

ではあるが、ヒアリングによれば、生鮮きのこ類の販売ではなく、生鮮果物の例であるが、

時としてこのフェア時に、現地の他の店で売られているものと同等のものがキャンペーン価

格として非常に安く売られることがあり、このことが他店の売り行きに大きく影響を及ぼす

ことがあると言う。このような事例は、主にフェアを多く実施している段階においては避け

られないことかも知れないが、今後、連絡調整を図りながら価格のコントロールにも配慮し

ていく必要がある。 
 
4.3 輸送コスト低減に関する提案 

今回の調査で生鮮きのこ類はその鮮度保持のため、ほとんど航空便により輸出されている

ことが判明した。ただし、現状においては、５℃の冷蔵コンテナにより生鮮きのこ類が運ば

れているものの、コンテナ一つすべてが生鮮きのこで占められることはなく、ほとんどの場

合他の生鮮野菜等と混載とのことであった。 
このように、現状では生鮮きのこは鮮度保持のため航空便で輸送されるためコスト高とな

り、それがまた現地の購買層を富裕層に限定してしまうといった状況を生んでいる。 
安心・安全、味も良いとの評判が高い日本産生鮮きのこ類であるが、今後販売量を拡大し

ていくためには輸送コストを如何に低減していくかが大きな課題となっている。 
以下においては、新たな保存技術を用いた物流システムについて提案する。 

【新技術の導入による船便の活用】 

F 社の開発した氷感庫によると、生鮮しいたけ、しめじ、えのきを４０日間鮮度、品質を

落とすことなく、加えて旨味も増すと言う。 
この技術を用いれば、現在出荷から１週間程度と言われている販売期間を、船便で１～２

週間を要しても、さらに４週間の販売期間を確保できる。あるいは、生鮮きのこ類の売れ行

き等を勘案して、長期保存によるタイムリーな品出しも可能となる。 
この氷感庫は、船便用輸送コンテナの開発中であり、今すぐに船便に使えるわけではない

が、自動車輸送用コンテナはすでに開発、実用化されており、船便用コンテナもまもなく実

用化される見込みである。 
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＜参考資料：氷感庫による生鮮きのこ類保存試験結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
●実験結果 

・きのこは、袋保存、パック保存ともに 40 日間経っても変化がなかった。 
・しめじ、えのきについては、40 日間経っても袋保存は変化がなかったが、 
・パック保存では、しめじは 20 日、えのきは 30 日程度の保存期間が可能であった。 

 
  資料：F 社提供資料より（財）日本システム開発研究所が作成 
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