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Ⅰ．国内ヒアリング結果 

１.輸出商社 S 社 

(1)実施日時 
平成 21 年 2 月 20 日（金）10:30～12:00 

(2)対応者 
 輸出業務担当者 A 氏 
(3)ヒアリング概要 
①会社概要 
昭和 53 年 6 月 21 日設立。 
【事業内容】 

  ・海外青果物の輸入販売 青果物の加工販売 
  ・その他内外各種商品の売買及び輸出入貿易業 
  ・海外への日本農産物輸出 
 【海外取引先】 
  ・米国、豪州、ニュージーランド、オランダ、タイ 
   シンガポール、ＵＡＥ 
②輸出の状況 
・シンガポールへは、日系百貨店、日系スーパー、現地スーパーなどに輸出を行っている。 
・その他、タイ、ドバイ、ロシアにも輸出している。台湾、香港へはスポットで間接的に

輸出している。 
・シンガポール、タイへは週一回、ロシアへは一週おきに航空便で輸出している。 
・シンガポールへは A 社、タイへは D 社、ドバイへは E 社を通して、主にまいたけ、し

めじ、エリンギ、えのき、生しいたけを輸出している。 
③現地の状況等 
 ・シンガポールでは、日本人と華僑、ローカルの富裕層、タイでは日本人とローカルの富

裕層、一部華僑が購買層だが、市場はほんの一部に限られる。市場としては香港、台湾

の方がずっと大きいのではないか。 
 ・しかし、消費量の大きいものは、現地で生産されたものを消費する傾向にある。また、

日本の生産者（たとえばホクトなど）でも台湾で生産を開始しており、現地でロイヤル

ティーを取る方向にある。日本からの輸出にも大きな影響がありそうである。 
④今後の動向等 
・東南アジアでの健康志向が今後さらに高まれば日本産生鮮しいたけの需要が高まること

も考えられるが、コスト次第である。生鮮より乾しいたけの方が軽いため、エアで運ぶ

のであれば軽いものの方がより利益が多くなる。 
・大分のどんこ（生の状態）のような、バター焼きであわびのような触感がある高級原木

しいたけは価値あるものとしていけるかも知れないが、それ以外の一般の品質のもので

は難しいのではないか。 
・タイでは日系百貨店、シンガポールでは現地高級スーパーが日本産を扱っているようで
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ある。 
・ただ、マレーシアでは日本の菌種を使って栽培している業者があるが、日本のものより

は味が落ちるようである。 
 ・今後は、ローカルに売り込んでいく必要があるが、価格の高い、また、需要の少ない日

本産きのこを売り込むのは時期尚早で、まずは、消費の主役となる果物が先である。き

のこは二の次、三の次ではないだろうか。 
 

２．メーカーY 社 

(1)実施日時 
平成 21 年 3 月３日（火） 

(2)応対者 
輸出担当 B 氏 

(3)ヒアリング内容 
①生鮮きのこ海外活動実績 
・米国に 3 トン/月の出荷量 
・中国で菌床による現地生産 
・東南アジアへの輸出は行っていないし今後もそのつもりはない。これは航空便を利用す

るため輸送コストかさむため市場性はないと判断している、船便での輸送技術、現地での

保管技術が確立されれば、検討したい。 
②その他 
・弊社は、しいたけは取り扱わない 
・弊社は、農協組織とは何ら関係を有しない 

 
 

３．メーカーH 社 

(1)実施日時 
平成 21 年 3 月４日（水） 

(2)応対者 
経理部 C 氏  

(3)ヒアリング内容 
①生鮮きのこ海外活動実績 
・米国：ぶなしめじ、エリンギ 
・台湾：ぶなしめじ 

②その他 
・シンガポールやバンコクで弊社のきのこが販売されているかも知れないが、販売契約で

縛っていないので台湾の業者が勝手に出しているようだ。しかし、量がはけないので弊

社から直接出荷は、今は考えていない。 
・品質の確保については、日通の冷蔵コンテナを使って出している。これで 1 ヶ月くら
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いは持つ。 
・台湾に栽培工場を建設中。もうすぐ完成するので、ここからの輸出が増えるだろう。 

 

４.新潟県 

(1)実施日時 
平成 21 年 3 月 5 日 

(2)対応者 
新潟県農林水産部 食品・流通課  
販売戦略班 海外事業担当 D 氏 

   同    E 氏 
(3)ヒアリング内容 
・新潟県の農林水産物輸出は、平成 16 年度、米から開始し、青果物などに広げてきた。

輸出対象国としては、極東ロシア、中国、台湾、香港、シンガポールとなっている。 
・新潟県の生鮮きのこ類の輸出主力は「えのき」、「しめじ」、「なめこ」、「生しいたけ」

で、周年出荷が可能である。生産農家の生産余剰もあることから、新規販路の開拓や

既存輸出先への需要喚起に努めている。今年度 9 月、環日本海研究所（ERINA）の

協力を得てハバロフスクで展示即売会を実施、バイヤーも確保でき、11 月、12 月は

順調と思われたが、経済危機であろう 1 月はかなり落ち込んだ。シンガポールも 2
月には販促フェアーを実施している。来年度は、モスクワ市場への出荷も実施すべく

準備を進めている。 
・東南アジアでは、東京のＳ社（農産品輸出商社）及び日系百貨店の協力を得て展示即

売会を実施している。ただし催事事業として行ったため、今後の出方に期待している。 
・海外のバイヤーの注文に応じ、専門商社（東京）が単位農協経由生産者に集荷を依頼

し、単位農協が集荷し、専門商社に納品する経路となる。代金は、専門商社の買取方

式をとっており、生産農家にはリスクは発生しない仕組みとなっている。なお、輸出

先までの輸送方法は航空貨物となっており、輸出先での販売価格に跳ね返るので消費

者には割高感が出てしまうのが課題と考える。 
・生鮮きのこの鮮度は常温で 1 週間程度の日持ちしかせず、生産者段階では優良等級

の出荷、輸送期間中は専門商社が品質に関する注意を払うが、東南アジアへの輸出の

場合、何らかの工夫が必要となるだろう。 
・また、生産者側の課題として、海外のバイヤーとのマッチングを行っても、 終消費

者や現地バイヤーからのクレームの発生を恐れ、なかなか生産物の輸出に踏み出すこ

とができないのが、大きな課題である。 
・新潟県では米のほか、青果物ではナシ、モモ、イチゴ及び生鮮きのこを主力輸出品目

として重点的に取り組んでいるが、輸送手段にやはり課題が残る。価格面からは船便

に期待したいが、品質保持のための何らかの輸送手段の開発が課題となろう。 
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５．栃木県 

(1)実施日時 

平成 21 年 3 月 6 日 

(2)対応者 

(社)とちぎ農産物マーケティング協会 総務企画部 E 氏 

(3)ヒアリング内容 
・栃木県の農産水産物輸出はイチゴ及びナシである。生鮮きのこの輸出は限定的で大型

の生しいたけを香港の現地スーパーに週 3ｋｇ程度輸出している。この大型生しいた

けは、その生産農家が菌を四国の生産農家から譲り受けて生産していると聞いている。

なお、栽培方法はすべて菌床栽培である。 
・香港には栃木県国際課からの出向者も駐在し、販路開拓に努めており、また現地スー

パーは、日本にも支店を有していることから、品質保持及び料金回収面でリスクもな

く生産者にとっては安心できる。その他の国ではタイ、シンガポールに「ヤマブシタ

ケ」、「タモギダケ」を航空便で試験輸出したが、現地での温度変化や保管方法に問題

があったためか、まったく売り物にならなかった。 
・生産農家が見栄えのいいものを選び、集荷は単位農協が生産者から集荷し、そのまま

航空便で、香港に空輸している。輸送期間が短く、通常の輸送方法を取っている。 
・新たな輸出国の開拓では、すでにイチゴ、ナシをシンガポール、香港、タイに出荷し

ている。特にナシは卸売り価格の 3 倍ではけていると聞いている。イチゴは、消費地

までの距離の関係もあるかもしれないが、福岡産に差をつけられているのが実情であ

る。 
・中国への輸出は、ブランド名も登録しておらず、今のところ考えていない。 
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Ⅱ.海外ヒアリング 

１.台湾 

■ヒアリング調査期間 

2009年2月26日（木）、27日（金）、28日（土） 

■ヒアリング調査場所 

 台湾国台北市内 

■ヒアリング調査対象及び日時 

１．１ 通関商社 A社 

(1)実施日時：2月26日10時から11時30分 

(2)対象者：Z総経理、Yマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

・弊社は輸出入を取り扱う通関商社で、365日24時間通関業務を行っている（特に緊急を

要する会社やマスコミなどとコンタクト多い）。 

・そのなかには生鮮きのこもある。また、日本では通関商社は自ら輸出入を行ってはい

けないが（インサイダーとなるので）、台湾ではOKであり、Yマネージャーは自ら個人

的に輸出入業務を行っている。 

・近年、台湾でも規制緩和が進んできており、いろいろなものが輸入可能となってきて

いる。 

・しかし、台湾では関税などが突然変わるなどの実態があり、生物の輸入は結構大変。 

・きのこのうち、しいたけは20％の関税だが、エリンギは24％と種類により異なる。 

・台湾への生鮮きのこ輸入に関しては少し前まで残留農薬問題で禁止されていたが、現

在は以下の条件を満たせばOKとのこと。 

・土が付着していないこと。 

・学名がしっかりしていること。 

・政府証明があること。 

・この政府証明については、残留農薬の基準とのことで別途「防検局」からデータを収

集した。 

・近年、台湾では、エリンギの人気が高く（価格もいい）数多く出回ってきている。 

・生鮮きのこのうち、しめじやひらたけはすでに台湾に入ってきている。 

・生しいたけの輸入も可能であるが、現在、台北市内では日本からの生しいたけは販売

されていないのではないか。 

・特に、生しいたけの輸入に関しては、台湾では生しいたけを食べる習慣がないことが

課題。 

・在台湾の日本人は、生しいたけを食べるが、台湾産のしいたけであったり、原木で輸

入され対湾で栽培されたものである。 

・生鮮きのこ全般としては、鍋にして食するので需要はあるものの、日本産は価格が高

くなっている。 

・きのこはそのまま食べるわけではないので、味の差が直接的に見えてこないところが
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問題。 

 

１．２ 中華料理レストラン B社 

(1)実施日時：2月26日13時30分から14時30分 

(2)対象者：X総経理 

(3)ヒアリング内容 

・42年間営業している中華レストランで、客席数は80席程度。 

・ここでは、日本産の生鮮きのこは扱っていない。理由は台湾産と比較して高いので。 

・きのこのなかでも現在台湾ではエリンギが人気があるが、台湾産の方が日本産と比較

して大きい。 

・きのこはしいたけ以外は生を使用している。 

・すべての生鮮きのこは市場に行けばあるが、価格はやはり日本産が高い。 

・しかし、日本産は安全・安心と言う点では台湾産より優れており、台湾産と差が明ら

かに出れば使用したい。 

・また、日本でパックしてきたものは安全・安心と言う点から高く売れるので（台湾で

パックしたものより）、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

と思う。 

・いずれにしても、「日本産」と言うことで安全・安心が確保され、価格が高くても売

れるし、使用したいと思う。 

・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のが問題。 

・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。 

・このレストランは中華レストランなので生しいたけは取り扱わない（乾しいたけを使

用）ということであり、中華系のレストランでは生しいたけは使用しないところが多

い。 

・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。 

・きのこ類はがんを予防するとして台湾では人気が高い。 

・また、店では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。 

・ここのレストランでもそうであるが、日本産を専門に取り扱う輸入商社が少ないのも

課題。 

・生鮮きのこ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

らないとどのように使用して良いのか不明。 

・エリンギは高くなければ日本産を使用してみたい。 

 

１．３ 日系百貨店 C社 

(1)実施日時：2月26日16時30分から17時30分 

(2)対象者：W副店長、V経理、U課長、T福理 

(3)ヒアリング内容 
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・弊社は、他の日系デパートと同様、日本人を対象とした小売のみならず、台湾の中流

以上の階層の人々の買い物の場所となっている。 

・弊社は、日系百貨店D社とともに士林地区の高級品販売の核となっている。 

・弊社の輸入食品の販売はＪ社という会社がバイヤーを使って行っており、輸入に関す

る規制などは、弊社では分からない。 

・Ｊ社は高級な食品輸入を行っており、規模の点で大きなウエルカムと言う会社は一般

食品の輸入を行っている。 

・昨年度から日本の道県からの農産品の関する輸出に関する調査や視察が数多く行われ

るようになってきた。 

・生鮮きのこの調査は初めてであるが、果物・米の調査・視察は数多く実施されつつあ

る。 

・台湾では乾しいたけはスープなどに使用しているが、生しいたけはあまり使用してい

ない。 

・弊社に関連した生鮮きのこ関係の価格、需要などについては別紙のとおりであるが、

生しいたけはあまり需要がない。 

・エリンギが台湾では人気があり、比較的高価なきのこであるが、近年価格が下がって

きている。 

・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。 

・気候の関係で日本と台湾は類似しており、きのこ類の多くは台湾で栽培されている。 

・日本産はしめじとひらたけがホクト産として販売されているが、しいたけは無い。 

・エリンギは食感があわびに類似しているため台湾で人気があることから、今後販売促

進の可能性は高い。 

・一方、日本産と言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。 

・また、日本産は質の面でも優れているものが多いが、きのことなるとそのまま食べる

わけではないので味に差が表に出てこないことが課題。 

・特に、生しいたけについては、台湾ではその料理方法が分からない人が多いので、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。 

・生しいたけを食べる習慣を台湾で作らないと今後の販売は難しい。 

 

１．４ 日系百貨店 D社 

(1)実施日時：2月26日10時から11時 

(2)対象者：S経理、Rバイヤー 

(3)ヒアリング内容 

・弊社は、台湾の日系デパートの中では も規模が大きく、富裕層を顧客としているデ

パートである。 

・特に、信義地区は高級品を扱う店が多く、そのなかでも4店舗を有するなど、規模的に

も日本を追い越している。 

・弊社の食品売り場はそれぞれの企業がテナントとして入っており、弊社が直接食料品

の輸入をしているわけではない。 
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・弊社では、食品の70～80％が日本産であり、日本産とすると売れる傾向にある。 

・きのこは、台湾産が多いものの、一部は日本産も扱っている。 

・エリンギ、しめじ、ひらたけなどは日本産である。 

・えのきは韓国産が多い。 

・日本産は質が高いが、値段も高くなっているものの、それなりに需要はある。 

・生しいたけの需要は、日本人を中心にあるものの、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。 

・また、乾物としてのしいたけは、それなりに高級であり、生でも安い品物があれば売

れるのではないか。 

・弊社は、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。 

・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。 

・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いることから、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。 

・また、有機栽培もキーワードとなっている。 

・しかしながら、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る。 

・台湾では、きのこは健康に結びつく食材として人気があり、売る方としては需要は高

い食材である。 

・台湾、特に台北の富裕層は日本より金持ちが多く、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ものと考え

る。 

・一番の問題は、台湾ではしいたけを生で食べる習慣が無いことであり、料理方法など

の実践的販売などのPRを行っていくことが重要と考える。 

 

１．５ 日本食レストラン E社 

(1)実施日時：2月27日13時から14時 

(2)対象者：P副支配人 

(3)ヒアリング内容 

・繁華街にある台湾人が経営する日本食レストランで、28年間営業している。 

・店の客の大部分は台湾人で、客席は50程度の店である。 

・ここでは、魚は日本から輸入しているが、日本産の生鮮きのこは扱っていない。 

・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。 

・台湾産の生しいたけはてんぷらとして料理しているし、他の生鮮きのこは鍋に使用し

ている。 
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・昔は、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。 

・台湾では、しいたけ以外のきのこは鍋などに使用しているが、しいたけだけは生で使

用する料理が無く、利用頻度が低い（日本食とすればあるが）。 

・台湾では特に、生しいたけを好きな若い人は少ない。 

・いずれにしても、日本産は質がいいものの高価であり、かつ台湾での料理としての利

用方法が少ないことから、なかなか使用できない。 

・料理方法が少ないだけでなく、台湾産と日本産との味の差が出にくい。 

・日本料理に店として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

とと、高いことがネックとなっている。 

 

１．６ 日本食品輸入バイヤー F社 

(1)実施日時：2月28日10時から11時 

(2)対象者：Oバイヤー 

(3)ヒアリング内容 

・Oバイヤーの会社は、年商5億元で、うちデパート販売ルートでは、1.2億元となってい

る。他は、既存の市場を通し他販売ルート。 

・約20種類のきのこを販売しているが日本産は5･6種類程度。 

・きのこの値段は、夏冬で異なり、夏は100g800元だが、冬は1200元。 

・0バイヤーは以前、日本のＨ社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。 

・理由は、一時、政府が残留農薬問題で輸入規制をしていたため、その時点で辞めた。 

・生鮮きのこは傷みやすく取り扱いが難しいと言うのも辞めた理由のひとつである。 

・Oバイヤー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。 

・生鮮きのこの値段は、現在日系デパートでの100ｇで50～60元は高い方で、国産は20

～30元、冬は50～60元近くになる。 

・日本産と示すことにより高く売れるし、安全・安心に繋がっている（昨年来は問題あ

りだが）。 

・エリンギは台湾では人気があり、前は輸入していた。しかし、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かった。 

・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、需要が少ない。 

 

２.香港 

■ヒアリング調査期間 

2009年3月1日（日）から8日（金） 

■ヒアリング調査場所 
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香港市内 

■ヒアリング調査対象及び日時 

２．１ ジェトロ香港センター 

(1)実施日時：3月2日10時30分から12時 

(2)対象者：Z氏 

(3)ヒアリング内容 

①香港の食品小売業概況 
○現地資本の 2 グループによる寡占状態 

D 社グループ 
W ブランド(庶民的、250 店舗程度あり)、 
T ブランド(高級)、 

H 社グループ 
P ブランド(庶民的、250 店舗程度あり) 
T ブランド(高級) 
G ブランド(高級) 

○上記 2 社以外 
現地資本：C 社(華潤超級市場)、D 社 
日系：A 社、I 社、S 社、J 社、C 社など。 

○公設市場（香港内に 300 箇所あり。） 
・政府または民間が管理。安くて新鮮なため多くの人が買い物をする。一方、スーパー

マーケットを利用するのは時間のない共働き世帯や中流階級以上の家庭が多い。 
②香港の消費者の傾向 
・香港の消費者は生鮮食品をまとめ買いするより、日々購入するほうを好む。生鮮食品を      

好む上、住居が比較的狭いため大量の食品を蓄えるより、毎日買い物をする傾向がある。 
・香港はアジアの 長寿国地域の 1 つであり、2006 年データによれば平均寿命は男性で

79.5 歳、女性で 85.6 歳で、一人当たりの収入や生活水準が高まるにつれ、摂取する食

品が健康によいかどうかということに対する消費者の関心は高まっている。 
・鳥インフルエンザや食中毒の発生など中国産食品の安全性に関するニュースなどで、食

品の衛生や安全性に関する消費者の懸念が高まり、食品の安全性に対する消費者の意識

も高まった。その結果消費者は品質が高い食品に高い代金を支払うのをいとわなくなっ

てきている。食品の安全性に定評のある日本食品にとり、これは大きなチャンス。 
③きのこに対するコメント 
・生しいたけ以外、かなりどこの日系スーパー、現地の高級スーパーなどでは日本産のき

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評判を聞く。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。 

・日本食品のセールスプロモーション 

・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

うようになってきた。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。日本の大手旅行会社傘下の J 社は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。 
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④日本レストラン 
・日本レストランと名のつく店は香港では約 1,000 軒以上あり。そのうち日本人コック

のいるレストランは 120 軒程度。またそのうちの 20~30 軒程度は日本よりの食材をよ

く使用する。 

 

２．２ 輸入商社 A社 

(1)実施日時：3月5日10時30分から12時30分 

(2)対象者：Yアシスタントマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

①会社概要 

・弊社は本社をシンガポールに置く、Ship-handlingおよび日本の食料品の貿易会社にて、

香港、ドバイ,バンコク、上海、およびベトナムに支店をおき、香港では従業員50名（40

名はスタッフ、それに保有倉庫にて品物を出し入れする10名の現業スタッフ）を有す

る香港で 大の日系食料品輸入商社。 

・50M四方くらいかと思われる大きな食料品倉庫を保持しており、その中に保冷庫、保税

倉庫も保有。 

②同社の生鮮きのこの取り扱いに関して 

・日本からは横浜と福岡の2港より出荷（Ocean Shipの際）しており、日本側の輸出商社

はS社なる商社に任せている。大体1週間に20Feetあるいは40Feetコンテナにて 低1

度は香港宛に船積を実施。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。空輸は週2回程度行っている（ほかの野

菜との混載貨物として）。 

・横浜よりの輸送は市場―中卸し―輸出商社―香港、福岡よりは市場―中卸し―香港と

福岡では中卸し商社が輸出まで取りまとめている。 

・種類としてしめじ、えのき、エリンギ、まいたけ、なめこで生しいたけはすぐに変色

し日持ちがせず、空輸にならざるをえず。価格的に中国産、韓国産および台湾産とあ

まりにも見劣りがするゆえ扱っていない。香港地場の人は、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あり。同社もえのきのほとんどが信州産

のものを扱っている。同社の納入先はI社、Ａ社、S社、J社の日系スーパーあてに納入

している。日系のC社は自ら日本での調達より輸出入まで行っている。 現地のスーパ

ーの2大財閥グループ（香港全土でおのおの250店舗を展開）では日本産きのこはほと

んど扱っていない。主に中国産きのこを扱っており、それも少量、少品種のみ。たま

に日本産きのこを販売しているが現地香港の輸入商社より購入なりしているものと思

われる。 

・販売促進も、日本の生産団体、小売先と組んで年に2～3回は行っている。 また昨年

及び今年と日本の大手旅行会社の関連の子会社J社なるところが日本の農水産物の販

促にて来港していた。  

・香港人の食の嗜好：きのこを使用した料理がすきで、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）／牛肉のえのきまきなどはどこの日系料理店でも

評判のメニュー。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
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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、なる

べくなら消費期限の長いものを好むよし。賞味期限切れのものは見向きもしない。 

・日系スーパーの顧客：90％以上が現地の香港人。少々価格が高くとも、食の安全、日

本の食材に関する知識より日本のきのこに対する評判はよい。 

・食料品関連の日系輸入商社：日系では4社あり。そのほかローカルで3～4社あり。 

・日本料理店の食材の購入方法：大きいところはパッケージベースにて同社なりより直

接購入している。小さいところは同社の代理店なり、日系スーパーにて単品でその都

度購入している。 

 

２．３ 輸入商社 B社 

(1)実施日時：3月2日14時から15時30分 

(2)対象者：X氏 

(3)ヒアリング内容 

①会社概要 

・同社は12年前にM社とH社とほか1社の3社合弁にて設立した香港での日本産青果物／食

料品の輸入会社。 

・同社の従業員はX氏以下7～8名のスタッフで、日本より農水産物の輸入を取り扱ってい

る。扱い量は、週一度20フィートコンテナーにて名古屋/東京より各1コンテナ香港向

けに出荷している。 

②現地小売商社との取引上での問題点 

・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れば、

パッケージすべて返品される。よって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コメントあり。 

 

２．４ 日系百貨店 C社 

(1)実施日時：3月3日10時30分から12時 

(2)対象者：Wマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

①生鮮きのこと乾燥きのこの動向。 

・一般消費者は生鮮きのこを好む傾向あり。調理が簡単なため。しかし伝統的中華料理

には乾燥きのこを使用している。 

②取り扱いきのこの種類及びその小売価格体系 

・生しいたけ：HK$30(小型種、1パック) 

・えのき：HK$15.8(1パック) 

・ぶなしめじ（日本産）：HK$12.8(白／茶共) 

・生しいたけ（中国産）：HK$8 

③一般消費者の購入頻度 

・おそらく2～3日に一度の割合で購入。（2～3日に一度はきのこを食べる。） 

④販売場所 

・Ｓショッピングセンターの2フロアー(1/2階)をC社が借りており、1階にて主として食
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料品（半分は日本よりの食品）を扱っている。終日の訪問客数は約2万人。週末は4万

人を越える。 

⑤2009年2月の日本産きのこのセールス実績 

・エリンギ：HK$5,500, まいたけ：HK$7,500、えのきA：HK$25,000 

えのきB：HK$4,500、ぶしめじA：HK$35,000、ぶなしめじB：HK$6,500 

合計 HK$84,000 

⑥販売方法 

・通常は日本と同様で棚に日本製きのことして陳列するのみ。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考

慮。 

⑦日本産きのこに対するコメント、要望等 

・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。生しいたけは航空便でな

いと日持ちがせず、高くなるため、日本からは取り寄せていない。 

・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。価格の安い夏場に行

うことを考慮するので、日本サイドも協力いただきたい。 

 

２．５ 日系百貨店 D社 

(1)実施日時：3月3日14時30分から15時30分 

(2)対象者：Vマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

①会社概要 

・日系S百貨店は10年ほど前に香港市場より撤退したが、名前のみ現地企業に貸して依然

日系百貨店というブランドを残して営業している。日系D百貨店のあるCauseway Bay

地域は日本人の駐在員がたくさん居住している地域でもあり、日系D百貨店の食料品売

場を見る限り、量的には多くはおいていないが、生鮮食料品含めたくさんの種類の日

本産品を取り揃えているという感じを受けた。 

②生鮮きのこと乾燥きのこの動向 

・乾しいたけを主とする乾燥きのこは伝統的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。一般に若い人は調理が簡単という観点より、

近生鮮きのこの需要が圧倒的に増えてきている。 

③一般消費者の購入頻度 

・おそらく1週間に2度程度購入していくのではないか。 

④販売場所 

・地上8階／地下2階の合計10フロアーで営業しており、地下2階がいわゆる日本のデパ地

下みたいになっており、食料品売り場から簡単なフードコーナーまであり。 

⑤きのこのセールス実績 

・把握しておらず。また今回は忙しいとのことで入手できず。(後述する日系百貨店E社

の購入量の5割くらいではないかと推量される。） 

⑥販売方法 

・総合として年間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

 78



会に生鮮食料品も合わせてプロモーションしている。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り。 

・ 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プロ

モーションを行う予定。 

⑦日本産きのこに対する要望、コメント 

・一般的に香港人は安いものを買いたがるが、質のよい日本産品を買う傾向が若い人を

中心に広まりつつあり。しかし、 近の経済悪化に伴い、売り上げ減少気味。 

 

２．６ 日系百貨店 E社 

(1)実施日時：3月4日10時30分から12時 

(2)対象者：Eマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

①会社概要 

・弊社のある太古は、香港人の中産階級の住むマンション群がたくさんそびえ、日本人

ほか外国人も数多く住む香港島で 大の住宅地。 

②生鮮きのこと乾燥きのこの動向 

・伝統的な中華料理は乾燥きのこをよく利用し、若い世代は調理の簡単な生鮮きのこを

よく利用する。また栄養的な面も考慮し、 近の若い世代はきのこを食材として利用

する機会が増えつつあり。 

③一般消費者の購入頻度 

・2～3日に一度は購入している。 

④販売場所 

・地下1階。ここも日本でいうデパ地下のようで、フードコーナーもあり、日本酒含めか

なりの種類の日本食材を販売している。90％以上は現地の客で混み合っている。 

⑤きのこのセールス実績 

・弊社ではセールスより、納入業者(複数)よりの週間の購入実績を聴取。 

生しいたけ：175KG, エリンギ：500KG, えのき：180KG, しめじ：120ＫＧ 

⑥販売方法 

・日系百貨店D社と同じで、トータルE社としてセールスキャンペーンを行う際に食料品

も合わせて実施(年に数回)。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

個別に行う際もあり。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言う。 

⑦日本産きのこに対するコメント、要望等 

・特になし。 

 

２．７ 日本料理店 F社 

(1)実施日時：3月4日13時から14時 

(2)対象者：T店長 

(3)ヒアリング内容 

・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高いのでなかなか買わないの

ではないかと思う。 
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・在香港の日本料理店では、日系含め日本食材を扱う代理店からケース単位あるいは単

品にて購入していると思う。 

・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 

■ヒアリング調査期間 

2009年3月2日（月）から6日（金） 

■ヒアリング調査場所 

シンガポール市内 

■ヒアリング調査対象及び日時 

３．１ 輸入商社 A社 

(1)実施日時：3月2日10時から10時30分 

(2)対象者：Z氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・乾燥きのこが中心であるが、生鮮きのこ類も食べる。 

②日本産品の取り扱い状況 

・生鮮きのこに関しては、ぶなしめじ、こぶとりしめじ、エリンギ、えのきだけ等広範

囲に扱っている。 

・生鮮きのこの年間取扱量は年間3～5,000ケース程度で、日系百貨店、ヨーロッパ系ス

ーパー及び現地スーパーのC社に納入している。また、いくつかのレストランにも納入

している。 

・他国産の生鮮きのことの価格競争が激しいために、高品質を売りにしている日本産の

生鮮きのこの価格コントロールが非常に難しい。なお、価格に関しては、生鮮きのこ

は航空便を利用することと、為替の変動の影響を受けるために変動が激しいが、大体

生産者価格の３～５倍になる。 

・エリンギに関しては、個人的な印象では韓国産のものが色形および味、食感もよく値

段も手ごろだと考えている。 

③今後について 

・日本産生鮮きのこをシンガポールで販売促進するためには、以下の3つの要素が重要で

ある。 

 ・価格コントロール 

 ・商品のイメージ(高品質、安全、健康に良いなど)の周知徹底 

 ・日本政府や生産者団体の支援 

・「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、弊社が、その費用を負

担しているのが現状である。政府もしくは生産者団体等の協力がほしい。 
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３．２ 日系百貨店 B社 

(1)実施日時：3月2日15時から16時 

(2)対象者：Y氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・シンガポールの人口は約 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。 
・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、炒め物に用いることもあ

る。 
・台湾等と比較すると乾燥しいたけの売れ行きはよくない。ギフトニーズも台湾や香 港

ほどない。中国にどっぷりつかった文化ではなく独自のミックス文化を持っていること

が考えられる。 

②日本産品の取り扱い状況 

【実験店舗事業】 
・日系百貨店 B 社は、昨年 3 月まで 2 年間日本産生鮮野菜果物の実験店舗事業を行って

きた。実験店舗事業の終了後も、果物を中心として日本産の生鮮青果類は定着しつつあ

ると考えられる。 
・シンガポールは並行輸入の国であるため嗜好が判明すると、現地業者は翌年 3 倍くら

い安い値段で買おうとし値崩れが起きることがある。鮮度の悪いものが出回ると、購買

層に悪印象を与える。したがって、当社では、先のトレンドを読み、適正なマージンを

含む価格で納得して購入していただくことを基本戦略としている。 
・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。 

【生鮮きのこを含む日本産生鮮青果品の概況】 
・現地の購買力も、昨年秋以降の世界的な経済危機は外食を控え内食で品質の良いものを

食べるという結果を生んだために、日本産生鮮青果品の売り上げは下落していない。 
・当デパートでしいたけ・えのきは 1 日あたり 3 ケース(30 個入り)くらいの売れ行きで

ある。 
【購買層】 
・当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 で、取扱きのこ類の内約 7 割が日本産である。なお、現地の高級

グルメ志向のスーパーでの取り扱い産品の比率は当社とは逆で約 3 割が日本産で 7 割

がその他となっている。また、日系スーパーマーケット F 社の購買層の対象は在留邦

人向けだろう。 
・当社では、シンガポールのみな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。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。 
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【日本産品のデメリット】 
・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 日掛かる一方で、航空貨

物を利用すると価格競争力がないことがあげられる。ただし、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るために、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。 
【流通経路】 
・現地で日本産品を取り扱っている小売業者としてはＮ社と C 社があり、また、日本の

青果物を取り扱っている卸業者も多い。 
・業務用の青果物は中国産品が中心と推測できる。 
・当社のきのこ類のサプライヤーは日系の C 社(生鮮きのこ)と D 社(乾燥きのこ)がメイン

であるが、C 社の他には現地輸入商社 A 社（前述）などとも取引を行っている。なお、

上述の実験事業の時は、A 社及び K 社経由で、出産地を当社で決定してインデントオ

ーダー（買付委託者が貨物を輸入する場合，委託者自身が輸入貨物を買い付けるのでは

なく，手数料を支払い，買付けを海外の受託者に委託すること。この場合は、日系百貨

店が買付委託者で受託者がＡ社、Ｋ社となる）で取引を行った。 
【販促戦略】 
・販促向けの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

ガポールは、独自で宣材を製作するまでのマーケット規模はない。したがって、当社が

独自に行っている販促活動は当デパートの会員向けのダイレクトメールが中心となっ

ているが、特別に食品だけで活動を行っているわけではない。 
③今後について 
・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。

また、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 善の策

かもしれない。 
 

３．３ 財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所 

(1)実施日時：3月2日17時から17時45分 

(2)対象者：X氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・国民所得の向上により食に対する興味や関心が高まってきている。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。 

・ 近、健康に良いとされる食品に関心が寄せられている。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。

そのような志向をうけて、現地住民の間では、えのきやしめじは人気があるようだ。 

②日本産品の取り扱い状況 

【生鮮きのこを含む日本産農産物の概況】 

・日本産農産物の売り上げは伸びてきている。特に果物の売り上げは大きく、いちごや

りんごなどが売れているようである。これは野菜が他の外国産に比べて見た目や味に
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大差がないのに対して、日本産果物の甘さは際立っており、違いが実感できるためで

ある。 

・日本産の生鮮しいたけを取り扱っているのは、日系スーパーＦ社、日系百貨店Ｂ社の

ほか、現地企業であるＣ社やＮ社の高級店ではないか。 

・中国産の生鮮しいたけは、安全性や品質(小さく、肉厚ではない)から、人気はあまり

ないようだ。 

【日本産品の購買層】 

・購買層は日系スーパー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。 

・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。 

【流通経路】 

・シンガポール及びマレーシアで日本の食品を扱っている卸売業者の数はそれほど多く

なく、スーパーそれぞれに系列化されている。また、日本側の取引相手先も固定され

ている。商品を発注するに当たっては、スーパーは特定の産地などを指定することは

ほとんどなく、日本側の業者が時期や流通状況により食品を調達することが多い。 

【販促活動】 

・日本の一部の自治体等は、現地においては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。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させており、現地消費者にも好評である。 

③今後について 

・日本産農産物は現状では輸出量が少なく、かつ新鮮さを保つため日本から空輸や冷温・

定温保存で持ち込む必要があることから高価格とならざるを得ない。また、売り込み

に当たっては、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、実際

に試食させたり、料理法を紹介することにより、消費拡大を図る必要がある。 

・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。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。

また、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。 

 

３．４ 日系輸入商社 C社、D社 

(1)実施日時：3月3日15時から16時 

(2)対象者：W氏（C社）、V氏（D社） 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・中華系の住民は鍋ものが好きだし、またオイスターソースで炒めたりもする。この場

合は乾しいたけでも生しいたけでも何でも用いる。 

・旧正月前のお金が動く時期に、日系百貨店B社で贈答用として箱に入った乾しいたけを

販売している。中国産のものが中心で、日本産の価格は中国産の6倍である。 

・現地の年配の人には生食は抵抗感があるようだ。また、家族の中でも年配の人の意見
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がとおりやすいため、結局炒めものにして食べている。 

②日本産品の取り扱い状況 

【日本産きのこの取り扱い概況】 

・日本産の乾しいたけに関しては、現地の業者で取り扱っているところは多いが、生鮮

きのこを取り扱っている現地業者の数はあまり多くないのではないか。 

・えのきだけ・しめじ・エリンギは、 初日本から輸入されていたが、中国で生産され

るようになって、価格の違いからか輸入量が圧倒的に多くなった。 

【取扱業者】 

・ある現地の輸入業者は、長野県経済連と独自のパイプを築きえのきだけの輸入を行っ

ているようだ。ただし、えのきだけに関しては中国産・台湾産・タイ産の方が圧倒的

に多い。 

・日本の生しいたけを扱っている業者は小売業者だと日系スーパーＦ社、日系百貨店Ｂ

社である。現地の小売業者でいえば、N社などであれば、値段が勝負であるため、日

本産の生鮮きのこは価格が高すぎるようだ。したがって、日本産生鮮きのこを取り扱

っている小売業者は非常に限られている。 

・生鮮きのこに関しては、日本の輸出業者S社が大田市場から調達したものをこちらに

輸入しているほか、日本メーカーが生産したものをそのまま輸入している。ぶなしめ

じ、エリンギ、まいたけなども日本メーカーのものを取り扱っている。 
・現地の業者は、スポットで安い日本産の生鮮きのこ（ぶなしめじやえのき）を探して

きて、コンテナに混載して輸入している。しいたけで儲けようとかそこまで特化して

はいない。また、現地の業者は取引の当初は大きいことを言うが、その後の付き合い

はしない。価格を安く叩いて、当初言っていたほどの量ではないというような話はよ

く聞く。 

【流通経路】 

・台湾あたりだと、葉物も含めて3－4日で到着するが、シンガポールは日本からだと航

海日数の限界(2週間)であるため、鮮度を見ながら、試行錯誤しつつ製品を切り替えて

いる。どこの製品でないといけないというのはなく、市場に出回ってきたもので決め

る。 

③今後について 

【販促戦略】 

・えのきなどの啓蒙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。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。 

【課題】 

・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。 
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・いわゆる運び屋が空輸で持ってきても、生鮮きのこの場合鮮度の維持が難しい。真空

パックで密閉していないと傷みが早い。当社の場合はえのきだけだと大分のサンクッ

クというブランドで真空パックのものを主に取り扱っている。 

・日本産の生鮮きのこはやはり価格の問題から会社対会社のビジネスとしては手間暇が

かかりすぎて難しい。 

【サンプル】 

・持参したサンプルに関しては、やはり価格と日持ちの長さがポイントになると思う。

これであれば空輸で15シンガポールドルくらいになる。生鮮青果品の輸入は、為替と

物流コスト(エアフレイト)がポイントになるため、利益は出にくい。 

【技術移転】 

・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。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。 

・技術移転は生産コストは下がるが国益を損なう恐れがある。日本産品に対する信頼度

は高いためにメイドインジャパンを謳った方がよいだろう。 

 

３．５ 日本料理店 E社 

(1)実施日時：3月3日17時30分から18時30分 

(2)対象者：U氏（総料理長） 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好  

・当店は、日本料理店であるが現地の富裕層および欧米人が主な客層(全体の80～85%)

であり、彼らにとっては、素材の持ち味を活かした料理よりもむしろ鉄板焼きや天ぷ

らなどソースやつゆの味を楽しむ料理が受けている。野菜に関しては、油炒めが中心

で、だしを煮含ませた煮物はあまり人気がない。 

・鍋料理も人気があるが、日本と違いスープ炊きにしてたれで食べる。したがって、き

のこも上述のような料理法に用いることが多い。 

②日本産品の取り扱い状況 

【生鮮きのこの調達状況】 

・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

地調達でまかなっている。生鮮きのこの場合、日本の技術供与で生産されたマレーシ

ア産のものを用いている。生しいたけなら1キログラムあたりシンガポールドル6ドル

で調達できる。また、生鮮きのこを含む日本産品を利用するとしたら、日本人客が来

る時に特別料理として提供することがほとんどである。 
【客層】 

・このような状況に抵抗はあるが、当店のようにホテルの一部として運営している料理

店の場合、まず経営事情を考慮しないといけないために、コストが高くメインの食材

にならない食材は現地調達にならざるを得ない。また、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。したがって、会社組織で料理店を経営する以上は
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現地人や欧米人をターゲットとせざるを得ない。 

【販促活動】 

・日本産品をプロモーションの一環として日本の航空会社や生産者が位置している自治

体の協力のもとに利用することがあるが、この場合地元業者の協力が不可欠である。 

③今後について 

・日本産品は高品質であるが、ともかく価格が高いので価格努力が重要である。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。 

・生産者のプロモーションをもし行うならば、リピーターを獲得するような手法が必要

不可欠である。 

 

３．６ ジェトロ・シンガポール・センター 

(1)実施日時：3月4日10時から11時 

(2)対象者：T氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・中華系住民には乾しいたけが圧倒的に人気であり、乾しいたけの95％は中国から輸入

されている。 

・きのこ類は鍋、炒めものに多く用いられるが、乾燥を戻して用いることが多い。また、

素材を活かすという発想がなく、濃厚な味や辛い味が非常に好まれ、薄味であっさり

といった日本食が得意な分野は物足りないと感じられる。 

・生鮮きのこは基本的に炒めものに用いられる。また、賞味期限も圧倒的に乾燥の方が

長い。元々の舌が乾燥に慣れているので、逆に違和感がある。 

・しいたけをはじめとした生鮮きのこ類は料理の主役にならず、食材の一部であるとい

う意識が働くし、中国産品に対する警戒心もあまりない。 

②日本産品の取り扱い状況 

・お鍋に使えそうな生鮮きのこ類は、韓国産や中国産が多い。パッケージは日本的だが、

実際はそうではない、日本の生産者の住所を記載していてもそうではないものもある。 

【流通経路】 

・小売店はC社とN社の寡占状態にあり小売店側が絶対的に有利な状況となっている。そ

のため、何をしてもお金が小売店におちて、卸にリスクがかかるようになっている。

商売に対する直接的な妨害はないから新規店舗を設立すること自体は難しくはないが、

お客が来るかどうかだろう。 

③今後について 

【課題】 

・生鮮きのこは 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

駐在員となるし、高価格なものをローカルのスーパーには置けない。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製との見分けが

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

品でないと難しい。 
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【新たな可能性】 

・可能性は0ではないが、販売先・需要が確保できないのが現状である。また、現地のキ

ーパーソンを知っていれば、商売になるかもしれない。 

【販促戦略】 

・現地の住民の間では、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。その

ために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。ここに問い合わせしたら直に買えるなど

の次に買うルートが何も示されておらず、説明およびフォロー不足である。ネットを

活用するなどの手段が必要ではないか。 
 

３．７ 日系スーパーマーケット F社 

(1)実施日時：3月4日14時から14時40分 

(2)対象者：S氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・現地住民はオフィスワーカーでも家族でもあまり料理せず外食が中心である。日本食

に非常に興味がある人も多い。ただし、これだけ日本料理店が増えている上に、色々

な商品を持ってきていてもまだ購買力があり、日本産品に関する情報が氾濫している

状況だと商品の動きが鈍くなるのではと恐れている。 

②日本産品の取り扱い状況 

【生鮮きのこを含む日本産品の取り扱い概況】 

・生鮮きのこを含む生鮮品の需要は多く、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。現地住民の間には日本産品

は安心でおいしいが高いというイメージがあるようだ。 

・生鮮きのこは日本産のえのきだけ、マッシュルーム、台湾産のしめじも扱っている。

日本産のエリンギも人気が高いが、まつたけは値段が高価すぎるために取り扱ってい

ない。 

【購買層】 

・当店の購買層は現地住民の方が若干多い。また、今後極端に在留日本人の数が増える

ことはないだろう。経済危機は現在のところ影響はない。そのため、日本の本社から

も、消費の冷え込みのために仕入れを抑えろという指示はきていない。むしろ、現時

点では品切れを起こす方が怖い。 

【流通経路】 

・日本産品の空輸は火・金・日曜日の週三回実施されており、また、船便はドライ・チ

ルド・冷凍の三種類で二カ月に一回に輸入している。週３回の空輸分の生鮮食品は混

載で運んでおり、空輸量もかなり多い。一回につき15～20ケース仕入れているために、

若干のコストダウンが可能である。このような大量の仕入れの背景には当社のポリシ

ーとして日本食が不自由なく買えることがあげられる。 
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【販促活動】 

・年間をとお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。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。当店は5年前に日系百貨店D社から弊社に変わった

が、顧客層の下地ができていることから、そのような販促手段を取る必要はない。 

③今後について 

【販促戦略】 

・日本産の生鮮きのこは、やり方によっては今後伸びるかもしれない。たとえば、きの

こに特化した販促イベントを実施し、レシピを付けて販売するなどの手段が考えられ

る。 

【サンプル品】 

・サンプル品に関していえば、生産者価格を考慮すると当地での仕入れ価格10シンガポ

ールドル位になり、小売価格は14～15シンガポールドル位になるのではないか。そう

なると、ちょっと厳しいかなとは思う。一般的に日本の小売価格の倍掛けにしている。

もちろんコストもそうだが売価の倍が当地での値段ということになる。 

【総括】 

・確かにクオリティ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。 

 

３．８ 輸入商社 G社 H社 

(1)実施日時：3月2日17時から17時50分 

(2)対象者：R営業部長(G社)、Q営業課長（G社）、O氏(H社) 

(3)ヒアリング内容 

①きのこ類の現地の嗜好 

・乾しいたけは中華系の人は利用する。ただし、乾燥ものはしいたけ以外に商品のバリ

エーションがない。 

・生鮮きのこ類は、多民族国家であるシンガポールでも各民族が食べている。食べ方と

しては炒め物や鍋料理が中心。ただし、料理方法の特徴として、素材を楽しむという

よりもソース等の味付けに重点が置かれている。 

・そもそも、各階層をとおして外食文化が発達しているため、内食の需要は必ずしも高

くはない。ただし、昨年秋以降の経済問題によって、従来は外食が多かった若い世代

を中心に内食傾向は強まっている印象がある。 

②日本産品の取り扱い状況 

・乾燥・生鮮共に現在は取り扱っていない。生鮮は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である。日本産の生鮮きのこは、航空

運賃と為替に影響されるために、扱いが難しい商品である。 
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③今後について 

【課題】 

・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。ただし、購買層を考え

た時に、同じ種類の中国産もしくはマレーシア産の生鮮きのこの 低2倍以上する日本

産生鮮きのこを売り込むことは、値段の点からは非常に難しい。 

・現在の値段で日本産の生鮮きのこを売るとすれば、日本人駐在員家庭か地元の富裕層

になるだろう。ただし、この値段でも商品を購入することができる地元の富裕層はシ

ンガポールの全人口のおよそ1割45万人程度である。したがって、市場規模が非常に小

さい。また、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商品になってしまう。 

・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。したがって、嗜好品的な位置づけの農産物でない限り、高

い値段の農産物は売れにくいのではないか。 

【販促戦略】 

・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、新たな食文化の提案を行っていく必要がある。そのために必要な期間は 低でも

半年できれば1年以上は必要だろう。 

【新たな可能性】 

・可能性が全くないわけではない。シンガポール人は日本の農産物に関して品質が高く

おいしいというブランドイメージを持っている。また、常に新たな食材が日本から情

報発信されるため、そのような商品に興味は持っている。したがって、同じ種類でも

中国産やマレーシア産よりも品質ははるかに良く、中国産等よりも若干高い値段のも

のであれば、中流階層に十分受け入れられるだろう。ただし、現在のように倍以上の

値段であれば、1回2回は購入するかもしれないが、日常的には見た目には似たように

見え、はるかに値ごろ感のある中国産やマレーシア産の方が好まれる。 

【サンプル商品に関して】 

・品質が高いのは十分に理解できる。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。 

 

３．９ 日本食レストラン I社 

(1)実施日時：3月5日10時から10時40分 

(2)対象応者：N氏、M氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・シンガポールは女性の社会進出が著しいために基本的に外食文化であり、フードコー
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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。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。また、子どもは祖父母やメイドが世話をしているようだ。 

②日本産品の取り扱い状況 

【概況】 

・日本産に限らず、生鮮きのこは基本的にメイン料理のあしらいとして位置づけられる

だろう。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。 

【流通経路】 

・通常は、週に4回定期便の航空便で生鮮食材を運んでいるが、食材の保存場所の問題が

ある。当グループの各店舗は家賃が高い地区で展開しているため、保存場所の確保が

難しい。 

・生鮮食材は傷みなどのロスが出やすいが、問題が解決できていない。日本なら流通網

が発達しているからこのような問題は少ない。しかし、流通網が充実していない海外

の場合、急速冷凍などの技術は発達しつつあるが問題は依然として山積している。冷

凍輸送は実はコストがかかるために利用しにくい。 

③今後について 

【課題】 

・日本産以外の産品にどこまで価格を近づけられるかが課題だろう。 

・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。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。 

・食材を使う立場としては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。 

 

３．１０ 日系百貨店 J社 

(1)実施日時：3月6日10時30分から11時 

(2)対象者：L氏、H氏 

(3)ヒアリング内容 

①きのこの現地の嗜好 

・現地住民の中でも中国系の人が好んで食べているようだ。乾しいたけが贈答品になる

など高級きのこには目がない。 

②日本産品の取り扱い状況 

・当店は日本産生鮮きのことしてまいたけ、えのきだけ、しいたけを取り扱っている。

ただし、取り扱い量としては乾しいたけが圧倒的である。 

・えのきだけは鍋料理に入れるなど、売れゆきは良い。また、薬品が入っていないなど

日本商品のイメージは良い。 

・日本産生鮮きのこは他の国の産品と比較して値段的には全然違うし、シンガポールや

周辺諸国は放っておけばきのこが生えてくるような土地柄であるために、日本産生鮮

きのこは価格競争力という点で難しい。 
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③今後について 

【課題】 

・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。直接作っている人の

顔が見える産品の需要が高い。また、こうした調達ルートが整備できればコストダウ

ンにもなる。 

【販促戦略】 

・農協などが大げさなトレードミッションを組んでも実質的な意味はない。ミッション

が帰国した後のフォローアップが不足している。 

・プロモーションなどは自治体や生産者団体などから協賛金がでるのであれば、実施す

る価値はある。当店でも食品フェアーは多数実施している。できる限り産品を売りさ

ばくとすると、そのようなサポートがないと実現は困難である。 

【新たな可能性】 

・上述したように生産者と直接取引するのが良いと思う。後は人間関係をベースにして、

流通・販売システムを構築していく必要がある。現状では官側のシステムが阻害して

いるのではないか。 

・現地住民は何回にも分けて青果品を食べるので、少し高い位なら購入するだろう。た

だし、生鮮しいたけはメインの食材にならないために確かに難しい。1年以上の付き合

いをして、マーケットの好みを熟知すれば可能性があるかもしれない。ただし、生鮮

食品である以上ロスが出るため、小さい商いをするのが良いと思う。生産者の総生産

量のうち5％から1割程度の割合を輸出に向ける程度が適切だと思う。 

・マーケットの熟知や産品の周知など手間がかかるので、それを惜しむと難しい。継続

性、気合いと体力がカギとなる。ただし、百貨店は小さい商いを集めて販売に乗せる

商売であるために、可能性はないとは言えない。 

 

 

４.タイ 

■ヒアリング調査期間 

2009年２月23日（月）から27日（金） 

■ヒアリング調査場所 

バンコク市内 

■ヒアリング調査対象及び日時 

 

４．１ ジェトロ・バンコク・センター 

(1)実施日時：2月23日13時から14時 

(2)対象者：Z氏、Y氏 

(3)ヒアリング内容 

・タイでは、日本で生産されるようなきのこ類がだいたい手にはいるようになっており、

自国でほとんど生産されていると言っても良い。それらは、マレーシアやシンガポー

ルに輸出もされている。 
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・日本野菜については現地の日本人あるいは日本料理店がそのほとんどを消費するが、

タイで日本の野菜を生産している人もいる。 

・日本人経営のMS社というところが、ルーイ県で有機栽培、原木栽培でしいたけを作っ

ており、日系スーパーＣ社などで販売しているが、タイ産よりも高いが、日本から輸

入したものよりは安いため売れている。 

・ 近タイでは菌床栽培が普及してきており、世界標準といえるものが作られるように

なっている。タイではしいたけのほか、エリンギ、えのきたけがポピュラーである。 

・一般に、タイでは、生したけはタイ産か中国産、乾しいたけは中国産と言われている。 

・生しいたけの需要は中華料理（中華系タイ人：人口の1割）か日本料理である。タイの

中には中華風のタイ料理もあり、しいたけがよく使われる。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。 

・タイに王室プロジェクトというものがあり、タイ北部の山岳民族がケシの栽培から栽

培品目の転換を図っており、しいたけも栽培されている。 

・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、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で

ある。 

・タイの人は外食の人が圧倒的である。日本料理が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。 

・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。 

・関税は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年に日本の輸出商社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。タイには無いまいたけ、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 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。富裕層は相続税も固定資産税もないので、

それらの大金持ち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。 

・しいたけは特に日持ちがしないので空輸でも難しい。 

・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。ある日本料亭は日本産のも
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のを独自に直輸入している。 

・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

いかと思う。日本の輸出統計に出るような量にはなり得ないと思う。 

・食品は生活必需品なので、この経済危機であっても全滅とはならないが、落ちている。

おいしいものを知った人はやはりおいしいものを求めている。 

・大分のどんこは100gで2700バーツで売ったが、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。 

 

４．２ 日本食レストラン Ａ社 

(1)実施日時：2月23日15時から16時 

(2)対象者：Ｘ氏 

(3)ヒアリング内容 

・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。たとえば、当

店では伊勢エビが1800バーツ。普通の人は食べられない。しいたけで言うと、どんこ

などは以外とタイで知る人ぞ知るで、需要がある。ただ、それらの高級食材は運び屋

さんでまかなえる量である。今回お持ちいただいたきのこ類は品質はタイのものより

は高いが、同様なものがタイで生産されている。これらは菌床栽培なので、そんなに

価値があるものとは思えない。この大きいしいたけは良いかも知れないが。だから、

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。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）がしいたけを菌床栽培で

つくっており、大きな商売となっている。 

・たとえば、米の精米、おいしい米を食べる技術は日本が高く、タイでは食べるごとに

精米する習慣がない。日本は、おいしいものをつくる、それをおいしく食べる技術を

持っている。それをもっとタイなどに持ってくるべきである。日本の食文化を持って

くるべきである。分かりやすく言えば、京都である。日本の独自の、真似のできない

ものを持ってくるべきであり、簡単にコピーできないものを持ってくるべきである。 

・かぼちゃなど、タイでもつくれる野菜もある。きのこ類もつくれる。したがって、日

本の栽培技術を持ってくるべきではないか。そして、どんこなどの卓越したものをタ

イでつくって売るべきである。 

・ただ、逆に、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。 
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・我々の仕事はビジネスであるので、採算が合わないとやっていけない。 

・生鮮ものを航空便で運ぶのは、それだけでコスト高であり、それにレートの違いが根

本的にあり、合うはずがない。需要層も限られる。 

・農業技術で簡単にできるものと、文化が背景にあってなかなかマネのできないものと

分けるべきであり、そのあたりからアプローチすることも考えることが必要ではない

か。 

 

４．３ 輸入商社 Ｂ社 

(1)実施日時：2月24日10時から11時 

(2)対象者：Ｗ代表取締役、Ｖセールスマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

・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、日本商品が売れなくなっている。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。 

・いちご、かき、ながいも、さつまいもなど、日持ちするものを入れている。 

・タイではしいたけは、中華圏の人は乾しいたけ、タイの人は生しいたけだと思う。タ

イの人はしめじも良く食べる。 

・中華圏の人は乾しいたけの需要が多い。タイの人は料理に生しいたけを入れるが、ほ

とんどタイ産のものを使っている。しめじも相当食される。普通の食堂は、乾しいた

けを使ったものが多い。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。弊社ともう２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。 

・ 近は韓国産の生鮮食品が多く入ってきており、きのこ類も同様である。日本産に比

べれば非常に安い。また、 近では、タイ国内でも日本の技術指導や日本人が栽培し

ているきのこ類が出てきており、タイ産でも十分な品質が得られる。タイ料理にはえ

のきが多い。中華系タイ料理ではしいたけが使われる。あと、まいたけ、なめこはタ

イではあまり見ない。 

・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 もアジアで大きな市場ではないか。 

・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、 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。フジスーパーでも

その傾向である。 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。 

・見本の徳島産のサイズのしいたけはタイにはない。その他のものはタイ産でもあるし、

近は韓国産が大量に出回っている。私は野菜ソムリエの資格を持っているが、品質

もあまり変わらない。先般の空港封鎖、経済危機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。 
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・逆に、まいたけが可能性があるのではないか。フェアーで、雪国まいたけを使用して

まいたけご飯を作ったら非常に評判が良かった。 

・とにかく、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、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。 

・日本産のきのこ類はタイの流通には載らないのではないか。一部の需要層に限られる

のではないか。これからもその傾向であると思う。高所得者層のみの間で消費される

ものとの位置づけが続くのではないか。 

 

４．４ 日系スーパーマーケット Ｃ社 

(1)実施日時：2月24日14時から15時 

(2)対象者：Ｕ店長 

(3)ヒアリング内容 

・当店で一番売れるのはえのきで、次がしいたけ、その次がエリンギではないか。しめ

じも売れている。なめこもどきもある。きのこセット（しめじ、えのき、しいたけな

ど）というものもある。 

・弊社のきのこはほとんどタイ産である。 

・中華系は乾しいたけ、タイの人は生しいたけ、きのこ類を食するようである。日本の

農協の方も良くこられるが、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。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 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。タイ産のもので十分という判断もある。そのあ

たり、タイのものが品質も良くなってきている。価格差ほどの差がないということで

ある。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。 

・日本産を売る場合であっても、日本産を強調することはない。ただ、味噌、醤油、納

豆など、加工食品は日本産という感じもあるが。 

・日本産の出来はとても良い、立派だが、タイ産ではとてもこれだけのものはできない

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。今後、

どのように価格差を縮められるかである。 

・ただ、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。この徳島県産の包

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。 

・タイの人は、きのこ類を毎日食べるわけではないと思う。 

 95



・日本産の高級食材は、運び屋さんに頼んでいる。特に生鮮魚など。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。 

・S商社が行った無菌豚が良い例だと思う。 初はタイのものより2割高くて売れなかっ

たが、品質の良さが徐々に認められ、現在は無菌豚が主流となっている。2割の価格差

が限界ではないか。3割と言われるとどうか。 

・日本産は贈答品としてもらったら嬉しいけれど、自分で買うかどうか。タイ産が豊富

に流通してきている状況で価格差ということを考えると、やはりタイ産、韓国産とい

うことになるのではないか。 

 

４．５ 日系百貨店 Ｄ社 輸入商社 Ｅ社 

(1)実施日時：2月25日11時から12時 

(2)対象者：Ｔマネージャー（Ｄ社）、Ｓマネージャー（Ｅ社） 

(3)ヒアリング内容 

・生鮮きのこの対象は、やはりタイ人ではないか。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。 

・きのこ類は、こちらで生産しているものもあるし、中国産も多く出回っている。2年前

に輸入商社E社と組んで農林水産省の補助事業で野菜のフェアーをやったが、こちらに

ないものは人気となるが、こちらになるもの、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、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思う。大分県はどんこを3回ぐらい弊社（日系百貨店D社）

でフェアーをやっているが、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。 

・タイではしいたけはやはり乾しでしょう。生はエアで高くなるし、えのき、エリンギ、

しいたけは国産、まいたけ、しめじはエアで日本から混載で持ってきている。 

・ここで売るのだったら、この大きなしいたけが良いが、値段次第。こちらの人達は自

分で料理をしない人が多く、3食外食と言った人も多い。中流の人があまりいない。若

い人は少しずつ変わってきており、パン製造器も売れ出している。日本の輸出商社S

社から日本産のものが入れられている。混載であるが。 

・きのこだけというのはむずかしい。松茸もブータン、ラオスから売り込みがあったが

弊社（日系百貨店D社）では売ることが難しいので、日本食レストランを紹介した。 

・果物のほうが味も分かりやすいし、メインになり得る。大分のどんこはよく頑張って

いると思う。タイ人は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。 

・こちらのお金持ちは、固定資産税、相続税もなく、金持ちはずっと金持ちで下克上は
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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。 

・広告宣伝については、フェアー時には広告宣伝や試食を実施するが、広告宣伝費が出

ない限り実施しない。たとえば、新潟県は年に一度実施している。つまり、通常期は

何もしない。 

・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。よっぽど健康にいいとか、

全くコンセプトの異なるものでないと難しいと思う。この徳島県産のしいたけはいい

ものだが、しいたけは足がはやいので、難しい。 

・普通のものであれば、しいたけ、他のえのきやエリンギなどはタイ産でも十分との認

識があり、普通で利用するなら価格差から言ってタイ産で十分との認識である。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、通常の流通にのるものではない。 

・日本産のきのこについては、航空便であるため、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。 

・日系百貨店Ｄ社はタイの富裕層、日系スーパーマーケット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、弊社（日系百貨店D社）では、タイの富裕層に日本製の高いものが売れる

可能性は高いが、市場は限られる。 

・タイで作っている野菜、きのこ類ともに、一般の日本産並みの品質はある。そこで、

価格差が大きくなるとどうしてもタイ産になる。 

 

４．６ 日本食レストラン Ｆ社 

(1)実施日時：2月26日17時から18時 

(2)対象者：Ｒゼネラルマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

・お持ちになったしいたけは、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。見本の徳島県産のしいたけは、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。 

・きのこ類は味をつければ、タイ産のもので十分という認識である。日本産の価格の高

いものを買ってまで使う意味はない。 

・見本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思う。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思う。その他、

高級中華料理に使うといったことか。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。 

・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でタイ産と差

別化できない。タイでは料理に濃い味を付けるので、素材そのものの味はあまり重ん
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じられない。日本とは食文化が異なる。 

 

４．７ 日本食レストラン Ｇ社 

(1)実施日時：2月27日13時から14時 

(2)対象者：Ｑ専務、Ｐマネージャー 

(3)ヒアリング内容 

・弊社では、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。あれだけ大きいと魅力があり、生に魅力が

ある。見本の徳島県産のきのこはジューシーで肉厚でおいしい。 

・生のまいたけ、松茸、ぶなしめじは日本から運び屋さんで取っている。いろいろな業

者さんと付き合って適宜必要なものを入れている。 

・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。 高のものであ

れば糸目はつけないといった傾向にある。 

・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。ここに来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。 

・見本の徳島県産のしいたけはおいしく、味が濃く、しっかりしており、香りも良かっ

た。良いものである。徳島県産のしいたけ、エリンギはりっぱなものだと思う。タイ

は物流環境が悪いので、鮮度を保つのが非常に難しい。 

・ふくろたけを日本（九州）に持って行って栽培している人がいるらしいが、どうなっ

ているか。料理方法は中華だと思うが。 

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

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バーツですから。 

・今回の経済危機により、日本企業のお客さんが7割を占める弊社としては影響が大きい。

接待で高い金額でも出せるうちは需要があるが、そうでなくなれば需要は落ちる。 

・いずれにしても、日本産きのこ類は価格が非常に高いことが課題で、一般の市場では

載らないだろう。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。 
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