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１．本事業の目的 

  日本の果実輸出は、平成１９年をピークに、円高、世界不況、東日本大震災、放射能 

問題等様々な外的要因も重なり、減少傾向にある。しかし、このような状況に甘んじ

る結果となった背景には、上記外的要因のみならず、輸出に携わる生産者並びに輸出

事業者自身が抱える問題があったことも無視できない要因であったと考える。即ち、

プロダクトアウト的に国内で生産された農産物・農産加工品が、海外で（日本食ブー

ムにも牽引される形で）売れていた時代が終焉し、海外の市場が「真に求める商品」

を提供しなければならない時代に突入する一方、その輸出継続の努力を行う対象（＝

直接商談が可能な海外の実需者）と向かうべき方向性（＝商品戦略等）が、見えない

取引が主流を占めるようになっていた（なっている）ことも大きな要因の一つであっ

た（現存する課題である）と考える。かかる状況を打開し、日本の農産物、農産加工

品の輸出を真に促進させること目指し、本事業実施主体は結成された。協議会として

の様々な情報交換活動、調査活動等を通じ、それぞれの分野の専門家である輸出事業

者、生産者、国内流通事業者らが、個々に有する輸出拡大に資する貴重な情報を共有

し、各種検討会等を通じてアジアを中心とした新興市場に向けた農産物・農産加工品

の輸出戦略案の策定等を行い、そこから導き出される様々な可能性や課題を更に多く

の生産者や関係事業者と共有・検討していくことで、輸出振興のうねりを日本全土に

拡げていくことが、本事業実施主体の目的となる。 

 

２．運営体制(2013 年度) 

 

 

協議会構成員 



  ２－１：輸出戦略検討会 
責任者  ／（株）ベジテック        

     副責任者 ／ 丸紅（株）          
     運営補助 ／（株）ジャパン・アグリゲート 

   

２－２：国内現地検討会 
責任者  ／（株）万果       

     副責任者 ／ 丸紅（株）          
     運営補助 ／（株）ジャパン・アグリゲート 
 

２－３：海外市場等の調査 
責任者  ／ 丸紅（株）   

     副責任者 ／（株）ジャパン・アグリゲート          
     現地コーディネーター ／ （株）サティスワン  
 

２－４：国内現地説明会 
責任者  ／ 丸紅（株）   

     副責任者 ／（株）万果          
     運営補助 ／（株）ジャパン・アグリゲート 

 

 

３．特定品目について 

    ３－１：青果物（りんご、柑橘類、いちご、なし、もも、その他） 
                 

３－２：加工食品（菓子類、清涼飲料水） 
                            

      本年度事業の主力地域となる東南アジア諸国においては、未だ青果の輸出が品目、 
数量共に先進 2 カ国（香港、台湾）に比して限定的な状況にある。現地市場調査等を 
通じ、より広範囲な潜在需要の発掘を行うことを目指し、青果物については上記の 
とおり果実を中心とした多品目を特定品目として取り組むものである。又、加工食品 
については、当該果実を使ったジュース、ジャム等の加工品を主な商品として念頭に 
置くものである。 

 

 

４．対象国・対象地域について 

 
４－１：シンガポール 

新興市場としての成長性、TPP 参加表明国、検疫制度の簡易さ 
     （多品目輸出短期拡大の可能性） 
 
 ４－２：マレーシア 

新興市場としての成長性、TPP 参加表明国、検疫制度の簡易さ 
    （多品目輸出短期拡大の可能性） 

 
４－３：フィリピン 

新興市場としての成長性、（既存ベンダーが比較的少ない）先駆的 
市場としての意義（検疫制度が厳しい可能性もあるが、同時に大きな 
潜在需要の可能性もあるとの考えに基づく） 

 
４－４：香港、台湾  

新たな市場創出の可能性（ 例）日本産農産物・農産加工品の通信販売 
進出、香港経由の中国向け輸出等についての実態調査・潜在需要調査等） 

 

 

 

 



５．事業実施内容 

 

2 月 17 日（月）         ：第一回輸出戦略検討会 

  2 月 24 日（月）～27 日（木） ：第一回海外市場調査 （マレーシア、シンガポール） 

  3 月 2 日（日）～4 日（火）  ：第二回海外市場調査（マレーシア、シンガポール） 

 3 月 9 日（日）～12 日（水） ：第三回海外市場調査（フィリピン） 

  3 月 9 日（日）～19 日（水）  ：第四回海外市場調査（香港、台湾）  

3 月 19 日（水）       ：東日本現地検討会 

3 月 20 日（木）        ：第二回輸出戦略検討会 

   3 月 22 日（土）        ：西日本現地検討会 

3 月 28 日（金）        ：国内現地説明会 

  3 月 28 日（金）        ：第三回輸出戦略検討会 

 

 

５－１：【各種検討会及び説明会開催概要】 

＜目標＞ 

 【輸出戦略検討会】 

      本事業実施主体の構成員らによる情報共有、並びに海外市場調査結果等

に基づく新たな商品企画・提案の可能性の検討等を行うことを目的とし

た輸出戦略検討会を開催する。構成員単独ではこれまで持ち得なかった

情報やアイディアを共有することにより、構成員個々に新たな輸出振興

のモチベーションを醸成し、輸出の更なる発展・拡大の大きなエネルギ

ーへと昇華させていくことを目指す。 

 【国内現地検討会及び国内現地説明会】 

      輸出戦略検討会にて協議された事項に基づき、構成員各位が地域に戻り、

地域生産者や関係事業者らと現地検討会を開催する。 

輸出戦略検討会にて得た様々な情報やアイディアを当該検討会にて共有

し、具体的な商品企画やサンプル提案等の活動につなげていくことを目指

す。 

又、それら一連の活動の結果として得られた情報やアイディアについて 

は、現地説明会という形で広く生産者、関係事業者等に開示し、輸出振興

への興味喚起と本事業実主体の活動への参画等を促すことを目指す。  

 

 

 

 

 

 

 



＜第一回輸出戦略検討会（2014 年 2 月 17 日）＞ 

 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会（JPEC） 

Japan Made Products Export Council 

第一回検討会式次第 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会 

於：東京 

時間：15:30～17:30 

 

15:30～15:40 開会、JPEC概要・組織改変について 

 

15:40～15:50 参加企業ご紹介 

 

15:50～16:10 来賓挨拶 

 

16:10～16:20 副会長挨拶 

 

16:20～16:30 ＜休憩＞ 

 

16:30～16:40 JPEC の３月までの活動予定、及び市場調査について 

 

16:40～16:50 ターゲット市場の概況説明 

 

16:50～16:55 協力企業挨拶 

 

16:55～17:05 協力企業挨拶 

 

17:05～17:20 意見交換 

 

17:20～17:25 閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜東日本現地検討会（2014 年 3 月 19 日）＞ 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会（JPEC） 

東日本現地検討会次第 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会 

於：山形 

時間：15：30-17：30 

 

15：30～15：40  開会、副会長挨拶 

 

15：40～16：00  参加企業ご紹介 

 

16：00～16：45  JPEC概要説明 

東南アジア輸入果実市場調査報告 

 

16：45～17：30 自由討議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第二回輸出戦略検討会（2014 年 3 月 20 日）＞ 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会（JPEC） 

Japan Made Products Export Council 

第二回検討会式次第 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会 

於：大阪 

時間：14:00～17:30 

 

14:00～14:05 開会の挨拶及び JPEC概要について 

 

14:05～14:10 挨拶 

        

14:10～14:20 参加者様ご紹介 

        

14:20～14:25 各国概要説明及び調査訪問先説明 

         

14:25～15:00 海外市場動向 

        

15:00～15:15 ＜休憩＞  

 

15:15～15:30 ターゲット市場に対する戦略案 

   

15:30～15:35 東日本検討会のご報告 

        

15:35～16:15 意見交換～輸出戦略商品について～ 

 

16:15～16:30 ＜休憩＞ 

 

16:30～17:25 意見交換～2014 年度の活動について～ 

 

17:25～17:30 閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜西日本現地検討会（2014 年 3 月 22 日）＞ 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会（JPEC） 

西日本現地検討会次第 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会 

於：（株）大阪 

時間：13：00 - 15：30 

 

13：00～13：10  開会、副会長挨拶 

                  

13：10～13：20  参加企業ご紹介 

 

13：20～14：00   JPEC概要説明 

東南アジア輸入果実市場調査報告 

 

14:：00～14：15  ＜休憩＞ 

 

14：15～14：25   東日本検討会の概要報告 

                     

14：25～15：25  自由討議 

 

15：25～15：30  閉会挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜国現地説明会及び第三回輸出戦略検討会（2014 年 3 月 28 日）＞ 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会（JPEC） 

Japan Made Products Export Council 

国内現地説明会及び第三回検討会（総会）式次第 

 

ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会 

於：東京 

時間：10:00～12:00 

 

１． 10:00～10:05 開会の挨拶及び JPEC の説明 

          

２． 10:05～10:20 参加者様ご紹介 

          

３． 10:20～10:25 挨拶 

  

４． 10:25～10:40 講演『アジアの経済と食品マーケット』 

            

５． 10:40～10:55 講演『ジャパン・メイド農産物輸出の最近の動向』 

           

６． 10:55～11:10 ＜休憩＞ 

７．  

８． 11:10～11:20 海外市場調査報告① 

            

９． 11:20～11:35 海外市場調査報告② 

            

１０． 11:35～11:45 2014 年度の活動予定 

            

１１． 11:45～11:50 挨拶 

          

１２． 11:50～12:00 第三回検討会（総会） 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ＜成果＞ 

 【輸出戦略検討会】 

 3 回の検討会を開催することができた。北は青森から南は広島までを 

カバーする構成員が集う会ということもあり、多彩な品目における日本 

の農業の現状、各構成員のこれまでの輸出に取組んできた実績や経験等 

を共有することができ、その中に効果的に海外市場調査結果で吸い上げ 

た情報等を落とし込むことで、今後の輸出促進に向けた課題、取組むべき 

方向性の確認、そして構成員各位の新たなモチベーションの構築等を行う 

ことができた。  

【国内現地検討会及び国内現地説明会】 

      国内現地検討会 2 回、国内現地説明会 1 回を開催することができた。 

      東西２か所にわかれて行った国内現地検討会では、海外市場調査で得た情報 

に基づき、地域それぞれの特産品を中心に輸出市場構築に向けた具体的且つ 

活発な意見交換を行うことができ、輸出戦略検討会同様、参加者各位に輸出 

促進に向けた高いモチベーションを形成することができた。また、国内現地 

説明会については、地方自治体、農業団体、金融機関、物流企業、青果流通 

企業、マーケティング企業等、様々な分野の方に多数（総計３８名）参集 

頂くことができ、多くの方々に当該説明会での発表内容を評価頂くと共に本 

協議会の取組に興味を持って頂くことが出来た( 結果、当該説明会への出席者 

そして当該出席者からの紹介により、平成 26 年度の本協議会構成員は更に 

増加する見通しとなっている)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５－２：【市場調査等】 

 

＜目標＞ 

前述の対象国を軸に、海外に眠る潜在ニーズや課題を可能な限り発掘し、当該ニーズ

に合致する（或いは課題を解決し得る）新たな農産物・農産加工品の開発につなげる

ことを目指す。又、東南アジアを中心とした新興国については、現地検疫体制、輸入

通関後の物流体制等、輸出体制の整備に必要となる情報の収集・検討についても合わ 

せ行う方針である。 

 

 

【マレーシア】 

国名国名国名国名 マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア 

面積面積面積面積 329,735 平方キロメートル 

人口人口人口人口（（（（2011）））） 2,855万人 

GDP総額総額総額総額 3,035億ドル 

一人一人一人一人あたりのあたりのあたりのあたりの GDP 10,304ドル 

輸出総額輸出総額輸出総額輸出総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸出額対日輸出額対日輸出額対日輸出額）））） 

2,273億ドル 

（269億ドル） 

輸入総額輸入総額輸入総額輸入総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸対日輸対日輸対日輸入額入額入額入額）））） 

1,967億ドル 

（202億ドル） 

日本日本日本日本のののの主要輸出品目主要輸出品目主要輸出品目主要輸出品目

（（（（2012）））） 

熱電子管・太陽電池・部品等：16.1% 

輸送機器（自動車等）：6.3% 

鉄鋼製チューブ・パイプ：4.9% 

日本日本日本日本のののの主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目

（（（（2012）））） 

液化天然ガス：47.2% 

熱電子管・太陽電池・部品等：7.0% 

石油・原油：3.6% 

日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況

（（（（2013）））） 

1,409社（製造業 729社、非製造業 680社） 

在留邦人在留邦人在留邦人在留邦人 10,401人 

 

１．訪問先Ａ（現地卸売企業） 

サプライヤーから買ったままの箱からりんごを取り出し、現地小売流通企業のＰＢ 

としてリパックしている。 

 



 

 

選果基準を定めた表 

 

中国産ふじのＰＢパッケージ 

 

＊＊＊＊日本産青果日本産青果日本産青果日本産青果にににに対対対対するするするする評価評価評価評価＊＊＊＊ 

・日本産は品質に対する信頼があり、ブランド力も高い。一方で、値段も非常に高いとい

う印象を持っている。 

・日本国内で、熟した状態で収穫している為か、マレーシア到着後の棚持ちが悪い。 

・日本産青果は、糖度と酸度のバランスを重視しているが、マレーシアにおいて酸度は好

まれない。 

・加工食品にも興味はあるが、全て日本語で書かれている所が難点。ラベリングの作業が

発生してしまう為、できる限り日本側で英字パッケージを作成して送って欲しい。 



＊＊＊＊マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアのののの青果事情青果事情青果事情青果事情＊＊＊＊ 

・小売において最も売り場が大きいのはりんご、次いでぶどう、ネーブル。 

・りんご：甘く、水分が少なめでしゃきしゃきした食感を好む。 

 ぶどう：甘く、種無しで、皮ごと食べられる品種が人気。特に黒ぶどうが人気。 

 

＊＊＊＊考察考察考察考察＊＊＊＊ 

食味・表示で現地に受け入れられるように、マレーシア人が好む食味の商品、また輸送

適性のある商品を開発することが肝要であると感じた。日本に比べて物流・小売の冷蔵

設備が整っていない為、輸送適性・棚持ちという観点から商品を作っていくことも重要

になるとの印象を持った。 

 

２．訪問先Ｂ（現地小売企業） 

・マレー人が客の大半を占める。中華系マレーシア人はほとんど見かけなかった。 

・売り場に日本産青果は少なく、価格が合った商品のみを常設しているといった印象。 

・小売企業が直接サプライヤーから商品を仕入れることはなく、また自社冷蔵倉庫も小さ

いとのこと。冷蔵倉庫・冷蔵配送は全て青果卸に任せている。 

・売り場は冷蔵コーナーが少なく、ほとんどが常温展示。りんごの売り場が一番正面にあ

り、最も売り場面積も広い。 

 

＊＊＊＊考察考察考察考察＊＊＊＊ 

・「日本産青果は少し高いが、品質は高く、種類も豊富」といったイメージを抱いてもらえ

るよう、現地プロモーションを含めた展開が必要との印象を持った。 

 

３．訪問先Ｃ（現地高級小売企業） 

・ターゲット層は中の上以上の所得層。 

・客層も、オフィスビルの中に入っていた為か外国人の会社務め、もしくはその家族と思

われる中・高所得層が多かった。 

・店内加工商品が多かった。青果では、少し古くなった原料はカットフルーツ、またジュ

ースなどにして販売されていた。水産では寿司が店内で作られていた。 

・他にも、自分でサラダの盛り合わせを作るコーナーがあり、多くの外国人がサラダ用野

菜や、サラダ用の調理品（マカロニ・ポテトサラダなど）を盛っている様子が散見され

た。 

・日本産青果の売り場は無かったものの、日本産のりんごと梨などが冷蔵ケース内に陳列

されていた。⇒通常の販売スペースに日本産青果は見られなかった。 

・日本産菓子調味料を販売する日本の棚が２列以上あり、寿司などを含めると日本食品を

販売しているスペースはかなりの面積となる。 

 

＊＊＊＊考察考察考察考察＊＊＊＊ 

・高級小売店ならではの、ストーリー性と特色のある商品提供、売り場作りについて需要

がある旨を確認した。 

・日本側が薦めたい青果と、現地小売店が欲する青果のマッチングが常時できるような仕

組みがあればよいとのコメントあり。 



【シンガポール】 

 

国名国名国名国名 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール共和国共和国共和国共和国 

面積面積面積面積 716.1 平方キロメートル 

人口人口人口人口（（（（2013）））） 540万人 

GDP総額総額総額総額 2,764億ドル 

一人一人一人一人あたりのあたりのあたりのあたりの GDP 51,162ドル 

輸出総額輸出総額輸出総額輸出総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸出額対日輸出額対日輸出額対日輸出額）））） 

4,084億ドル 

（181億ドル） 

輸入総額輸入総額輸入総額輸入総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸入額対日輸入額対日輸入額対日輸入額）））） 

3,797億ドル 

（236億ドル） 

日本日本日本日本のののの主要輸出品目主要輸出品目主要輸出品目主要輸出品目

（（（（2012）））） 

電気機器：21.5% 

一般機械：18.4% 

石油及び同製品：14.0% 

日本日本日本日本のののの主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目

（（（（2012）））） 

電気機器：19.8% 

医薬品：14.8% 

一般機械：12.7% 

日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況

（（（（2013）））） 

778社 

在留邦人在留邦人在留邦人在留邦人 26,032人 

 

1. 訪問先Ａ（International Enterprise Singapore (IES/国際企業庁) ） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本からシンガポールへ日本産食品を輸出するだけでなく、シンガポールを拠点に更に

東南アジア各国に輸出する取り組みを是非作って欲しい。それはシンガポール企業が海

外に出て行く良いきっかけにもなる。 

・また、将来的にはシンガポールを拠点に海外から食品を輸入し、それを東南アジア各国

に輸出する仕組みも作って貰えれば、世界各国の企業がシンガポールに来るきっかけに

もなる。 

 

2. 訪問先Ｂ（現地小売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本産にはブランド力もあり信頼力もある。しかしパッケージが全て日本語の為、必ず

翻訳・ラベリングの作業が発生してしまう。 

・他のスーパーと差別化する為にも、日本産青果を大ロットでまとめて取扱いたい。その

為には従来よりも低価格で日本産青果を仕入れたい。 

・マレーシアでも健康嗜好商品が増えつつある中で、その分野で先行している日本の加工

食品の取扱にも興味がある。 

 

3. 訪問先Ｃ（現地小売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 



・日本産にはブランド力があり、値段、品質が見合った良い商品があれば是非日本産青果

の取扱いを拡大したい。 

・これまでも日本産青果に取り組もうと試みたが、中々価格が合わなかった為常設には至

らなかった。 

・顧客は、味さえ良ければ相場より少し高くても買うが、その機会が無ければ買わない。

よって販促活動が非常に重要になってくる。 

・顧客に安心安全を供給する義務もあるので、HACCP認証など国際的な証明書のある産地

だと尚良い。 

・他に安心安全を担保する方法として、出来る限り産地でのパッキング、並びに個包装へ

のバーコード対応等を依頼している。そのことで、万が一商品に問題が起きた際にすぐ

にバーコードからトレースを取れるようにしている。 

 

＊＊＊＊日本産青果日本産青果日本産青果日本産青果にににに対対対対するするするする評価評価評価評価＊＊＊＊ 

・日本産青果はブランド力、信頼力があり、価格さえ合えばすぐにでも取り扱いたい。 

・興味がある商品は柿・りんご・サツマイモ等々。 

・現時点でほとんど日本から輸入していない理由として、日本産をまとめるリーダーがい

ないことが上げられる。どの商品が適切であるか、情報を吸い上げにくいとも。 

・日本産商品のパッケージには、英語表記とバーコードがない為中々輸入できない。 

 

４．訪問先Ｄ（現地小売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本産商品の市場が拡大していないことについて、韓国産イチゴを例に説明あり。韓国

産イチゴは、個別産地は標記せず韓国産であることのみを前面に出し、パッケージも英

語化、商品規格も価格帯との適正度を重視した戦略を取ることで、確固たる地位を築い

たとの説明。日本産農産物の今後のマーケティング戦略についても、このような方向性

で取り組んでもらえる可能性に期待したいと。 

・現地にて日本食は確かにブームだが、そのまま小売で日本食材や日本製加工食品が売れ

るとは考えておらず、そのあたりの認識を持った上で適切な商品を提案してほしい旨、

助言があった。 

 

５．訪問先Ｅ（現地卸売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・既に輸入→販売の独自ルートを構築している中、新たなサプライソースからの提案自体 

についてあまり必要性を感じていない様子であった。 

 

６．訪問先Ｆ（現地物流企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・シンガポールはまだまだ国内冷蔵物流体制が整っていないと考えている（冷蔵配送車の 

数が少ない、冷蔵倉庫の面積が少ない、店舗が大きな冷蔵倉庫を持っていないなど、様々 

な面から見て） 

・日本の技術を利用しながら、新しい冷蔵物流の仕組を一緒に作ることには興味がある。 

 



７．訪問先Ｇ（現地物流企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・シンガポールはまだ冷蔵物流が整っていない。日本の技術を利用しながら、新しい冷蔵 

物流体制を一緒に作っていくことには大変興味がある。 

・今後、単なる物流のみならず、生鮮野菜・果物のカット等、食品加工による商品の付加

価値化にもチャレンジしたいと考えている。 

 

８．訪問先Ｈ（現地卸売企業） 

＊＊＊＊面面面面談詳細談詳細談詳細談詳細＊＊＊＊ 

・日本食品の取扱はほとんどない。理由としては、値段が高いことが第一。第二に韓国な

どは販促費の支援をサプライヤー側からもらえるのに対し、日本はその支援（提案）が

ほとんどないこともある。 

・日本産成果の値段が高い理由として、①包装過剰、②品質過剰があるのではないかとの 

発言あり。 

 

 

【フィリピン】 

 

国名国名国名国名 フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン共和国共和国共和国共和国 

面積面積面積面積 300,000 平方キロメートル 

人口人口人口人口（（（（2011）））） 9,586万人 

GDP総額総額総額総額 2,502億ドル 

一人一人一人一人あたりのあたりのあたりのあたりの GDP 2,614ドル 

輸出総額輸出総額輸出総額輸出総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸出額対日輸出額対日輸出額対日輸出額）））） 

521億ドル 

（98億ドル） 

輸入総額輸入総額輸入総額輸入総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸入額対日輸入額対日輸入額対日輸入額）））） 

621億ドル 

（64億ドル） 

日本日本日本日本のののの主要輸出品目主要輸出品目主要輸出品目主要輸出品目

（（（（2012）））） 

電気機器：32.1%（半導体等電子部品：11.4%） 

一般機械：18.4%（自動車：7.6%） 

原料別製品：14.0% 

輸送用機器：11.8% 

化学製品：9.1% 

日本日本日本日本のののの主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目

（（（（2012）））） 

電気機器：34.4%（半導体等電子部品：9.4%） 

食料品：14.9%（果実：11.2%） 

一般機械：9.6% 

原材品（9.6%）（木製品等（除家具）：7.2%） 

輸送用機器：4.5% 

日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況

（（（（2011）））） 

1,171社 

在留邦人在留邦人在留邦人在留邦人 17,702人 

 



 

1. 訪問先Ａ（現地小売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・自社で直接サプライヤーと取引することはない。Distributer に棚を貸し、毎日の配送、

個包装も全て依頼している。必要とあらば Distributer を紹介する旨、発言あり。 

・よく売れる商品は、りんご・ぶどう・ネーブル・バナナ。このうち日本から輸出できる

のはりんごのみ。売り場では中国産 alpha fuji という品種をよく見かけた。 

・日本産品には強いブランド力があるが、それと同時に非常に高いというイメージ。“お手

ごろ価格”で提案してもらえるのならばぜひとも取り組みたいとの意向を示した。 

 

2. 訪問先Ｂ（現地小売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・訪問先Ａと同じくサプライヤーからは直接買っておらず、Distributer に保管・配送・ 

宣伝を任せている。  

・日本産青果及び加工品には興味を示しはしたが、直接仕入れている訳ではない為か、 

実務的な話しにあまり踏み込むことができなかった。 

・日本産青果は高いというイメージがあるが、それが“手ごろな価格”で手に入るのなら 

ば市場拡大のチャンスはあるのではないかと。 

 

3. 訪問先 C（現地小売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・顧客は、"価値"さえ見せれば価格が若干高くても買うとのこと。よって、同小売企業にし

かない価値を提供できる商品が欲しい。 

・日本産にはブランド力があり、付加価値をつけることができる商品であると考えている。

ローカル商品と差別化を図るためにも、取扱をする際には別のパッケージなどを企画す

る必要がある。英語表記のある独自パッケージを作ってくれればありがたい。 

 

4. 訪問先 D（現地卸売企業） 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本産青果には非常に興味があるが、フィリピンでは価格が最も重視される為、価格を

合わせて欲しいとのこと。 

・現在はりんご・梨のみが可能だが、将来的に輸出可能になった際には、フィリピンで可

能性のあるネーブル・ぶどう・いちご・さつま芋等にも興味あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【香港】 

国名国名国名国名 香港香港香港香港 

面積面積面積面積 1,104.4 平方キロメートル 

人口人口人口人口（（（（2011）））） 711万人 

GDP総額総額総額総額 2,633億ドル 

一人一人一人一人あたりのあたりのあたりのあたりの GDP 36,667ドル 

輸出総額輸出総額輸出総額輸出総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸出額対日輸出額対日輸出額対日輸出額）））） 

4,428億ドル 

（186億ドル） 

輸入総額輸入総額輸入総額輸入総額 

（（（（うちうちうちうち対日輸入額対日輸入額対日輸入額対日輸入額）））） 

5,044億ドル 

（402億ドル） 

日本日本日本日本のののの主要輸出品主要輸出品主要輸出品主要輸出品目目目目

（（（（2012）））） 

電気機器：31.8*% 

一般機械：9.1% 

化学製品：8.7% 

日本日本日本日本のののの主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目主要輸入品目

（（（（2012）））） 

食料品：13.1% 

原料別製品：8.6% 

電気機器：7.5% 

日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況日系企業進出状況

（（（（2013）））） 

630社 

在留邦人在留邦人在留邦人在留邦人 22,184人 

 

１．訪問先 A【現地卸売企業】 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・加工品や菓子はブランドで売り上げが左右されるため、ブランドを意識して、sole agent

になるようにしている。青果物にはブランドがないところが難しい。 

・円安の影響もあり、日本産についても以前よりは安くなった印象。 

・高所得者向けはマーケットが限られるゆえ、ボリュームゾーンとなる中間層をターゲッ

トに出来る商品があれば裾野は広がる。 

・青果物については棚持ちしないので到着後遅くとも 2週間で売り切るイメージ。 

・インターネット販売は伸びる可能性は勿論あるが、香港は物流も発展していないため拡

大にはもう少し時間がかかるのではないか。 

 

２．訪問先 B【現地卸売企業】 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・青果物についても一部取扱いあるが、葉ものをエアーで輸入している程度。 

・コメの取扱いは数十トン/月程度あり。日本産には拘らない、安いジャポニカ米で ok。中

国産でも可。 

 

3．訪問先 C【現地卸売企業】 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本の生産者（荷受、JA も含む）と提携し、日本産青果物を常時エアーで飛ばしている。

例えばフルーツトマトについては、産地リレーを行い供給期間の長期化を図っている。 



・船便も週に１度は入れている（かぼちゃ、大根、サツマイモ等）。 

・コストを save するために、通関業務者を起用せず自社で通関業務を行っている。 

・スーパー向けは返品も多く業務用に業容をシフトしている。 

・既に日系スーパー向けにはグレードダウンによって（サイズを下げたり B 品持ってきた

り）値段対応をしている。 

・これまでは、御用聞型営業（欲しいと言われたものを如何に早く持ってくるか）だった

が、これ以上の飛躍的売上げは望めないため、提案型営業にシフトしつつある。 

 

訪問先 D：【現地輸入商社】 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本産農産物の取扱も勿論あるが、桃、イチゴ、りんご、メロンくらいとのこと 

・やはり価格が高いというイメージがあり、比較的安価に調達出来れば魅力的。 

 

訪問先 E：【現地輸入商社】 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本産青果物の輸入経験は未だないが、中国産と比べれば、安心安全という意味で日本

産は魅力的である。 

 

訪問先 F：【現地小売企業】 

＊＊＊＊面談詳細面談詳細面談詳細面談詳細＊＊＊＊ 

・日本産品の売上 TOP10 

 ①ベビー関連②ビスケット③チョコ・キャンディ④スナック類⑤LLミルク 

⑥薬⑦ホームケア用品⑧お酒⑨飲料⑩即席麺 

・日本食材は、ほとんどが地場の業者経由となっており、中間コストが非常に高い 

・センターに入るまでに、少なくとも 1 箇所は経由しており、香港のロジと保管コストを

考えると過大なコストアップ要因である（土地代が高い香港においては特に保管コスト

がかかる） 

・日本産米についても同様、現在は香港業者経由中心で購入しており、高く仕入れたもの

を高く売っている状況で、日本産米は全体の 1％程度の売上げに留まっている 

・香港マーケットの特徴は、とにかく目新しいものが求められることと、輸入品に全く抵

抗がないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 台湾 】 

国名国名国名国名 台湾台湾台湾台湾

面積 36,192平方キロメートル

人口 （2011末） 2,322万人

GDP総額 4,741億ドル

一人当たりのGDP 20,328ドル

輸出総額 3,011億ドル

　（うち対日輸出額） （190億ドル）

輸入総額 2,705億ドル

　（うち対日輸入額） （476億ドル）

日本の主要輸出品目

（2012）

電子・電気機械、化学品、基本金属および

その製品

日本の主要輸入品目

（2012）

電子・電気機械、基本金属およびその製品、

プラスチック・ゴムおよびその製品

在留邦人 22,396人  

※台湾は、本協議会構成員現地スタッフからの情報収集による市場調査となる為、現地面談報告は無い 

 

某小売企業店舗（台北）の売り場調査 

＜ 主な陳列商品 ＞ 

輸出国 分類 商品名 荷姿 価格（NT） 価格（円）

日本 リンゴ JAPAN AOMORI FUJI APPLE 2.8KG 549 1,839

フランス キウイ FRANCE  KIWI  1.8 KG 249 834

アメリカ ネーブルオレンジ USA  NAVEL 2.2KG 219 734

アメリカ リンゴ USA  APPLE 2.4KG 319 1,069

アメリカ ネーブルオレンジ USA  NAVEL  5.8KG 499 1,672

ニュージーランド 梨 NZ  PEAR  2.25KG 299 1,002

チリ ブドウ CHILE  GRAPE seedless RED 1.8KG 349 1,169

チリ ブドウ CHILE  GRAPE seedless GREEN 1.8KG 299 1,002

チリ ブドウ CHILE  GRAPE seedless BLACK 1.8KG 359 1,203

チリ ブドウ CHILE  RED GLOBE SEEDED 2.2KG 329 1,102

韓国 梨 KOREAN PEAR 5.0KG 850 2,848  

 

＜ 売り場写真 ＞ 

海外産（日本産含む）の果物が多数陳列されている。 

売り場も賑わっており、消費者から受け入れられていることが分かる。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【 新たな販売チャネル （ネット通販） 】 

台湾でもネット通販が浸透してきており、新しい販売チャネルとしての地位を確立。 

国内物流体制（温度管理可）が整いつつあり、ネット通販を通して青果物を販売すること

が可能になっている。 

 

○ ネット通販会社例 【東森购物台】 



 

○ EZIMPORT 

 

 

 

 ＜成果＞ 

予定通り、シンガポール、マレーシア、フィリピン、香港、台湾の市場調査を行うこ

とができた。なお、今般の調査にあっては、日系企業のみならず、現地資本企業を通

じた市場調査を精力的に行うことを旨とし動いたことで、当該国における日本産農産

物に対するニーズと課題について、新たな気づきが多々あり、今後の輸出市場拡大に

向けた具体的なアクションの在り方のヒントを得ることができた。 

 

  

①香港、台湾等輸出先進国にあっては、想定通り既存市場の飽和感、成熟度が見られ 

る一方、既存市場における競争の熾烈化等もあり、代表的な輸出品目の一つである 

りんごでさえ、例えば価格優位性や独自性等新たな付加価値があれば、まだまだ 

新たな市場を形成できる可能性があることを理解することができた。 

②シンガポール、マレーシアについては、日本ブランドに対して総じて好印象を持ち 

且つ検疫等輸入におけるハードルが低い市場ということもあり、既存で流通して 

いる農産物、農産加工品以外の日本の様々な青果物、農産加工品に対しても極めて

高い興味と関心を有していることがわかった。 

③フィリピンについても、シンガポール、マレーシア同様に日本ブランドに対する 

 評価は高く、農産加工品というよりも（検疫の問題さえクリアするなら）むしろ 



青果物（特に果物）に対する潜在ニーズが極めて高いことを理解した。 

但し、農産加工品については、一定の興味は示すものの、商品ジャンル、商品規格、 

製造メーカー等が多岐に亘ることもあり、現地に明確なディマンドが無い限り、 

現地で商談を行い潜在需要を個別に見つけていくことの難しさを感じた（加工品 

ジャンルについては、バイヤーの日本国内開催展示会への招聘等、新たな施策を 

模索必要性があると感じる）。 

④又、東南アジア方面における物流の現状と課題についても、現地物流企業等への 

 ヒアリングを通じて理解することができた。気候、インフラ等の問題により、 

 総じてコールドチェーン・オペレーションを運営する難しさはあるものの、現地 

である程度の規模をもって青果流通等を行っている事業者にあっては、皆一様に 

当該課題に対し高い関心と問題意識を有しており、日本側でのコールドチェーン・ 

オペレーション技術やスキームの可能な部分を現地に導入することで、物流体制の 

改善に寄与できるチャンスもあることを理解することができた。 

 


