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第 1 部 本事業の概要 

 

1-1  本事業の目的 

当協議会及び協議会会員によるこれまでの取組みの結果、経済発展のスピードや人口規模など様々な面か

らみて今後日本産花きの輸出において非常に重要なマーケットであると確認できたアジア地域。 

その中でも花き流通において東アジアの中核である「香港」と、東南アジアの中核である「シンガポール」

をターゲットに選定し、年間を通して大きく３つの形態のプロモーションを現地で一体的に実施しすること

によってアジア地域における花きの「ジャパン・ブランド」の確立を目的として実施した。 

 

1-2 本事業の背景 

 (１) これまでの輸出の取組み（実績） 

協議会としての取組み実績は、平成24年度は財団法人食品流通構造改善促進機構公募の「品目別団体を通

じた我が国の食品の輸出拡大事業」に応募し採択され、日本産花き輸出の取りまとめ団体として香港・シンガ

ポールにおいて日本産花きの魅力を伝えるセミナーを合計４回実施した。 

  また、同じく平成２４年度には農林水産省の「輸出拡大サポート事業」に応募し採択され、「ジャパンブラ

ンドの確立・ＰＲ」として香港・シンガポールにおいて海外プロモーターを活用したマーケティングと、それ

ぞれ１回の店頭を使用したプロモーションを実施した。 

協議会会員の取り組みとしては、幹事会員のうち豊明花き株式会社、日本植物運輸株式会社は「愛知豊明

花き流通協同組合」の組合員として、平成２１年度～２４年度と農林水産省が行う輸出関連の対策補助事業

に応募・採択され、香港・シンガポール・アメリカ合衆国・アラブ首長国連邦・ロシア連邦向けに輸出を行

っていくためのマーケット調査や試験輸送、各種プロモーションやバイヤー招へいなどを実施している。 

また、同じく愛知豊明花き流通協同組合は平成２３年度に経済産業省のJAPANブランド育成支援事業に応

募・採択され、香港・シンガポール向けにブランド構築のための様々なプロモーション活動を実施した。 

さらに、協議会会員の豊明花き株式会社は平成２２年度に農林水産省のマッチング対策事業に応募・採択

され、香港地域でのマッチング型商談会を開催している。 

ここ数年はアジア地域の花き流通の核である香港・シンガポール向けを強化しており、協議会会員の香港

・シンガポール向け輸出実績は約1,860万円（平成２４年度）で、前年対比165%の実績を残している。この

他、協議会会員の輸出実績として中国本土向けに洋ラン鉢物で約930万円、植木類で約9,130万円（いずれも

平成２４年実績）がある。 

  当協議会は、これら協議会幹事会員の輸出実践者がこれまで行ってきた活動をベースとし、さらに花き生

産者との密な連携・情報交換が欠かせないという考えのもと組織された。 

 

 (２) 輸出の現状 

  花き輸出としては、庭園木や観賞樹を中心とする植木は既に成熟した事業になっており、年間数十億円のレ

ベルで欧州や中国に向けて輸出されている。これら植木は主に「業務需要向け」の輸出である。これと比較し、

切花と鉢物は「個人消費向け」であるが、輸出成功事例はそれほど多くない。 

切花については、ここ数年ほどの間に北米向け輸出が数千万円レベルに急成長し、欧州向けでも成功事例が
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出始めており、可能性が広がりつつある。しかし、距離的に優位性があり人口数十億人という巨大なマーケッ

トであるアジア向けについては成功事例が皆無である。 

鉢物に至ってはさらに出遅れている。鉢物の輸出事例としては、旧正月（春節）需要に合わせた中国本土向

け輸出が挙げられる。メインアイテムはシンビジウムを中心とする洋ランである。当協議会の会員の中にも１

０年以上前から毎年輸出実績はあるが、近年は韓国産や中国本土産の品質レベルが向上してきており、年々輸

出量は減少している。その中国本土向けも旧正月需要以外では輸出事例が皆無であり、さらに他の国に対して

は輸出事例すら殆どない。 

  日本国内の花きマーケットは、まだ発展の余地はあるものの、人口は縮小方向に向かいつつあり、個人消

費量の爆発的な伸びは期待できない。これまで築き上げてきた優れた生産技術や生産アイテムの多様性は、

世界から見ても非常に優れているものの、量が売れなくなれば、生産規模の縮小や廃業が進み（既に事例が出

始めている）、日本の花き産業も衰退の一途を辿ってしまうおそれがある。 

これに対し、日本以外のアジア地域は人口が増加傾向にあり、東アジア貿易の中心である香港や東南アジ

アの中心国であるシンガポールについては、富裕層はもちろんであるが中流階級の経済力が高まってきてい

る。生活必需品以外の嗜好品（花きもここに含まれる）の消費も活発になりつつある。これらのマーケットは

当然将来有望であり、世界中の花き生産国が注目し、輸出を本格化させている。 

  当協議会でも会員が約３年前より香港・シンガポール向けの輸出をスタートさせ、まだまだ規模は大きくな

いものの、輸出実績は高い伸び率で推移している。 

 

 (３) 輸出拡大の課題 

    香港、シンガポールともに日本産花きの輸出はまだ始まったばかりであり、現地での知名度は決して高いもの

とはいえないのが現状であるが、昨年度当協議会が実施した「ジャパンブランドの確立・ＰＲ」１年目での現地

の花き業界従事者とのヒアリング調査によると、日本産花きは香港・シンガポールともに現地で入手可能なあら

ゆる花材のなかでも品質は群を抜いて高いという評価をうけている。一方で価格も群を抜いて高いという指摘も

あり、日本産の花き類はアジアのマーケットの中でも品質面・価格面ともに現地で入手可能な商材のなかでもピ

ラミッドの頂点にあるという認識が高い。 
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  これまで頂点とされてきたオランダおよび周辺のEU産の花と比べ、日本産花きは品質や日持ち性、さらに

は品種構成の多彩さで優るという印象をもっていた。ただし、価格は日本産よりも比較的安い事から、高級

花材としてもオランダ・EU産の花は鉢物、切花ともに非常に使いやすいポジションにあることは不動であり、

香港・シンガポールともに、輸入量は日本産花きと比べると桁外れに多い。 

  また、中国産の花は、品質は今ひとつだが単価が驚異的に安い事から大量に流通しているが、現地花き業

界従事者にとってはマージンが少なく、大量にさばく事が利益獲得には不可欠になることから、フローリス

トや卸の利益確保という点では利幅のとれるオランダ産の魅力はとても高いようである。 

 

今後、生産原価や航空運賃の関係で現地での流通価格が他国産に比べどうしても高価になってしまう日本

産花きの香港およびシンガポールへの輸出を拡大するためには、現地でまだ知名度の低い日本産花きの「ブ

ランド化確立（＝良い花のブランドとして認知される）」が欠かせない。（欧米の高級ファッションブラン

ドのように、高価でも買いたいと思わせるため高品質イメージを浸透させ、またステータスの象徴となるこ

と） 

 

ブランドが確立できないと、価格面では勝てないオランダ産との選択の中で選んで頂くことができず、輸

出量の拡大が達成できない。日本産花きの輸出拡大のためにはブランド確立が避けては通れない。 

 

日本産花きのブランド化確立すると、固定客（ファン）を確保することができ、長期的な視野での輸出拡

大も図り易くなる。また、日本産花きへの信頼性も高まり、他国産に比べた優位性がより一層高まる。 

 

  ブランド確立のためには、他国産の花きと比べ「差別化」されたポイントが重要となる。日本産花きの差
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別化ポイントは、「多様な品種構成」「高品質」「日持ち性の良さ」である。これらの差別化ポイントを明確に

示し、現地の花き業界従事者や富裕層を中心とした消費者に差別化ポイントとして理解して頂くことが、日本

産花きのブランド化のために課された課題であり、その為の取組みが欠かせない。 

 

 

 

 

 

第 2 部 ジャパン・ブランド調整活動 

 

2-1  実施の目的 

ジャパン・ブランド確立の手法調整と、国内での理解・認知度を向上させてより多くの花き生産者が一つの

ジャパン・ブランドの確立に向けて活動することを目的に、協議会会員の生産者・オブザーバを参集し、また

有識者を招へいして年２回（９月・３月）に JPEC 輸出戦略検討会を実施した。 

 

2-2  実施内容 

・JPEC 輸出戦略検討会 2013 秋 

 開催日時：2013 年 9 月 27 日（金）17 時～18 時半 

 開催場所：愛知豊明花き地方卸売市場 大会議室 

 ※家主の愛知豊明花き流通協同組合の協力により無償で借りて開催した。 

・JPEC 輸出戦略検討会 2014 春 

 開催日時：2014 年 2 月 28 日（金） 

 開催場所：愛知豊明花き地方卸売市場 大会議室 

 ※家主の愛知豊明花き流通協同組合の協力により無償で借りて開催した。 

 

開催日時はいずれも、同市場で開催される商談会 JFI トレードフェアの前日に設定した。理由として、この商

談会には北海道から沖縄まで日本全国から花き生産者が集まり、前日に準備を行う関係から、少しでも多くの花

き生産者の方々に参加してもらいやすいように設定された。 

 

2-3  実施結果 

１．JPEC輸出戦略検討会 2013秋 

 花き生産者、行政機関・官庁関係者など 80名の参加の中で開催した。輸出に既に積極的に取組んでいる花き

生産者にパネラーをお願いし、ディスカッション形式で今年度の事業内容に関することを中心に議論を深めた。

また、同時期に会場家主でもある愛知豊明花き流通協同組合が香港・シンガポールよりバイヤーを招へいしてい

たため、この検討会にも参加をしていただいた。 
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２．JPEC輸出戦略検討会 2014春 

 直前の豪雪被害の影響でやむを得ず参加出来なくなった花き生産者が多い中、JETRO 農林水産・食品部や東海農

政局、名古屋植物防疫所、行政機関関係者、さらに航空会社・空港会社からの参加もあり、花き輸出に関わる関

係者が非常に幅広い方面から集った検討会となり、58名の参加の中で開催した。フリーディスカッション形式で

今年度の事業内容に関することを中心に、来年度以降の輸出戦略をどうして行くかも含めて、様々な議論を行っ

た。また、秋と同様に香港・シンガポールのバイヤーにも参加をしていただき、今回は日本産花きの現地での状

況や今後のプロモーション活動についても発言を頂いた。 

  

 

 

 

 

第 3 部 香港・シンガポールにおけるマーケティング活動 

 

3-1  実施目的 

日本産花きの大きな魅力である差別化ポイントでもある季節毎に移り変わる多様な品種構成を現地の消費者

に認知して頂き、また季節毎の商材に関する需要の有無などのマーケティングのために、現地の小売店店頭スペ

ースを賃借して３回、その時期に旬な花材を集めてストアプロモーションを実施した。 

 

3-2  実施内容 
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・JPEC ストアプロモーション 2013 夏 

 香港：8 月 23 日～25 日   

Hay Fever Floral & Gifts Ltd. 店頭スペースにて G/f, 62-64 Flower Market Road, Mongkok, Kowloon, HK 

 シンガポール：8 月 26 日・27 日 Candy Floriculture Pte Ltd. 店頭スペースにて 567 Thomson Road, SIN 

  

・JPEC ストアプロモーション 2014 冬 

 香港：1 月 8 日～11 日  Hay Fever Floral & Gifts Ltd. 店頭スペースにて 

 シンガポール：1 月 12 日・13 日  Candy Floriculture Pte Ltd. 店頭スペースにて 

 

・JPEC ストアプロモーション 2014 春 

 香港：2 月 14 日～16 日 Hay Fever Floral & Gifts Ltd. 店頭スペースにて 

 シンガポール：2 月 17 日・18 日 Candy Floriculture Pte Ltd. 店頭スペースにて 

 

 ストアプロモーションで展示する花材は、協議会会員の生産者からサンプル提供を募り、同じく協議会会員で

輸出者でもある卸売市場が輸送費を自己負担して現地に送り届けた。 

 

3-3  実施結果 

１．JPEC ストアプロモーション 2013 夏 

  

写真左：店頭に掲示したポスターデザイン 写真右：香港での展示風景 
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写真左：香港での展示風景 写真中・右：シンガポールでの展示風景 

 

 輸出有望花きの中で、夏場に旬を迎えるリンドウの切花・鉢物を核に、約 30 アイテムの花きをそれぞれ展示

した。夏場は通常花きの需要が減退する時期であるが、そういった環境の中でも楽しめる丈夫なアイテムや、秋

を先取りする季節商材に対して注目が集まっていた。 

 

２．JPEC ストアプロモーション 2014 冬 

  

  

   

 旧正月とバレンタインデーという大きな需要期を直前に控えた冬のストアプロモーションでは、まずバレンタ

インデー向けの有望アイテムであるスイートピー切花の展示を行った。一般消費者のみならず、プロのフローリ

ストなども事前に声をかけて招待し、どういった色に需要があるのかの確認も行った。 

 スイートピーの展示の後は内容を切り替えて、旧正月商戦向けに日本産花きが陳列されている店頭で、どうい
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ったアイテムに需要があるのかのマーケットリサーチ、メイン商材である日本産洋ラン鉢物のメンテナンス方法

などの店頭説明を行った。さらに、自己負担で作成したメンテナンス方法を記したカードをすべての日本産洋ラ

ン鉢物につけるという取組みも行った。高級商材である旧正月向けの日本産洋ラン鉢物をより長く楽しんでいた

だくための活動を実施した。 

 

３．JPEC ストアプロモーション 2014 春 

  

   

                   香港での展示風景 

  

 すべてのストアプロモーションにおいて、展示されている花材だけでは伝わらない日本産花きの魅力をより多

くの方に知っていただくために、当協議会が作成したカタログを店頭において配布した。 
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シンガポールでの展示風景 

 春に向けて鉢物では花木類や洋ランなど、切花では世界一と評価の高いラナンキュラスやスイートピーなど、

豊富な季節商材が揃う 2 月に実施したストアプロモーションでは、事前に香港・シンガポールのそれぞれ協力を

していただいた業者の方々の意見を踏まえ、30 を越える共通花材だけでなく、香港では巨大輪のラナンキュラ

ス切花を、シンガポールでは 20 種類以上の椿の鉢物と、実施場所の需要に合わせたアイテム選択も行った。 

 

 

第 4 部 香港・シンガポールにおけるジャパン・ブランド PR 

 

4-1 実施の目的 

一般的なマスメディア等を活用した広報宣伝活動では十分に伝わり切らない日本産花きの総合力（＝ジャパ

ン・ブランド）をアピールして現地での日本産花きの市場浸透率を上げるために、現地で花きの需要が最も高ま

る時期の直前（１１月下旬～１２月上旬）にできるだけ多くの日本産花きを一か所に展示するフラワーショーを

それぞれ１回実施した。 

 

4-2  実施内容 

・JPEC フラワーショー2013 

 香港：11 月 28 日～12 月 1 日  Hay Fever Floral & Gifts Ltd. 及び Hay Fever Studio 全フロア 

 シンガポール：12 月 3 日・4 日 Candy Floriculture Pte Ltd. 2 階イベントスペース 
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4-3  実施結果 

１．JPEC フラワーショー2013 in 香港 
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 香港でのフラワーショーは土日を含む 4 日間の日程で開催した。過去に協議会会員が行ってきた同様のフラワ

ーショーの結果を踏まえ、より多くの方に日本産花きの良さを知っていただく為に、花に関心のある層が集まる

香港の花屋街にある、普段から日本産花きも取り扱う高級志向の花き小売店の２フロアをすべて貸切にし、業者

の方の全面的な協力を得て通常の販売品をすべて撤去したうえで、フラワーショーのために持ち込んだ日本産花

きを展示していただいた。 

 展示アイテムは鉢物約１３０アイテム、切花約６５アイテムという規模で、過去に海外で行われた日本産花き

の展示の中では鉢物・切花が両方揃っているうえにこのアイテム数という点で類がない規模で開催した。これら

の花材は、その多くが協議会会員からの提供で、輸出者でもある会員の卸売市場が輸送費を自己負担して現地に
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送り届けた。 

  

 香港のフラワーショーでは、初めての試みとして「ガイドツアー」を行った。これは、日本産花きの良さをよ

り深く理解していただく為に、協議会会員を代表して現地に渡航した卸売市場の従業員が、事前に出品された花

きの生産者から情報を収集したうえで、その花きの特性や日本産ならではの良さ・素晴らしさ、さらに長く楽し

むための管理の仕方などを、１日７～８回、数名～２０名程度のグループを作って説明しながら会場を回るとい

う取組みである。 

 実際の花き生産者は、家族経営が主体であり生産現場を離れ難く、特にプロモーション効果の高い現地の需要

期である冬は多忙である方が多い。そのため、協議会会員の中でも、常日頃から国内取引で情報交換をしている

卸売市場の従業員が、花き生産者に成り代わってその思い、良さを伝える役割を担った。 

 香港のフラワーショーは、初日のプレビュー公開日（約１００名来場）を除く３日間で、2600名を超える来場

者があった。昨年度協議会会員が別途行った香港でのフラワーショーの来場者が同じ日数で 1500 名であったた

め、1000名以上も来場者が増えた。香港における日本産花きの認知度を上げ、裾野を広げ、ジャパン・ブランド

確立を成し遂げるための PRとしては非常に効果が高い結果となった。 

 

２．JPECフラワーショー 2013 in シンガポール 
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 シンガポールのフラワーショーは、シンガポールの花卸が集まる地区に立地し、定期的に日本産花きも取り扱

っている卸業者の 2 階にある多目的利用のスペースを借りて開催した。シンガポールのフローリストやホテルな

ど装飾関係者、植物園など業務需要の関係者などが日頃から仕入れに訪れる場所で、集客が見込みやすく効果も

上げやすいため選定した。2 日間の開催が公式日程であるが、その後スペースを借りた業者の協力を得て 1 週間

展示を維持し、費用対効果を上げられるように努めた。期間中約 230 名の来場があり、内訳は 9 割以上がプロで、

日本産花きの需要が見込める高級ホテルの装飾担当や、国立植物園の植栽責任者、フローリストなどが主であっ

た。さらに、ベトナムやインドネシアなど周辺の東南アジア諸国からの来場もあり、東南アジア地域における波

及効果も含めて、非常に PR 効果の高いフラワーショーであった。 

 

 

３．インターネットを活用した広報宣伝 

 JPECフラワーショーはもちろん、JPECストアプロモーションや後述の JPECセミナーの実施効果を高めるため、

イベントへの集客や認知度向上を目的とした事前のイベント告知や PRを、インターネットを活用して実施した。

実施に当たっては専門的な知識や情報発信の媒体の日頃からの活用度が非常に重要な要素となるため、海外向け

の日本産花き広報宣伝活動に関してノウハウを持つブルームジャパンネットワーク株式会社にその業務を依頼

した。業務内容に関しては別添業務報告書の通り。 
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 さらに、本事業で実施したすべての海外プロモーションイベント、及び国内での活動の様子は、SNS サービス

「facebook」の当協議会ページにリアルタイムで投稿した。投稿は海外向けの情報も含む場合には英語・日本語

の併記で行った。この投稿は当協議会の公式ホームページでも共有された。（上の画像は当協議会ホームページ

のトップページ www.jpec2012.jp ）リアルタイムで情報を公開することで、日本産花きのジャパン・ブランド

構築のために欠かせない、これらの取組みに関する国内外での認知度向上に大きく役立った。 

http://www.jpec2012.jp/
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