
全国果実輸出振興対策協議会
平成２５年度「輸出に取り組む事業者向け対策事業」

報告書



ジャパン・ブランドの確立・ＰＲ

１．目的
： 全国果実輸出振興対策協議会は、かんきつ、なし、りんご、いちご等わが国
果実の輸出振興を図るため、海外市場の動向把握、輸出用果実の生産体制の整
備及び消費宣伝の実施等に関する事項を協議し、海外市場への計画的継続的な
輸出の推進を行うことを目的に平成３年に設立された。
平成２５年度「輸出に取り組む事業者向け対策事業」を活用し、産地の枠を

超えた全国統一したＰＲ活動を行うことで、日本産果実の高品質性・安全・安
心をアピールする、「ジャパン・ブランド」の認知向上および輸出拡大をはか
った。

２．運営体制
： 事務局（全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、日本園芸農業
協同組合連合会）が全体統括･企画運営。
各部会の事務局（落葉等部会：ＪＡ全農、かんきつ･なし部会及び環境整備部

会：日園連）が会員（ ２５道県会員、４全国会員）の取組を統括・調整。

３．活動内容
: ア．ウェブによるマーケティング調査

イ．イベント開催によるマーケティング調査



ウェブによるマーケティング調査
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調査概要

１．調査の目的

日本産果実に対する台湾消費者の印象や果実に対する嗜好を探り、需要を把握する
とともに、今後の日本産果実の輸出拡大の参考とすることを目的とする。

２．調査期間 :2013年9月1日～2014年2月28日

３．調査方法 :日本産果実のキャンペーンサイト
「日本產水果活動網站」内におけるWebアンケート調査

URL http://www.japanese-fruits.tw/pc/home.html

４．調査対象 :上記３のWebアンケート調査回答者

有効回答数 3,368人
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単位: %

性別性別 年齢年齢

回答者の属性-１

アンケート回答者の属性分布は以下の通り。
回答者の性別をみると、男性33％、女性67％と女性が6割以上を占めている。
回答者の年齢構成は、31-35歳が20.5％と最も多く、次いで36-40歳が15％、26歳-30歳が
13.5％であった。

N=3,368 (有効回答数)
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単位: %

居住地域居住地域 県・市県・市

N=3,368 (有効回答数)

回答者の居住地域をみると、北部が54％と最も多い。そのうち、台北市・新北市の2市を
合わせると37.6％となり、回答者全体の約4割を占める。

回答者の属性-２
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-3-

回答者数の推移及び考察

単位: 人

9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

調査期間 ：2013年9月1日～2014年2月28日
全回答数 ：4,359人
有効回答数：3,368人
回収率 ：77.2%

9月はキャンペーンサイトがオープンし話題性もあり多数の応募があった。
その後もバナー広告、リスティング広告への出稿を平均的に行い安定した応募があった。
終盤に入り、ブロガーにより当キャンペーンサイトの口コミが複数書き込まれたこともあり、
応募の伸びにつながったと思われる。
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アンケート内容

Q1.日本の果物を食べたことがありますか？

Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？（複数回答）
みかん・なし・かき・ぶどう・もも・りんご・青りんご

Q3.日本産果実の印象は？（複数回答）
おいしい・おいしくない・高い・安い・安心安全・高品質

Q4.日本産果実に対するご意見、ご感想をお聞かせください（自由意見）

調査結果
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単位: %

全体全体 地域別地域別

Q1.日本の果物を食べたことがありますか？Q1.日本の果物を食べたことがありますか？

日本産果実を「食べたことがある」人の割合は全体で80％を占める。
地域別でみると、南部で日本産果実を食べたことがある人の割合は77.9%で、他の地区より
やや低い。
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調査結果



単位: %

性別性別 年齢年齢

日本産果実を「食べたことがある」人の性別による顕著な差はない。
年齢別にみると、日本産果実を食べたことがある人の割合が最も高いのは51-60歳で93.1％。
最も低いのは21-25歳で64.4％である。

Q1.日本の果物を食べたことがありますか？Q1.日本の果物を食べたことがありますか？
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調査結果



Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？（複数回答）Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？（複数回答）

単位: %

全体としては、「りんご」を食べた人の割合が84.2%と最も多く、次いで「なし」が46.3%。
その他の日本産果実を食べたことがある人の割合はいずれも3割前後であるが、「ぶどう」
を食べたことがある人が28.4%と最も少ない。
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調査結果



単位: %

Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？

地域別でみると、なしと青りんごを除き、「食べたことがある」人の割合はいずれも北
部が高い。なしを食べたことがある人の割合は、東部＆他が57.7％と最も高く中部が
41.2％で最も低い。青りんごを食べたことがある人の割合は中部が34.5％と最も高い。
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調査結果



全体全体 20歳以下20歳以下 21-25歳21-25歳 26-30歳26-30歳 31-35歳31-35歳 36-40歳36-40歳 41-45歳41-45歳 46-50歳46-50歳 51-55歳51-55歳 56-60歳56-60歳 60歳以上60歳以上

単位: %

Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？Q2.次のうち、食べたことがある日本産果実はどれですか？

年齢別にみると、各種日本産果実を「食べたことがある」人の割合は、みかん・なし・か
きでは56－60歳が最も高い。ぶどう・もも・青りんごを食べたことがある人の割合は60歳
以上が最も高い。りんごについては46－50歳が高く、90.2%にも及ぶ。
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調査結果



Q3.日本産果実の印象は？（複数選択可）Q3.日本産果実の印象は？（複数選択可）

単位: %

日本産果実に対する印象は「おいしい」(80.5%)の割合が最も高く、次いで「高い」
(71.2%)、「高品質」(62.2%)であった。性別でみると、女性は男性よりも「おいしい」
「高い」「安心安全」「高品質」と回答した人が多い。
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調査結果



Q3.日本産果実の印象は？（複数選択可）Q3.日本産果実の印象は？（複数選択可）

日本産果実に対する印象は地域別でみても全体と大きな差はないが、なかでも北部の
回答者はその他の地域と比べて「高い」「高品質」という印象を持つ人が多く、南部
の回答者は「おいしい」という印象を持つ人が多い。「安心安全」については中部の
回答者の割合が比較的高い。
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調査結果



全体全体 20歳以下20歳以下 21-25歳21-25歳 26-30歳26-30歳 31-35歳31-35歳 36-40歳36-40歳 41-45歳41-45歳 46-50歳46-50歳 51-55歳51-55歳 56-60歳56-60歳 60歳以上60歳以上

単位: %

Q3.日本産果実の印象は？（複数選択可）Q3.日本産果実の印象は？（複数選択可）

日本産果実に対する印象を年齢別にみると、「おいしい」（87.5%）と「安心安全」(47.2%)で
56-60歳の回答者が最も多い。46-50歳では「高品質」(73.9%)が最も多く、21-25歳では「高
い」(78.2%)が最も多い。
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単位: %

Q4.日本産果実に対するご意見、ご感想をお聞かせください（自由意見)Q4.日本産果実に対するご意見、ご感想をお聞かせください（自由意見)
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調査結果のまとめ－１

温暖な気候を利用し各種果物の栽培が盛んに行われている台湾に於いて、日本産
果実を食べたことがある人の割合が80％を占め、広く認知されていることがうか
がえる。南部の回答者については77.9％と全体をやや下回るが、その理由として
南部では特に果物の栽培量が豊富で安価なことが考えられるのではないか。日本
産果実を食べたことがある人の性別による顕著な差はなく、年齢別で最も高いの
は51-60歳で93.1％。最も低いのは21-25歳で64.4％であった。

日本産果実全体に対する印象は「おいしい」が80.5%で最も高く、次いで「高い」
71.2%、「高品質」62.2%であった。日本産果実に対する印象は地域別でみても全
体と大きな差はなく、今回の調査により日本産果実の台湾での印象や品質が信頼
されていることがわかった。

品目別アンケートによると、品質が良くておいしい日本産果実はプレゼント用と
して人気がとても高いが、 反面「どこで販売しているのかわからない」という声
も多く聞かれた。販売場所の周知徹底をするとともに、年末年始や特に中元節な
ど、台湾の贈答シーズンに合わせたマーケットへの積極的な販促活動が求められ
ているといえる。
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調査結果のまとめ－２

一方、日本産果実に対する自由意見では「高価／高すぎる」という意見が22.4%と
最も多く、「もう少し安くなって欲しい」、「おいしいから値段が安ければ購買
意欲が高まる」、「販促キャンペーンがもっとあればいい」などの具体的なコメ
ントも寄せられた。また、日本産果実の品質については、「安心安全」が2.1%、
「品質が保証されている」と11.8%が答える一方、「品質管理を的確に行って欲し
い」という意見も2.3%あり、「産地、等級認証、日本の農薬検査合格証明をはっ
きり表示すれば、消費者の品質への信頼性が高まるのではないか」という具体的
なコメントも寄せられた。

品目別アンケートによると、「日本産の果実を食べたい・買いたいと思ったこと
がありますか？」という問いに対し、かき76%、みかん71%、ぶどう71%と7割以上
が「思ったことがある」と回答した。一方で日本産の果実を食べたくない・買い
たくない理由として各品目（かき・みかん・ぶどう）すべてで「台湾産のもので
十分」と回答する人が約6割、「どこで販売しているのかわからない」が約4割と
なっている。

近年台湾産果実の品質向上も著しいが、日本産果実の旬の時期に試食を行い時節
ごとの販促活動を積極的に増やすことで、台湾の消費者に日本産果実の特徴や良
さを理解してもらう必要があるのではないだろうか。
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品目別アンケート調査
- かき・みかん・ぶどう -



・かきについて

Q 1.       日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがありますか？
Q 1-1. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思う理由（複数回答）
Q 1-2. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由（複数回答）
Q 1-3. 日本産のかきを買う目的はなんですか？（複数回答）

・みかんについて

Q 2.       日本産のみかんを食べたい・買いたいと思ったことがありますか？
Q 2-1. 日本産のみかんを食べたい・買いたいと思う理由（複数回答）
Q 2-2. 日本産のみかんを食べたい・買いたいと思わない理由（複数回答）
Q 2-3. 日本産のみかんを買う目的はなんですか？（複数回答）

・ぶどうについて

Q 3. 日本産のぶどう食べたい・買いたいと思ったことがありますか？
Q 3-1.    日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思う理由（複数回答）
Q 3-2.    日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由（複数回答）
Q 3-3.    日本産のぶどうを買う目的はなんですか？（複数回答）

アンケート内容
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Q 1. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがありますか？

全体全体 地域別地域別

• 全体としては76%が日本産のかきを食べたい・買いたいと「思ったことがある」。

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は東部とその他で78.8%と最も高く、
北部で74.2％と最も低い。

• 全体としては76%が日本産のかきを食べたい・買いたいと「思ったことがある」。

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は東部とその他で78.8%と最も高く、
北部で74.2％と最も低い。

単位: %
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• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は、女性(76.5%)が男性(74.4%)より
やや高い。

• 年齢別に見ると、日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合が最も高かったの
は51-55歳で85.5％。最も低かったのは21-25歳で65.7％。

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は、女性(76.5%)が男性(74.4%)より
やや高い。

• 年齢別に見ると、日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合が最も高かったの
は51-55歳で85.5％。最も低かったのは21-25歳で65.7％。

単位: %

性別性別 年齢年齢

Q 1. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思ったことがありますか？
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単位: %

単位: %

• 日本産のかきを買いたい理由は「おいしい」が65.3%と最も高く、次いで「高品質」が56.3%であるが、
性別間で顕著な差はない。

• 日本産のかきを買いたい理由は「おいしい」が65.3%と最も高く、次いで「高品質」が56.3%であるが、
性別間で顕著な差はない。

• 地域別でみると、北部の回答者が日本産のかきを買いたい理由で最も多いのは「おいしい」(69.3%)
である。中部の回答者は、他の地域に比べて、日本産のかきを食べたい・買いたい理由に「高品質」
(61.1%)と「安心安全」(39.4%)を挙げる人の割合が高い。

• 地域別でみると、北部の回答者が日本産のかきを買いたい理由で最も多いのは「おいしい」(69.3%)
である。中部の回答者は、他の地域に比べて、日本産のかきを食べたい・買いたい理由に「高品質」
(61.1%)と「安心安全」(39.4%)を挙げる人の割合が高い。

Q 1-1. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思う理由（複数回答）
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全体全体 20歳以下20歳以下 21-25歳21-25歳 26-30歳26-30歳 31-35歳31-35歳 36-40歳36-40歳 41-45歳41-45歳 46-50歳46-50歳 51-55歳51-55歳 56-60歳56-60歳 60歳以上60歳以上

• 56-60歳の回答者は、その他年齢層に比べると、日本産のかきを食べたい・買いたい理由に「高品質」
(68.9%)と「安心安全」(47.5%)を挙げる人が多い。

• 46-50歳の回答者が日本産のかきを買いたい・食べたい理由で最も多いのは「おいしい」 (75.4%)である。

• 21-25歳の回答者は、その他年齢層に比べると、日本産のかきを食べたい・買いたい理由に「ただ興味があ
る」(22.1%)を挙げる人が多い。

• 56-60歳の回答者は、その他年齢層に比べると、日本産のかきを食べたい・買いたい理由に「高品質」
(68.9%)と「安心安全」(47.5%)を挙げる人が多い。

• 46-50歳の回答者が日本産のかきを買いたい・食べたい理由で最も多いのは「おいしい」 (75.4%)である。

• 21-25歳の回答者は、その他年齢層に比べると、日本産のかきを食べたい・買いたい理由に「ただ興味があ
る」(22.1%)を挙げる人が多い。

単位: %

Q 1-1. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思う理由（複数回答）
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単位: %

単位: %

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない主な理由は、「台湾産のもので十分」(60.1%)と
「どこで販売しているか分からない」(41.4%)である。性別間で顕著な差はない。

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない主な理由は、「台湾産のもので十分」(60.1%)と
「どこで販売しているか分からない」(41.4%)である。性別間で顕著な差はない。

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由に「台湾産のもので十分」を挙げる人は、
南部(54%)が北部(61.8%)と中部(63.0%) より低い。

• 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由に「台湾産のもので十分」を挙げる人は、
南部(54%)が北部(61.8%)と中部(63.0%) より低い。

Q 1-2. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由（複数回答）

25



全体全体 20歳以下20歳以下 21-25歳21-25歳 26-30歳26-30歳 31-35歳31-35歳 36-40歳36-40歳 41-45歳41-45歳 46-50歳46-50歳 51-55歳51-55歳 56-60歳56-60歳 60歳以上60歳以上

• 年齢別にみると、「台湾産のもので十分」を挙げた人は56-60歳では81.8％、60歳以上で75％と高い
割合を占める。26-30歳で日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由で最も多いのは、
「どこで販売しているか分からない」で52.1%と半数以上を占める。

• 年齢別にみると、「台湾産のもので十分」を挙げた人は56-60歳では81.8％、60歳以上で75％と高い
割合を占める。26-30歳で日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由で最も多いのは、
「どこで販売しているか分からない」で52.1%と半数以上を占める。

単位: %

Q 1-2. 日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由（複数回答）
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