
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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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。

11

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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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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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）
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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

• 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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単位: %

単位: %

• 日本産のかきを買う最も主な目的は、「自分用」が74.8%と最も多く、次いで「プレゼント用」が
52.9%である。性別間で顕著な差はない。

• 日本産のかきを買う最も主な目的は、「自分用」が74.8%と最も多く、次いで「プレゼント用」が
52.9%である。性別間で顕著な差はない。

• 地域別で顕著な差はない。• 地域別で顕著な差はない。

Q 1-3. 日本産のかきを買う目的はなんですか？（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

• 年齢別でみると、41-50歳では、その他年齢層より「プレゼント用」(57.1%)に買う人が多い。60歳以
上の回答者は、その他年齢層より「自分用」(88.8%)および「親戚、お土産用」(26.3%)に買う人が多
い。

• 年齢別でみると、41-50歳では、その他年齢層より「プレゼント用」(57.1%)に買う人が多い。60歳以
上の回答者は、その他年齢層より「自分用」(88.8%)および「親戚、お土産用」(26.3%)に買う人が多
い。

単位: %

Q 1-3. 日本産のかきを買う目的はなんですか？（複数回答）
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全回答者のうち、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」と答えた。年齢別にみると51-55歳が85.5％と最も高く、21-25歳が65.7%で
最も低いが性別による差はほとんどない。

日本産のかきを食べたい・買いたい理由で最も多いのは「おいしい」で65.3%、
次いで「高品質」56.3%である。日本産のかきを食べたい・買いたいと思う理由
に「おいしい」と答えた人は、46-50歳が75.5%と最も高く、次いで56-60歳が
75.4%。56-60歳の回答者の日本産のかきを食べたい・買いたいと思う理由で最も
高いのは「高品質」で68.9%であった。

日本産のかきを買う最も主な目的は、「自分用」が74.8%と最も高く、次いで
「プレゼント用」が52.9%であった。60歳以上では、「自分用」に買う人が88.8%
とその他年齢層に比べて最も高い。また、41-50歳はその他年齢層に比べて「プ
レゼント用」に買う人が57.0%と最も多く、贈答用として好まれていることがう
かがえる。

また、日本産のかきを食べたい・買いたいと思わない理由は、「台湾産のもので
十分」が6割以上を占める。地域別でみると中部が63.0%と最も高く、台中山間部
で栽培されているブランド柿の品質が近年向上していることも要因ではないか。

品目別調査結果のまとめ（かき）
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全体全体 地域地域

• 全体としては71%が日本産みかんを食べたい・買いたいと「思ったことがある」。

• そのうち、食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は、中部が75.6％と最も高く、
東部および他の地域が54.5％と最も低い。

• 全体としては71%が日本産みかんを食べたい・買いたいと「思ったことがある」。

• そのうち、食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は、中部が75.6％と最も高く、
東部および他の地域が54.5％と最も低い。

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？
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単位: %

性別性別 年齢年齢

• 性別間で顕著な差はない。

• 年齢別に見ると、日本産のみかんを食べたい・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78.6％。最も低かったのは21-25歳で68.9％。

• 性別間で顕著な差はない。

• 年齢別に見ると、日本産のみかんを食べたい・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78.6％。最も低かったのは21-25歳で68.9％。

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？
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• 全体として、日本産みかんを買いたいと思う主な理由は「おいしい」(62.0%)である。

• 男性は、女性よりも「安心安全」(36.7%)、「高品質」(53.1%)を選択する人の割合が多い。女性は男性よりも
「ただ興味がある」を選択する人の割合が高かった。

• 全体として、日本産みかんを買いたいと思う主な理由は「おいしい」(62.0%)である。

• 男性は、女性よりも「安心安全」(36.7%)、「高品質」(53.1%)を選択する人の割合が多い。女性は男性よりも
「ただ興味がある」を選択する人の割合が高かった。

単位: %

単位: %

• 地域別でみると、中部の回答者は他の地区よりも、日本産みかんを買いたい・食べたい理由に
「安心安全」(38.6%)を挙げる人が多い。

• 地域別でみると、中部の回答者は他の地区よりも、日本産みかんを買いたい・食べたい理由に
「安心安全」(38.6%)を挙げる人が多い。

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）
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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

単位: %

• 年齢別にみると、60歳以上の回答者は、その他年齢層よりも、日本産みかんを食べたい・買いたい理
由に「おいしい」(72.7%)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、日本産みかんを食べたい・買いたい理由に「高品質」
(69.8%) と「安心安全」(49.1%)を挙げる人が多い。

• 年齢別にみると、60歳以上の回答者は、その他年齢層よりも、日本産みかんを食べたい・買いたい理
由に「おいしい」(72.7%)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、日本産みかんを食べたい・買いたい理由に「高品質」
(69.8%) と「安心安全」(49.1%)を挙げる人が多い。

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）
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単位: %

単位: %

• 日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない主な理由は、「台湾産のもので十分」(58.4%)と
「どこで販売してるか分からない」(47.4%)が高い割合を占める。

• 日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない主な理由は、「台湾産のもので十分」(58.4%)と
「どこで販売してるか分からない」(47.4%)が高い割合を占める。

• 「台湾産のもので十分」だから日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない人の割合は、
北から南にかけて低くなる。

• 「どこで販売してるか分からない」から日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない人の割合は、
北から南にかけて高くなる。

• 「台湾産のもので十分」だから日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない人の割合は、
北から南にかけて低くなる。

• 「どこで販売してるか分からない」から日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない人の割合は、
北から南にかけて高くなる。

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）
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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

• 20歳以下の回答者はその他年齢層に比べて、日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない理由に
「どこで販売してるか分からない」 (58.6%)を挙げる人が多い。

• 60歳以上の回答者がその他年齢層よりも、日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない理由に
「台湾産のもので十分」(77.4%)を挙げる人が多い。

• 20歳以下の回答者はその他年齢層に比べて、日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない理由に
「どこで販売してるか分からない」 (58.6%)を挙げる人が多い。

• 60歳以上の回答者がその他年齢層よりも、日本産みかんを食べたい・買いたいと思わない理由に
「台湾産のもので十分」(77.4%)を挙げる人が多い。

単位: %

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）
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単位: %

単位: %

• 地域別でも顕著な差はない。• 地域別でも顕著な差はない。

• 日本産みかんを買う最も主な目的は、「自分用」が74.4%と最も多く、次いで「プレゼント用」が
47.8%である。性別間で顕著な差はない。

• 日本産みかんを買う最も主な目的は、「自分用」が74.4%と最も多く、次いで「プレゼント用」が
47.8%である。性別間で顕著な差はない。

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）
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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

単位: %

• 年齢別でみると26-30歳の回答者は、その他年齢層より「プレゼント用」(55.9%)に買う人が多い。

• 50-60歳以上の回答者は、その他年齢層より「自分用」 (86.8%)および「親戚、お土産用」(26.4%)
に日本産みかんを買う人が多い。

• 年齢別でみると26-30歳の回答者は、その他年齢層より「プレゼント用」(55.9%)に買う人が多い。

• 50-60歳以上の回答者は、その他年齢層より「自分用」 (86.8%)および「親戚、お土産用」(26.4%)
に日本産みかんを買う人が多い。

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）
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全回答者のうち、71%が「日本産のみかんを食べたい・買いたいと思ったことがある」と答
えた。年齢別にみると51-55歳が78.6％と最も高く、21-25歳が68.9%で最も低いが性別によ
る差はほとんどない。

日本産のみかんを食べたい・買いたい理由で最も多いのは「おいしい」で62%、次いで「高
品質」50.5%である。日本産のみかんを食べたい・買いたいと思う理由に「おいしい」を挙
げる人は、60歳以上が72.7%と最も高く、次いで51-55歳が70.9%。56-60歳の回答者の日本
産のみかんを食べたい・買いたいと思う理由で最も高いのは「高品質」で69.8%であった。

日本産のみかんを買う主な目的は、「自分用」が74.4%と最も高く、次いで「プレゼント
用」が47.8%である。50－60歳はその他年齢層に比べて「自分用」に買う人が86.8%と最も
高い。また、26-30歳はその他年齢層に比べて「プレゼント用」に買う人が55.0%と最も高
く、贈答用として好まれていることがうかがえる。

また、日本産のみかんを食べたい・買いたいと思わない理由は、「台湾産のもので十分」
が58.4%と最も高く、次いで「どこで販売してるか分からない」が47.4%であった。「台湾
産のもので十分」と答えた人の割合は、北部から南部にかけて低くなる。これは、台湾で
は南部や東部にかけてみかんの栽培がほとんど行われておらず、みかんの流通自体が少な
いことに起因するのではないか。また、「どこで販売してるか分からない」人の割合が北
部から南部にかけて高くなることに関しては、南部や東部への輸入量がもともと少ないこ
とが考えられる。

品目別調査結果のまとめ（みかん）

38



全体全体 地区地区

• 全体で71%が日本産ぶどうを食べたい・買いたいと「思ったことがある」。

• そのうち、食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は、中部76.3%と最も高く、次いで南部
75.7%。東部および他の地域が地区が60.6%で最も低い。

• 全体で71%が日本産ぶどうを食べたい・買いたいと「思ったことがある」。

• そのうち、食べたい・買いたいと思ったことがある人の割合は、中部76.3%と最も高く、次いで南部
75.7%。東部および他の地域が地区が60.6%で最も低い。

Q 3. 日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思ったことがありますか？
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単位: %

性別性別 年齢年齢

• 性別間で顕著な差はない。

• 年齢別に見ると、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思ったことがある人のは割合が最も高かった
のは51-55歳で79.4%。21-25歳は65.4%で最も低い。

• 性別間で顕著な差はない。

• 年齢別に見ると、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思ったことがある人のは割合が最も高かった
のは51-55歳で79.4%。21-25歳は65.4%で最も低い。

Q 3. 日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思ったことがありますか？
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単位: %

単位: %

• 全体として、日本産ぶどうを買いたい理由で最も多いのは「おいしい」(65.6%)と「高品質」(56.2%)で
ある。

• 「安心安全」 だから日本産ぶどうを食べたい・買いたい人は、男性(38.5%)が女性(34.4%)より多い。

• 全体として、日本産ぶどうを買いたい理由で最も多いのは「おいしい」(65.6%)と「高品質」(56.2%)で
ある。

• 「安心安全」 だから日本産ぶどうを食べたい・買いたい人は、男性(38.5%)が女性(34.4%)より多い。

• 地域別でみると、北部の回答者は他の地区よりも、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思う理由に
「おいしい」(70.5%)を挙げる人が多い。しかし、他の地区に比べて、「安心安全」を挙げる人は少
ない(30.9%)。

• 地域別でみると、北部の回答者は他の地区よりも、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思う理由に
「おいしい」(70.5%)を挙げる人が多い。しかし、他の地区に比べて、「安心安全」を挙げる人は少
ない(30.9%)。

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）
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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

単位: %

• 56-60歳の回答者は、その他年齢層に比べると日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思う理由に「高品
質」 (73.1%) と「安心安全」(50.0%)を挙げる人が多い。

• 20歳以下(72.7%)と60歳以上(72.7%)の回答者は、その他年齢層より「おいしい」から日本産ぶどうを
食べたい・買いたいと思う人が多い。

• 56-60歳の回答者は、その他年齢層に比べると日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思う理由に「高品
質」 (73.1%) と「安心安全」(50.0%)を挙げる人が多い。

• 20歳以下(72.7%)と60歳以上(72.7%)の回答者は、その他年齢層より「おいしい」から日本産ぶどうを
食べたい・買いたいと思う人が多い。

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）
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単位: %

単位: %

• 日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない主な理由は、「台湾産のもので十分」(58.4%) である。
そのうち、この項目を選んだ比率は、男性(60.3%)が女性(57.4%)よりやや高い

• 日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない主な理由は、「台湾産のもので十分」(58.4%) である。
そのうち、この項目を選んだ比率は、男性(60.3%)が女性(57.4%)よりやや高い

• 中部の回答者は、他の地区に比べて、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由に
「台湾産のもので十分」(78.0%)を挙げる人が多い。

• 中部の回答者は、他の地区に比べて、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由に
「台湾産のもので十分」(78.0%)を挙げる人が多い。

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）
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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

単位: %

• 20歳以下の回答者は、その他年齢層に比べて、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由に
「どこで販売してるか分からない」(42.6%)を挙げる人が多い。

• 31-35歳(80.9%)の回答者は、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由に「台湾産のもので
十分」を挙げる人が最も多い。

• 20歳以下の回答者は、その他年齢層に比べて、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由に
「どこで販売してるか分からない」(42.6%)を挙げる人が多い。

• 31-35歳(80.9%)の回答者は、日本産ぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由に「台湾産のもので
十分」を挙げる人が最も多い。

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）
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単位: %

単位: %

• 日本産ぶどうを買う最も主な目的は、「自分用」が77%で最も多く、次いで「プレゼント用」が47.9%
である。

• 「プレゼント用」に日本産ぶどうを買う人の比率は、男性(50.7%)が女性(46.5%)よりやや高い。

• 日本産ぶどうを買う最も主な目的は、「自分用」が77%で最も多く、次いで「プレゼント用」が47.9%
である。

• 「プレゼント用」に日本産ぶどうを買う人の比率は、男性(50.7%)が女性(46.5%)よりやや高い。

• 北部の回答者(51.5%)は「プレゼント用」に日本産ぶどうを買う人の割合が最高である。• 北部の回答者(51.5%)は「プレゼント用」に日本産ぶどうを買う人の割合が最高である。

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）

45



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: %

• 年齢別にみると51-55歳の回答者は、その他年齢層よりも「プレゼント用」(51.9%)に買う人が多い。

• 60歳以上の回答者は、その他年齢層よりも「自分用」(89.6%)に買う人が多い。

• 21-25歳の回答者は、その他年齢層よりも「親戚、お土産用」(52.4%)に買う人が多い。

• 年齢別にみると51-55歳の回答者は、その他年齢層よりも「プレゼント用」(51.9%)に買う人が多い。

• 60歳以上の回答者は、その他年齢層よりも「自分用」(89.6%)に買う人が多い。

• 21-25歳の回答者は、その他年齢層よりも「親戚、お土産用」(52.4%)に買う人が多い。

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）
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全回答者のうち、71%が「日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思ったことがある」と答
えた。年齢別にみると51-55歳が76.3％と最も高く、21-25歳が65.4%で最も低いが性別によ
る差はほとんどない。

日本産のぶどうを食べたい・買いたい理由で最も多いのは「おいしい」で65．6%、次いで
「高品質」56.2%である。日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思う理由に「おいしい」
を挙げる人は、20歳以下と60歳以上で72.7%と同じ割合であった。また、地域別でみると北
部の回答者は、他の地域に比べて日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思う理由に「お
いしい」(70.5%)を挙げる人が最も多い反面、「安心安全」(30.9%)を挙げる人は最も少な
い。

日本産のぶどうを買う最も主な目的は、「自分用」が77%と最も高く、次いで「プレゼント
用」が47.9%である。「プレゼント用」に日本産のぶどうを買う人の割合は男性50.7%、女
性46.5%と女性よりも男性に好まれているのがうかがえる。年齢別にみると、60歳以上はそ
の他の年齢層に比べて「自分用」に買う人が89.6%と最も高いが、51-55歳は「プレゼント
用」に買う人が51.9%と最も高い。21-25歳は「親戚、お土産用」に買う人が52.4%とその他
の年齢層に比べて最も高い。

また、日本産のぶどうを食べたい・買いたいと思わない理由は、「台湾産のもので十分」
が58.4%と最も高く、次いで「どこで販売してるか分からない」が47.4%であった。「どこ
で販売しているか分からない」と答える人は20歳以下で42.6%と最も高く、次いで26－30歳
で39.4％と販売場所の周知が求められている。

品目別調査結果のまとめ（ぶどう）
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主旨： 日本産果実ウェブサイトの宣伝やアンケート収集

日程： 2013年09月〜2014年2月

使用メディア：・iPeenサイト(台湾大手グルメサイト) バナー広告
・Yahoo!奇摩(台湾大手ポータルサイト) リスティング広告

-1- 48



-4-

統計期間：2013/9/1-2014/2/28

６ヵ月間の有効アンケートは3,368部でした。9月や2月は一時期にアンケートを記入してくれる人々が多い原因とし
て、ブロガーなどの拡散があったと考えられます。時期として、9月はサイトが始まった時期で、話題性があったた
め殺到し、その後は安定期に入り、２月にキャンペーンが終わる直前、もう一度参加ブームがあったと思われます。
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イベント開催によるマーケティング調査
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台湾における日本産果実の消費拡大および認知向上を目的として台北駅において日本産果実の試食会を行
った。これに合わせ台湾の消費者動向を知るためにアンケートを実施した。

内容としてはりんご、みかん、柿、梨について試食していただき、任意でのアンケート調査を消費者にお願いし
た。今回試食いただいた4種の果実は台湾でも生産されている果物で、比較的認知度の高いものを試食してい
ただいている。

りんごは最大の輸出果物であり認知度は非常に高く。味についてもご存じの消費者が多かった。みかんは台
湾産のものと比べ甘味の強さが際立っているため、酸味が足りないという声が多かったように思う。梨、柿につ
いては品種差のためか梨についてはその大きさ、柿については食感の違いに驚かれる消費者が多いように思
われた。

実施要項

名 称 日本産果実PR試食会
日 程 2013年12月14日(土曜日)

10時〜12時事前準備・12時〜18時本番
会 場 台北駅北二門
内 容 日本産の果実の試食やアンケートの取得
アンケート数 822人分

試食果実情報
りんご （ふじ） 5ケース 200玉 ：青森産
りんご （王林） 5ケース 200玉 ：青森産
なし （愛宕） 5ケース 30玉 ：鳥取産
かき （平核無） 8ケース 720個 ：広島産

51



52



調査内容 882アンケートの中 備考

試食種類 ①リンゴサンフジ 257

②リンゴ王林 205

③温州ミカン 238

④柿 81

⑤なし 91

性別 男性 237

女性 585

年齢 10代 60

20代 189

30代 202

40代 162

50代 121

60代 32

60代以上 41

感想 甘さ 3.8

(1〜5段階で評価) 酸っぱさ 1.8

水水しさ 4.1

硬さ 2.8

日本の果実印象 おいしい 572

(複数可) おいしくない 13

高い 491

安い 27

安心安全 224

品質良い 473

品質悪い 5

いくらなら買うか 平均金額

①リンゴサンフジ 67

②リンゴ王林 67

③温州ミカン 46

④柿 52

⑤なし 124

日本の果実は購入したことが ある 551

ありますか？ ない 239

ある場合 ①スーパー 251

どこで購入しますか？ ②デパート 103

③果物屋 161

④その他 114

ある場合 ①美味しい 337

購入した理由は？ ②安心安全 71

③品質高い 174

④単純に興味ある 183

ある場合 ①プレゼント用 157

何の使用で購入したか？ ②自分用 460

③お土産用 16

ない場合 ①美味しくない 0

理由は？ ②安心感がない 2

③値段が高すぎ 44

④台湾及び外国産だけで十分 50

④購入する場所が分からない 86

キャンペーンサイトは 見ました 34

見ましたか？ 見てません 627

※882人アンケートの中、完全空欄は48個ございます。その他、各選択肢により、部分空欄がある場所がございます。

調査内容 1 2 3 4 5 6 7 8
試食内容

性別
男性

女性

年齢

10代
20代
３０代

40代
50代
６０代

60以上

感想

(1〜5段階評価)

甘み

酸味

みずみずし
さ

硬さ

日本の果実にどんな印象をも
つか？

(複数選択)

美味しい

美味しくな
い

高い

安い

安心安全

品質良い

品質悪い

いくらなら買うか？

過去に、日本産のりんごを
買ったことがありますか？

ある場合

無い場合

ある場合

１）どこで買ったか？

・スーパー

・デパート

・果物屋

・その他( )

ある場合

2）買った理由？

・美味しい

・安心安全

・きれい

・ただ興味がある

ある場合

2）買った用途？

・贈答用

・自家消費用

・お土産用

ない場合

１）理由は？

・美味しくない

・品質に不安がある

・値段が高い

・自国・他国産もので十分

・どこに売ってるか分から
ない

アンケート用紙 アンケート集計結果
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アンケート各論
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感想

味の評価を見ると、多種の果物が多く食べられている台湾で、甘さと瑞々しさが高いポイントを取っている。酸味
に対しての評価が低いのは、台湾の消費者の好みが日本人の好む酸味と違うからではないだろうか。

日本の果実印象

印象としてはおおむね好評であった。美味しい、品質の良さが高ポイントであるが、やはり値段の高さにも半数
以上がポイントを付けている。

購入したことがあると答えた消費者への質問
購入場所について

スーパーマーケットが飛びぬけて多く、果実専門店、その他での購入、我々が思うよりもデパートでの購入者が
少なかった。これはアンケートに答えた消費者の消費動向が生活圏内のスーパー、果実専門店などに寄ったた
めだと思われる。

購入理由

やはり美味しいという意見が半数以上を占めている。単純に興味があるということが高品質であることよりもポイ
ントが高かったのは意外であった。

購入動機

贈答用よりも自分で食べるために買うと答えた方が多く、日本産果実が台湾の一般消費者に好意的に受け入
れられていると考えられる。贈答用のギフトとしてもだが、自家消費用に購入するという意見が多かったのが印
象的である。

購入したことが無いと答えた消費者の意見として、値段の高さ及び購入場所がわからないという意見が多かっ
た。今後は販路の拡大やより広い広告・広報活動を行っていくことが重要ではないか。



総論－１
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・WEBを利用したアンケートでは、のべ3,300人以上の回収ができ、イベントを利用したアンケートではのべ800人
以上からアンケートを取ることが出来た。

・日本産果実に対するイメージは「おいしい」「高品質」と考える消費者が多く品質における認知度は非常に良い
ものであった。

・しかし、昨年に引き続き、依然「高い」と考える消費者が多くその理由は日本産を購入する理由が「贈答用」より
も「自家用」として購入したいとする消費者が多いことが背景にあるのではないかと思われる。

・既に多くの数量が日本から輸入されているりんごについてはギフト需要期を中心にその他時期にも販売がされ
ており、売れている。これについては、台湾国内で生産が殆どされていないことが理由と考えられる。

・一方、なし・ぶどう・みかん・かきといった品目は、台湾でも広く栽培され、安価で販売されている自国のもので
十分と考える消費者が多いため、需要期以外では売りづらいなっている理由と考えられる。



総論－２
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・しかしながら、試食イベントで行った希望価格調査では、日本産品質への認知度によってか、自国産のものに
比べて高い値段を記入した消費者が多かった。

・また、アンケートでは日本産を購入したいが「何処で買えるかがわからない」とする意見も多かった。

・以上の事から、現在「贈答用」需要を中心に輸出されている状況の中で、「自家用」需要に応えた価格・品質の
販売体制と、日本産果実の「品質」に係る認知度向上をあわせた販売促進の必要性が考えられる。

・また、消費者に「いつ・どこで・何の品目が売っているのか」情報提供する事により、日本産を購入したいと考え
る新規の消費者の取り込みによって、販売を促進していく必要性も考えられた。
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