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平成 20 年度 農林水産省委託事業 農林水産物・食品 輸出オリエンテーションの会 

 

輸出促進セミナー（東京会場／水産品・水産加工品）の要約 

 

○主催者挨拶／農林水産省大臣官房国際部参事官 福岡徹氏  

 

現在、輸出をめぐる環境は決してよくないが、逆風下であっても、着実に取引を探して、

今後の商売に繋げていく努力をすることは非常に重要なことだと考えている。水産物の輸

出は、日本の輸出の半分（昨年は 40％ぐらい）を占め、世界的な水産物の需要も高まる傾

向にある。供給自体はあまり増加が見込まれないが、日本の水産物の輸出は、今後の食料

需要増加を考えれば、着実にマーケットが開拓できる分野ではないかと思う。逆風下では

あるが、今回の機会に、何らかの手がかりや新しい販売先を開拓していただきたい。 

 

○講演－１／｢水産物の輸出市場の規制と現状｣／アース環境サービス㈱ 高鳥直樹氏 

 

＜輸出の状況と輸出拡大への取組み＞ 

輸出に関して、去年は 4,300 億円と世界情勢を受けマイナスとなっている。主な水産物と

しては、戦後から特にカツオ・マグロ、イワシなどが海外の缶詰原料として、あるいはサ

メなどがヨーロッパにおけるグルメのシーフードとして輸出されていたが、現在では、ホ

タテ、サケ、サバ、サンマ、スケソウ、乾燥ナマコ、アワビ調製品などが主になってきた。

次に大日本水産会を中心とした輸出拡大の取組みを説明したい。大日本水産会では輸出対

策特別委員会、また、数年前から水産物輸出拡大協議会という組織をつくり、国を挙げて

の活動に参加している。さらに、基盤整備のため、品質衛生管理（HACCP 対応等）を推

進して、衛生証明の発給体制の改善および促進に努力してきた。それぞれについて詳しく

話すと、まず輸出対策特別委員会は平成 8 年につくった冷凍食品輸出組合を継承した組織

（20 団体）で、平成 17 年に改組（40 団体に増加）し、輸出拡大をメインテーマに、ジェ

トロや水産物貿易協会との連携を強化している。水産物輸出拡大協議会は平成 18 年につ

くった組織で、特認団体として活動し、戦略的な輸出拡大プロジェクトとして、海外輸出

環境調査、環境整備、産地 PR・圃場視察、物流技術、海外販売促進、近年では輸出プロ

モーターの活用などを行っている。 

 

＜これまでの活動の総括＞ 

中国では、やはり内陸部のインフラ整備が必要であること、地域格差や所得格差がまだ大

きいこと、中国人は生魚は食べないのではなくサシミ商材も有望だということ、タイでは

高級品の普及が望めること、小魚など餌用の魚も中国へ輸出できるようになっているが内
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容量の定貫化が課題（日本の業界はそうした習慣が乏しい）であることなどがわかった。

それからハードルとしては、衛生証明の問題、カントリーリスク（中国の SK-Ⅱ問題、タ

イのクーデターなど）、国内外の資源動向、為替変動（水産物は特に影響を受けやすい）な

どがある。 

 

＜主な魚介類輸出の現状＞ 

乾し海苔は中国でも子どもがおやつに食べるが、我が国の板海苔は高級品であり、中国の

従来の安物との差別化が必要となる。カツオ・マグロは原料、缶詰原料として従来からの

主要輸出産品であり、米国、ロシア、アジアへの拡大を目指すという状況にある。ブリは

東南アジアが中心だが、米国に加えて、欧州（特にイギリス）、ロシアに挑戦している人も

いる。サケは中国向けの輸出が今後とも有望で、タイ、ベトナムに加え、米国、EU へも

拡大しているが、こちらは買付け意欲が低下していると聞いている。サンマ・サバは中国、

韓国、エジプトなどに輸出されており、これを中国などで加工して EU へ再輸出されると

いうルートもたくさんある。ホタテは非常に輸出の変動が激しい産品で、最近までは米国

が好調だったが、南米産が市場を席捲し、クリスマス等の需要のあるフランスでも円高で

状況はよくない。未利用漁獲物は定貫化も含め東南アジアへ挑戦をしていくという状況だ。 

ワールド・フード・モスクワ 2007 年は、ロシア最大の国際食品見本市であり、50 カ国余

り、1,300 社ぐらいが参加した。参加した商社などの関係者の話によると、都市部で水産

物消費が拡大しており、モスクワの日本食レストランは 600 店ぐらいだったのが 1,500 店

に増え、水産物の輸入額も増えているという。また、高品質魚介類への関心がアップして

おり、マグロについては CO 処理物が主流だが、日本産のいわゆる超低温マグロのニーズ

もあるという。他にもサバやサンマのニーズもあると聞いている。 

 

＜各国の衛生証明制度について＞ 

衛生証明制度に関して、EU、米国、中国、ロシア、ブラジルに分けて紹介したい。この分

け方は我が国における対応の仕方の違いである。EU については、厚生労働省が唯一の窓

口であり、欧州委員会がその相手となる。米国は非常に自由度があり、国、民間など様々

な対応の仕方がある。中国、ロシア、ブラジルは厚生労働省がそれぞれの国と協議をして

つくり、公的検査機関がパートナーとして参加するというしくみだ。 

①!  EU 域内国向け 

基本的には欧州委員会の食品衛生規則などに基づいて、欧州委員会の域内国は国内規則を

つくり、輸出国に対しては、欧州委員会と各国の政府が協定をするという 2 重構造になっ

ている。欧州委員会のつくった食品衛生規則は、非常に緻密で優れた規則であり、欧州委

員会が我々日本などに要求していることは農場から食卓までの、それぞれの段階について、

国が自ら管理しろということ。1 次生産以外では HACCP 方式も要求している。そのため、
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日本などの輸出国政府が各施設を登録認定して、欧州委員会に通知すると、順次、欧州委

員会が例えば日本へ来て施設を査察するというしくみだ。我が国の厚生労働省は対 EU 輸

出水産食品の取扱いについてという通達をつくっているが、その中で事前承認制度、ロッ

トごとの衛生証明が義務付けられている。基本的に漁船、養殖場、陸揚げに関しては水産

庁が所管をし、それを厚生労働省に通知することになっている。現状、漁船は 30、養殖場

は 20 ぐらいの施設が登録されている。市場については、私の知る限り、実績は今のとこ

ろゼロ。つまり、日本の産地市場や消費地市場を通った魚を使って加工したら、EU へ輸

出できないということだ。加工場に関しては厚生労働省が HACCP 方式の工場を約 19、保

管施設も 2 つ登録している。EU の認定制度に対する課題は施設設備面、ソフト面での対

応コストが過大であること。認定までの必要日数が長いこと。ひどい時で 3 年、4 年かか

る。また、国は司令塔だが、実際の行動部隊は都道府県の衛生部局になるので、制度運用

のためのモニタリング体制、国による検証体制の整備が必要なこと、使用する原料も認定

施設由来が必要なことだ。だが、輸出に関しては、中国やベトナムを通じての輸出も可能

だし、こちらの方が商売的にはメリットがある場合もあるので、意見の分かれるところだ

と思う。 

②米国向け 

米国は平成 9 年 12 月に水産食品 HACCP 規則をつくった。その規則の中では、すべての

施設が HACCP 方式を導入することとされている。適用除外は海草製品（ワカメや昆布な

ど）などで、輸入品については、米国輸入者（民間の業者）が各ロットの安全性を米国食

品医薬品局（FDA）に対して説明する責任を持っているということだ。すべての責任を輸

入者がかぶるということになる。輸入規制に関しては、まず従来からやっていたことは通

関申請書の審査、品質的な観点からの輸入港でのサンプリング検査、ラボでの試験のため

のサンプリング（細菌検査や理化学検査）などで、オートマチック・ディテンションとい

うのは、申請書の不備、品質衛生的な不備があると、そのインポーターのシッパーの商品

は、即座にブラックリストに載るということ。自動的に止め置くということだ。新規の規

制では、水産食品 HACCP 規則、バイオテロによる施設登録、栄養表示などがある。アメ

リカの輸入者がどういう検証業務を行っているかだが、ロットごと方式といって、ロット

ごとに製品の仕様書を用意する。それから、もう 1 つは、法律に適合していることを、5

つの方法の中から選んで、どれかで確認をすることが必要だ。日本でよく行われているの

が、第三者機関による証明を行う B 方式だ。製品の仕様書は、一般的情報や宣言、危険性

のないことの証明書や説明書、日付・署名などが入ったものを 1枚紙で作ればよいだけで、

みなさんが用意しないといけないのは、3 番目の危険性のないことの証明書だ。次に米国

向け HACCP 認定施設にどうすればなれるかだが（第三者機関による証明）、一番信頼性・

効能があるのは厚生労働省の出す証明書である。現在、対米輸出水産食品の取り扱いにつ

いてという通達を出しており、所轄の保健所が施設を査察検証して、現在約 80 施設が登
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録、認定されている。これを厚生労働省が米国 FDA にリスト通知しており、そうすると

輸出の都度の証明書は不要となる。その他、公的機関、審査会社、個人も同等のサービス

が可能だ。さらに大日本水産会も水産食品加工施設 HACCP 認定制度をつくって、現在 140

～150 施設の登録、認定を行っている。なお、証明書は英文の場合 6 か月有効である。次

にバイオテロ法（公衆衛生安全保障バイオテロリズム法）が例の 9.11 を契機に 2002 年に

スタートしたが、これでは米国に輸入されるあらゆる食品について、施設所有者（加工場

のオーナー）による外国施設の FDA の事前登録、米国輸入業者による輸入前の事前通告

が求められている。FDA は通知を受けて輸出者の製品の安全性等を調べるので、メーカー

は製造記録を保管し求めがあったらすぐに FDA にコピーを送る必要がある。そのために

施設登録が必要だが、まずは米国内代理人を決めないといけない。なお、登録するために

米国の FDA のホームページをアクセスできるが英語でややこしいので、大日本水産会の

品質管理部の相談窓口に電話すると、日本語訳が全部ついた資料をもらえるので、それを

見てやるとよいと思う。それから、栄養表示については、米国栄養表示食育法という規則

がつくられており、加工食品（パン、シリアル、缶詰、冷凍食品、スナック、飲料など）

は全部対象となるが、生鮮物については任意となっている。ただし、よく変更があるので

日本食品分析センターに聞けばわかるようになっている。 

③中国向け 

厚生労働省が中国国家質量監督検験局と協定をして取り扱っているので、大日本水産会に

まず連絡すると、概要を教えてもらえることになっている。基本的には証明書のいらない

加工品でも証明書を要求される場合があるので、現地の検験局の意向を聞くなど、上手な

情報活動が必要だと思う。衛生証明発行までの主な流れとしては、基本的には、施設を登

録して、試験成績書を作ってもらい申請するという形になるが、漁船、原料保管庫、加工

施設、保管施設それぞれ全部を登録しなくていけない。試験成績書は公的検査機関（4～5

つ）がつくるのだが、サンプリングして試験（微生物試験、理化学試験、官能試験、高く

て 1 検体 10 万円ぐらい）をすると出してくれる。必要日数は生鮮なら 2 日間、冷凍なら 5

日間かかるが、長崎など各都道府県が協力してくれて期間をもっと短くしているところも

ある。 

④ロシア向け 

基本的には中国と同じだが、証明書を発行する機関は、日本冷凍食品検査協会のほかに 2

つか 3 つある。衛生証明までの発行の流れとしては、検査機関で施設の調査をして、それ

を水産庁へ審査して登録し登録番号を発行してもらったら、検査機関に衛生証明発行を申

請する。そのときにインボイスや B/L などのコピーをつけて申請すると、今度はサンプリ

ング検査をするが、官能検査だけなので非常に迅速かつ検査コストが安くすむ利点がある。 

⑤ブラジル向け 

ロシアと基本的に一緒だが、発行まで流れが複雑で、検査機関に施設を登録してもらって、
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それを厚生労働省が登録・承認して、両政府がホームページで公表するという形になって

いる。それを踏まえて施設が検査機関品質表示ラベル（製品仕様書のようなもの）を登録

して、これをブラジル政府の国内機関（ブラジルの大使館等）に登録をし、それを踏まえ

て検査機関で衛生証明書を出すという流れになっている。 

 

＜問い合わせ先等について＞ 

輸出全般、水産物全般について分からないことがあったら、大日本水産会の品質管理部、

栄養表示に関しては日本食品分析センター、先ほどの EU やロシア通達制度の話を聞きた

いとすれば、厚生労働省の食品安全部監視安全課またはホームページにも詳しい通知が全

部掲載されている。貿易に関しては、農林水産省の大臣官房国際部輸出促進室または全般

的なことなら、同ホームページがあるので調べたり相談されるとよい。 

 

○講演－２／｢上海における水産マーケット事情｣／長崎魚市㈱ 呉永平氏 

 

＜長崎魚市場の概要＞ 

長崎魚市場は敷地面積が、日本においても最も大きな市場として知られている。長崎県は

日本でも有数の水産県であり、水産物の種類が非常に豊富など、豊かな漁業資源に恵まれ

ている。年間に長崎市場に水揚げされている魚の種類は約 300 種類があり、日本において

も最も水揚げの種類は多い産地市場だと思う。昨年は産地市場として水揚げ数量、金額と

も全国 3 位になっている。水産物の種類の豊富さは、近海漁業から沖合いにかけての漁業

種類の豊富さにも起因する。例えば、以西底曳き網漁業、大、中型巻き網漁業（特にサバ

とアジ）、延縄や一本釣り、定置網漁業（特にブリ、メジナ、スルメイカなど）などで、様々

な養殖も行っている。代表的な養殖の種類は、トラフグで全国養殖生産量第 1 位である。

タイやヒラメ、ハマチなどの養殖も盛んに行われている。1985 年より中国から直接鮮魚運

搬船が入って、中国鮮魚の水揚げをし、競りによる販売を行っている（委託販売方式）。そ

の量はピーク時、12,000 トンぐらいあったものが、今、約半分の 6,000 トンにまで減少し

ているが、これは中国国内の需要も増えていることを意味している。なお、長崎魚市㈱か

ら中国への冷凍水産物の輸出に関しては、1995 年からすでに始まっている。 

 

＜中国の水産市場の状況＞ 

中国の水産市場の状況について、私が見てきた市場のいくつかを紹介したい。まず上海の

銅川路市場だが、これは上海を代表する市場の一つであり、様々な鮮魚・活魚、それから

干し物、特に干しアワビや干しナマコなど高級食材を扱っている市場だ。1996 年に設立し

て、2007 年の取扱高数量約 120,000 トン（長崎魚市場の年間の取扱量に相当）で、取扱

高金額は 675 億円であった。ほとんどの高級食材は輸入したものであり、上海市内をはじ
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め、高級な店、中華レストランなどがそうした食材を仕入れているような状況だ。もう 1

つ上海にある大きな市場である江楊路市場は、一応昨年に完成したと発表されているが、

水産物だけでなく、農産物・畜産などが全部入っている総合的な市場だ。長崎魚市場と同

じような中国を代表する産地市場として知られているのは浙江省舟山の舟山国際水産市場、

そこにはたくさんの船が入港し、直接水揚げして取引が行われている。昨年の年間水揚げ

量が 350,000 トン、取扱高金額が約 600 億円に上る。しかし、ほとんど刺身で食べられる

ような、また、そういった扱いをするような環境にないというのが今の中国の現状だ。最

後に上海東方国際水産中心市場。一応報道では上海に置いても最も規模の大きい水産市場

と言われている。この市場は、主に冷凍品を扱っているのが特徴だ。ただ、今でも一部の

市場間では店舗（業者）の誘致合戦が行っているような状況があるようだ。 

 

＜中国の日本料理店の最近事情＞ 

以前は、日本料理店は在留日本人のための料理店であったが、今は中国人、あるいは日本

人以外の外国人をターゲットにした店が非常に増えている。また、経営に関しても、以前

は個人経営が主流だったが、今では大型店舗（中国資本、香港資本、日本資本など）が主

流となり、日本のレストランチェーン会社、日本の老舗なども進出するようになった。店

のタイプで 1 番多いのは、飲み放題、食べ放題など非常に安い料金の店だが、様々なニー

ズに応えるため高級志向の店も次々とオープンしている。既存の店もレベルアップをする

ために、料理や原材料にも工夫を凝らし、富裕層やある程度消費能力のある消費者は、美

味しい店を選択するようになった。こうした一部の高いレベルの消費者に対して、もっと

良い食材を提供したいという声が高まっているといる状況もあり、中国人スタッフが経営

している店でも、料理のレベルも食材のレベルも高くなってきている。昨年の 3 月に実施

したアンケート調査（約 20 社の日本料理店が回答）によると、平均客単価が 1,500 円～

12,000 円まであり、高い店ほど中国人のお客さんの比率が高い。また、客単価が高い店ほ

ど、日本産の食材（刺身用商材）を使用していることがわかった。最近の店は、器から料

理まで、日本の高級料理店と変わらないぐらいまでレベルが上がってきている。北京にあ

る高級日本料理店（京都の老舗）のように、ランチでも数万円、夜の懐石料理だと 1 人 10

万円～20 万円ぐらいかかるというような高級店もある。 

 

＜長崎魚市の対中国事業＞ 

長崎魚市の対中国の鮮魚輸出は 2005 年の 10 月からはじまっており、地元に水揚げされて

いる魚をはじめ、今は北海道産や鹿児島産の魚も輸出している。2006 年には中国のデパー

トで鮮魚フェアを実施した。中国の漁業博覧会に出店した際は、日本の鮮魚は珍しかった

ので非常に注目された。また、昨年 2 月には、中国の水産市場に初めて常設アンテナショ

ップを出店し、日本の魚屋さんのイメージで、鮮魚や加工品を展示できるショールームも
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設置し展開している。店で 1 番大切なのは衛生管理なので、浄水の機械を導入し、店舗内

で特に調理や魚に関わる水、製氷の水は全部浄水し、食用できる水を使用している。来場

者はほとんどが日本料理店の関係者、スーパーの関係者などプロの方々だ。最近は、魚の

種類がますます豊富になって、例えば伊勢海老やアワビ、カキなど高級食材も上海に送る

ようになり、数量も金額も増えている。また、現地のスタッフに対して、日本から専門家

を派遣し、若い中国スタッフに日本の調理技術、販売技術などを教えたり、現地の販売ス

タッフを長崎に呼んで、産地市場の流通および仕入れの状況、日本料理店の調理、スーパ

ー販売などの状況を研修させている。このように日本の料理、日本の心、日本の文化を現

地のスタッフにわかってもらうような試みも行っている。 

 

＜今後の課題と展開＞ 

上海の中華料理店で行ったアンケート調査の結果から、まだまだ日本料理を知らない人が

多いことがわかった。要は中国のような巨大マーケットが無限大にあるということだ。今

後の課題だが、衛生検査、検疫、通関の手続き上、いろいろな手間暇がかかったり、無駄

な部分が多いと思うが、この部分をぜひとも今後、簡素化できるようにお願いしたい。ま

た輸出コストの削減、特に安定供給のシステムづくりが非常に大切だと思う。日本の品物

の質や味に関しては周知されているが、安定供給できなければ、ビジネスの取引きとして

は信用されないと思う。今後、そのような体制の整備と、長崎鮮魚のブランド化に向けて

いろいろな努力をしていきたいし、引き続き現地スタッフの育成、料理人の育成にも、力

を入れていきたいと考えている。 

 

○講演－３／｢北京における水産マーケット事情｣／森和世紀商貿有限責任公司 森下優氏 

 

＜北京の日本食・水産マーケット事情＞ 

1997 年に弊社を設立し、2007 年に農水省の常設店舗型海外輸出促進事業を北京の新光天

地で行った。こうしたこれまでの経験をもとに話しをさせていただきたい。まず北京のマ

ッケートは、上海と比べて小さいと言える。人口は約 1,500 万人で上海と遜色はないが、

日本人は 1 万人強と言われており、10 万人と言われている上海と大きく異なる。日本料理

店の数（吉野屋やラーメンチェーンを除いた日本料理と看板を掲げている店）は 300 ぐら

いで、日本からの輸出を考えると、日本料理店や日系スーパーを足がかりに、中国人の富

裕層、1 割～2 割（150 万～300 万）を狙っていく形になると思う。水産品に関して中国国

内では、大連あたりの遼寧省、青島あたりの山東省、福建、舟山がある浙江省あたりから

魚が来ており、どうしてもこの食材が欲しいというようなことでない限り、中国産のもし

くは中国で加工された食材だけで、日本料理店を経営しようと思えばできる状況にある。 
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＜北京への輸出・物流事情＞ 

輸入の方法は航空便と船便の 2つあるわけだが、まず北京において航空便となると難しい。

実は 3 年程前に長崎でとれたものを上海経由で入れ、北京にもってくることにトライした

が、北京での引き取りが夜中もしくは翌朝になってしまい、北京の日本料理店の中で、こ

うしたものを扱える高級店が多くないこと、上海プラス北京までの航空運賃等かかるので

割高になることなどがありやめた（当時は北京に直接エアーで入らなかったが今は直接入

る）。また、北京は非常に抜き取り検査等が厳しく、サンプル検査も全ての種類において行

っているので、ますます割が合わなくなる傾向にある。今北京で潰れている店も高級店が

比較的多く、そうした意味でも鮮魚をエアーで送るというのは、北京の場合まだ難しいと

いうのが私の率直な意見だ。次に船便だが、2 年前常設店舗をしていた時、最初常温品の

商品を輸入して、次に冷凍コンテナを仕立てて、水産品を入れるという計画を立てていた

が、検査の厳しい水産品に合わせて他の商品も検査を受けないと通関が通りにくいので、

他の商品が非常にコスト高につながることから、現実的でないということになった。つま

り水産品は水産品として、それだけでコンテナを仕立てないと、輸入は難しいというのが

当時の状況だった。基本的に北京の場合は、冷凍品船便で勝負するというのが現実的だと

思う。輸出に関しては、いくつか柱となる商品を決めた上で、少しずつトライアルをして

いくのがよい。大きな柱となる商品というのは、刺身用のイカ、サケ、サンマ、干物、ホ

タテ、イクラ、塩辛あたりだと思う。ただ大きな問題は、やっぱり資金繰りだ。中国に持

っていって、そこで販売をして、代金回収までの時間を考えると、下手をすると 1 年近く

かかる。この問題がビジネスとして捉えた場合、1 番大きな問題になる。 

 

＜北京への進出手法等＞ 

私は長崎魚市の活動を、非常に高く評価している。中国にものを持っていく場合、ただ商

品を輸出するという形では難しい。長崎魚市のように、例えば自前で日本料理店を作る、

モデル店を作るというようなことと組み合わせながら商品を持ってくるのが 1番いい方法

だ。例えば魚屋と寿司をメインにした料理屋が一緒になったような店を簡単でいいから作

って、そこを拠点に他の日本料理店にも卸しをする。そういう風な形を取ることができれ

ば、そのお店で日銭を稼いで資金繰りの問題に対応し、安定供給できるような道を作って

いくことも可能なる。実際、円高というのを逆に考えれば、潰れた店を居抜きで貸りて、

少し手直しして進出するというような意味では、進出しやすくチャンスかもしれない。や

はりマーケット的には上海が 1 番で、北京が 2 番になるかと思うが、北京の贈答品需要は

高く、捉え方次第では、非常に面白い市場であると思う。 

 

○質疑応答および輸出のワンポイントアドバイス 
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＜質疑応答＞ 

質 問 者 Ａ ジェトロ農水産部の者です。上海東方国際水産チュウシにおけるコールド

チェーンの内容が分かるようなら教えていただきたい。 

呉 氏 東方市場に関しては、冷凍物を保管できる大きな冷蔵庫が 3つぐらいあり、

以前から、海外および遠洋からとってきた魚をそこで保管して全国に流通させる機能を持

っている（今は東方市場に移管）。容量は確か 3.5 万トンぐらいあると思う。中国にコール

ドチェーンがないとか、輸送が問題とか言われるが、私自身は全然心配していない。中国

に弊社から冷凍物をピーク時約 4,000 トン輸出するが、何の問題もなかった。高速道路網

や、冷蔵庫などの整備が進み、冷凍も鮮魚も、あるいは活魚の輸送も対応できると思う。 

 

＜輸出のワンポイントアドバイス＞ 

天 野 氏 神戸のクラウン貿易の者です。食料品の輸出には手間がかかる。各種の証

明書や分析書などが要求されることも多々ある。そうした中で、どうか臆することなくそ

ういった諸外国の要求に答えられるような体制づくり、準備をぜひとも進めていただきた

い。そのためには時間とコスト、費用がかかることも認識しておいていただきたい。 

柏 原 氏上海から参加させていただいた JointB＆K の者です。弊社は中国で上海を中

心に食品、日本産食品の販売のトータル的なサポートをさせて頂いている。私から伝えた

いのは中国、上海で貿易をする際には、供給者、サプライヤー、メーカーの努力が必ず必

要になるということ。商品がいいから後はもう売れるだろうとお任せにして、失敗して撤

退するケースがこれまで多かった。必ずできる限りのサポートはさせていただくので、メ

ーカー側も努力していただきたい。 

和 田 氏 東京のセントラル貿易の者です。弊社は北米メインの貿易会社で、現地に

３つの卸の拠点を支社としてもっており、現地のスーパー、レストランに卸している。北

米向けに関しては水産品、水産加工品（一部除く）に HACCP が必ず必要となってきてい

るので、HACCP の認証施設の登録をぜひお願いしたい。また、弊社はアメリカのマンハ

ッタンに小売店を持っているので、もし試験的に何かを販売したい、市場状況を見たいと

いう要望があれば、協力させていただく。 

三 原 氏 香港・マカオを中心に展開しているカイロンアジアコマースの者です。香

港、は自治権があり、貿易の自由港なので、海外でも一番やりやすい地域だと思う。日本

からも 3 時間ぐらいの距離にあり、弊社も即日便を確立している。飛行機便は東京が月曜

日から土曜日で、福岡は月、火、木、土、札幌も 3 便やっていた。船便も苫小牧や東京港

から出している。いい商品を入れていただければ、弊社が港渡しで引き取り、国内取引と

同じように、空港や港で全部決済もできる。ただ、香港はレベルが高く、入りやすいけれ

ども競争は激しいと思う。マカオは今、あまりお勧めではなく、物流も大概は香港経由の

ものが多いのが現状だ。 
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鈴 木 氏 マレーシアから参加させていただいている DAISHO FOOD の者だ。マレ

ーシアはイスラム国家であり、豚、アルコールはイスラム教徒には販売できないという状

況がある。マレーシアの国民の大体 25％ぐらいを占める中華系の方が日本食を販売するタ

ーゲットだが、豚やアルコールを使用してない商品なら販売することはできるので、今後

のイスラム世界のマーケットをにらみ、売りたいものを売るのではなく、どのように展開

していくのかということを長い目で見て頂いて、商品をご提案いただければと思う。 

松 宮 氏 弊社コスモトレードアンドサービスは UAE のドバイを中心に中東各国に

日本食を輸出している。イスラム圏は畜肉の場合、ハラール証明書が必ず必要になり、そ

れに結構手間がかかるが、水産物に関しては非常に通関が容易、簡単なので、2003 年ぐら

いから和食、すしブームになっている。非常に単価が高い高級店がオープンし、築地の仲

買から直接本マグロも輸出している。 

シュレスタ氏 大阪から参加させていただいている大井山本商店の者です。弊社は鮮魚を

中心に輸出をしている。水産物の加工品の輸出に関しては、使用している原材料や添加物

によって輸出できる国とできない国があるので、それをよく調べた上で製品づくりをし、

その商品を現地の人に分かるように説明できれば輸出しやすいと思う。 

塚 田 氏 東京のエイワ商事の者です。弊社は鮮魚、水産品を中心に北米、カナダに

向けて輸出をしている。また、東南アジアも韓国、シンガポール方面に水産物を中心とし

た食品全般を輸出している。先ほど北米向けの手間のかかる証明書関係の話があったが、

絶対に諦めないということが大事だと思う。現地では、日本人のマーケットは非常に縮小

傾向にあり、白人系のマーケットにも広げていく必要を感じている。ただ、我々とはアイ

デアの違いがあるので、我々も現地のニーズを皆様に伝えていきたいと思っている。 

井 阪 氏 横浜にあるショウライの者です。日本食は確固たるものを各国で築いてい

るので、ただ単に商品を売るのではなく、日本のマーケットと同じように、2～3 年後のマ

ーケットを見据えた中で事業をすることが一番大事だと思う。もう 1 つは、その国に合わ

せたような商品ではなく、やはり日本の伝統的な日本のスタイルでやること、そして、そ

こで試食などを展開しマーケットを広めていくということが大事だと思う。 

森 下 氏 一昨年に農水省の常設店舗型事業のときに輸出入のお手伝いをさせて頂

いた製麺会社が、その後、上海でお店を出したいということで、少し協力させていただい

た。去年の 7 月に上海の久光百貨店の地下でオープンし、コンセプトはその店に行けば札

幌ラーメン、喜多方ラーメン、10 箇所ぐらいのご当地の名店ラーメンなど、色んな味が楽

しめるというものだ。ぜひ足を運んでいただければと思う。 

司 会 進 行 本日のセミナーが、積極的に食品の輸出を目指す皆様方にとり、有意義な

ものになれば幸いだ。 

 

以上 


