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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（東日本会場）の要約 

 

○主催者挨拶／東北農政局生産経営流通部長 藤村博志氏  

 

我が国は、農林水産物全体で約 8 兆円を輸入する世界第一の食料輸入国だが、平成 16 年

から攻めの農政として、官民が一体となった農林水産物および食品の輸出促進に取り組ん

でいる。その結果、平成 16 年には 3,000 億円弱だった輸出額が、平成 20 年は 4,312 億ま

で増加してきている。東北地域において、その牽引役となっているのがリンゴ、ナガイモ、

米、リンドウ、ホタテなどだが、やはり世界的な景気後退、円高の影響で、平成 21 年の 1

月は前年同期マイナス 32％という厳しい状況下にある。しかし、この東北においては、ま

だまだ魅力的なものがたくさんあると考えており、食べ方の提案をしっかりすることで、

タマネギの輸出が伸びたという話も聞く。単なる品質だけでなく、現地の食生活もしっか

り勉強していけば、伸びる余地があることを改めて感じた。厳しい状況下ではあるが、焦

らず、商談に一歩一歩結び付けていく取り組みを、今こそ注力していく必要がある。また、

輸出に向けた治験、あるいは施設を整え、世界の経済が好転するとき一機に反転攻勢がで

きるような、そういう体力を今こそじっくりつけていくべきではないかと思っている。国

としては平成 25年までに 1兆円という目標を立てており、21年度の輸出促進対策として、

約 20 億 6,800 万円の予算も計上している。そこでは、海外における展示、商談会、日本

パビリオンの開設、海外高級百貨店等でのアンテナショップ設置のための農林水産物、海

外販路創出拡大事業、輸出意欲のある農林漁業者や団体への具体的な輸出拡大プロジェク

トへの直接補助などの支援を考えているところだ。東北農政局としても、輸出意欲のある

生産者あるいはバイヤーのマッチング、輸出の知見を深める輸出促進セミナーやこの度の

会なども、しっかり開催しながら、東北の輸出促進に貢献をしていきたいと考えている。 

 

○講演－１／｢台湾における最近の市場動向｣／㈲ナウスプランニング 長井昭彦氏 

 

＜食品輸入経験から学んだこと＞ 

私が台湾で 5 年間、日本からあらゆる商品を輸入してきた中での経験について、まずは話

しをさせていただく。あるスーパー（現在、台中で 5 店舗運営）の経営に参加し、業務改

革を行ってきた。海外に輸出するにあたって、大切な要素は 3 つある。1 つは、売掛代金

をどうやって回収をするか。2 つ目は、長く継続して輸出するには、やはりインフラ整備

が必要だということ（小ロット・多頻度で納品するしくみ）。3 つ目は輸出国に商品をきち

んと理解をしてもらい、しっかり売っていただける得意先があるかどうか。つまり、信用
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できる決済条件のある企業と、その企業がどのようなインフラを組んでいるのか、また、

売り先がどのように対応してくれるのかを、きちんと把握してスタートしないとだめだと

いうことだ。このようなしくみをスーパーにおいて整え、2003 年から随時、商品を輸入し、

あらゆる商品を扱う中で失敗もたくさんしてきた。もし興味があり問い合わせしてくれた

ら、応えさせていただく。また、北海道滝川市と組んで雪中米を年平均 120～150 トン輸

入した。店舗で販売できる量はせいぜい 20 トン～25 トン（約２割）で、残りの 8 割は私

どものレストラン、お弁当で全部使っている。台湾、香港、中国だけでなく東南アジアも

そうだが、自宅でご飯を炊いて食べるという習慣がない。買って食べるという習慣の国な

ので、商品で売るよりも加工して使ってもらう相手先を見つけることが最優先だと思う。 

 

＜台湾の消費トレンドの変化＞ 

世界不況が台湾も襲い、失業率も過去最悪の状況だ。ただ、台湾の救いは、アメリカドル

に対して、それほど影響がないことだ。だが、円高の影響を受け、日本から輸入すると約

25％～30％の値上がりになってしまう。これが日本から台湾への輸出減の大きな要素にな

っていると思う。ただ、IT 関係の需要はかなり回復しているという報告もある。このよう

な中から、過去 5 年間、消費トレンドがどのように変わったかということを、大きな３つ

の要素に分けて説明したい。消費行動を大きく変えた要素の 1 つが、2003 年におきた台

湾、香港、中国全土を巻き込んだ SARS だ。この SARS の影響で、食に対する安心への関

心度がものすごく高くなった。台湾でも露天商が姿を消し、生産履歴が非常に大事になっ

ている。これまでは日本という言葉が入っていれば売れたが、日本のメーカーが日本の技

術指導で台湾でつくった商品は、Made in JAPAN と認めない風潮がある。一番、消費者

が目安にしているのがバーコードだ（49 または 45 がついてるかどうか）。この SARS を

契機に、中国大陸に対してものすごい不信感をもつようになった。日本もこの 5 年間にか

なり食品関係の不祥事があったので、メーカーが手を抜いたら、必ずしっぺ返しをくらう

ことは想像に難くない。2 番目が、2007 年に新幹線が走ったことだ。当初、上下で 19 本

の本数が、あっという間 65 本ぐらいに増えてきた。この新幹線が人の移動を簡単にして

しまった。インフラというものが、それぞれの地域の特徴をなくし、食文化を大きく変え

てしまったということだ。また、地下鉄もどんどん延長し、日本と同様に、衛星都市がで

きてきた。台北市の世帯数は減少傾向だが、こうした衛星都市は人口が増え、New Family

の出現で核家族化が進んでいる。祖父母が台北市にいて、子どもが周りの衛星都市にいる

ので、土日祝日にそれぞれの家を行き来する、土日祝日型の消費パターンが生まれている。

3 番目が、少子高齢化だ。老人が増えて子どもが減るということは、胃袋が小さくなり消

費量が減るということ。そのため、量より質（値頃感のある質）で、買い回り頻度の高い

商品が要求されている。また台湾も高学歴の女性が増えており、女性の社会進出と晩婚化

も進んでいる。そのため 30 代の独身女性の富裕層がかなり出現しており、彼女たちをね
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らった作戦で、私どもも台湾人の憧れが強い北海道から、これまであまりなじみのなかっ

た白ワインをかなり輸入し浸透させた。こうした富裕層のミドル女性に何をどうやって売

るかという作戦が大切だと思う。さらに、低脂肪や低カロリー、低糖の商品もかなり嗜好

性が強くなっている。キーワードで言えば、安全と安心の次に健康がきて、いい物、美味

しい物をほどほどに食べて、健康で長生きをしたいというのが台湾人の望みだ。台湾の高

齢化社会は、日本の 10 年あとを追いかけている状況だ。そのため、日本で成功または失

敗したことを、10 年後を踏まえて対応するような風潮が結構ある。とにかくターゲットを

きちんと絞って売らないと、なかなか成功しないことは事実だ。 

 

＜台湾の経済概況と今後の対策＞ 

台湾では 2003 年から直近まで、大型ショッピングモールが全盛だったが、オーバースト

アになり、一昨年、人口一人当りの売り場面積が世界一になった。小売業の過当競争の時

代であり、2007 年の 12 月には、ジャスコが台湾から全面撤退した。その一番大きな理由

はインフラが整備できてなかったことで、デッドストックを抱え、競合他社に価格競争と

品揃えで負けてしまったことが大きい。こういう現象が今、台湾で起きている。こうした

厳しい状況下で、台湾政府は消費券を 2009 年の 1 月の 18 日に一律配布した（赤ちゃんか

ら高齢者まで一律に日本円で約 1 万円強）。今年のお正月が 1 月 26 日だったので、この消

費券と旧正月が相まって、今年のお正月は非常に売上がよかった。ただ、消費券で購入す

るのは日常生活品で、今年の正月は大型連休で、温暖な気候、消費券が重なり、かなり人

が出たものの、あるスーパーでは、フードコートや軽衣料の売上が伸びただけだという。 

今後の対策として、1 つは計画性をもって取り組むべきだということ。リンゴなら、そろ

そろ商談の話を進めないと難しい。作柄等理由をつけて機会ロスを起こさないようにすべ

きだ。台湾でも日本のリンゴは非常に評価が高いし好まれているが、店頭に並べて売るだ

けではなくて、やはり、お客様に予約を取って売る。待つのではなくて攻める商売をしな

いと、台湾では生き残れない時代になってきている。生産者の方ときちんと打ち合わせを

して、予約販売先を取るというリスクヘッジのやり方をとらないと、長い商売はできない。

今年、私どもは台湾での試食会で評判のよかった栃木県のにっこりという梨を、少量でい

いから美味しい物を食べたいという富裕層をターゲットにした作戦で売ろうと考えている。

また、中秋節の桃は消費量が非常に多く、高く売れるので（山梨の水蜜は日本円で 1700

円～1800 円）、旬のときに旬の物を売る作戦もあるかと思う。ただ、台湾でも日本を習っ

て、いい物をつくれば高く売れるということに目覚めているので、今後は台湾および東南

アジアとの品質勝負にもなってくるし、相手側に攻め入られないようにしなければならな

い。また、台湾に輸出するときは中国語ラベルが必要であり、加工食品の表示義務もいる。

その他参考まで、台湾の三大イベントだが、春節と端午節と中秋節がそれで、台湾は旧暦

でやるので、新暦の 1 月 26 日が正月、5 月 28 日が端午節、今年は中秋節が遅れて 10 月 3
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日（旧盆）、この旧盆はダントツに焼肉パーティーが多いので、調味料メーカーはこの時期

をねらうのが１つの手だ。また、鬼月（旧暦の 7 月 1 日から 30 日）は、無駄遣いをしな

い時期なので、いくらいい商品を売り込んでも売れない。つまり鬼月に売れる商品は何な

のかということを考えないと、この時期、物産展をやってもまず失敗をするということだ。

もし何かご質問等があったら、メールでも、個別でも対応させていただく。 

 

○講演－２／｢上海における日本産農林水産物・食品のマーケット事情｣／JointB&K  

樽家邦興氏 

＜上海の食を取り巻く概況＞ 

弊社は、中国・上海にて日本食品の輸入貿易・卸・販売事業、その他食品展示会・物産展

の運営、飲食店・スーパーでの店舗での販売プロモーションといったコンサルティング事

業を行っている。今日は皆様に上海の生の情報をできるだけ多くお話ししたいと思ってい

る。まず上海の食品市場・業界情報についてお話ししたい。中国は非常に経済発展・経済

成長を遂げており、その中で個人の食生活の変化も非常に著しいものがある。例えば、ス

ターバックスでコーヒーを飲んだり、生野菜や刺身・寿司を食べたり、ピザハットでピザ

を食べたりすることは、今まではなかった現象だ。それとともに、経済発展で富裕層の数

も非常に増加傾向にあり、日本食品を含めて、高級食材、輸入食材の市場が益々拡大して

いる。また、粉ミルク事件の影響で、中国人自体も中国産食品に対する懸念を抱いており、

富裕層の間では、健康・安全・安心な食品に対する関心がより一層高まっている。実際に

有機食品の販売専門店数も増えている。加えて 2010 年開催予定の上海万博に向けて、食

品市場の拡大が益々期待されているので、世界各国から中国の上海市場をねらって競争が

ますます激化すると想定される。 

 

＜上海の日本食品の概況と消費者の特徴＞ 

上海には料理店が約 36,000 店ある。その中で売上 NO.1 と言われているのが、ファストフ

ード系の店を運営している会社だ。その他にも中華料理店、イタリアン、韓国料理、その

他エスニック料理など世界各国の料理店が集まり、非常に激戦区となっている。日本料理

店は、現在約 600 店舗ほどで、ほとんどが香港人・台湾人・中国人の経営者だ（日本人の

経営者は約 10％）。日本料理店の中で、今最も勢いがあるのが味仙ラーメンで、中国で約

300 店舗ほど展開している。成功要因は、まず進出が非常に早かったので、ラーメン店と

してのブランド構築ができたこと、ローカライズされたメニュー構成であること、中国人

の食習慣に合わせ非常に豊富なメニューがあることなどだ。ただ、最近では、本格的な日

本料理を出すような店に、市場も徐々にシフトしている傾向にはある。次に、スーパーだ

が、日本食品を扱っているスーパー・百貨店はまだまだ少ないが、増加傾向にはある。基

本的に日本人が多いエリアの日系のスーパーが多いので、中国人への販売普及がまだ限定
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的であると言える。上海では、まだまだ外食産業の方が先行しており、特に日本食だと、

ラーメン・寿司・刺身、カレー・牛丼などへの食品需要の方が多いということだ。なお、

上海では、非常に数多くの食品イベントが行われているものの、単発的なイベントが多く、

継続的な販売につながっていないのが現状だ。 

次に消費者の特徴をいくつかの層に分けて説明したい。まず 1 つ目は高所得者層・新富裕

層（約 20％）。この層は、外食がほとんどであり、安全・安心の食に対する要求が最も高

い層だ。基本的に食品を買うときに商品の産地をチェックする。次が政府高官。ビジネス

接待や贈答品需要も非常に多い。次がトレンドをつくる女性だ。特に 20～30 代はマーケ

ティングリサーチの対象にもなっている。中国では女性の社会進出が非常に盛んで、上海

の女性は非常に独立心も強く、性格的にも強いと言われている。その他先ほどの粉ミルク

事件にも関係することだが、元々中国は 1 人っ子政策なので、親が子どもに対してかなり

の投資をする。そういう意味で、子ども向けの商品もおもしろいと思う。最後に、上海は

国際都市・経済都市なのでチャイニーズ系（台湾人・香港人は数 10 万人）も含め、非常

に外国人の方も多く、とくに欧米人（数万人）が中国人への影響力を持っている。ちなみ

に日本人（7～8 万人）は日本価格を知っているので、意外と財布の紐が硬いようだ。 

 

＜現状の問題点と今後の課題＞ 

まず、中国の独特の商習慣だ。例えばスーパー・飲食店にものを入れるには入場料が必要

であり、担当者レベルでのキックバックが必要になったり、委託販売という特殊な形態が

あったりする。また、売上代金の回収などが足かせになっている部分は多少なりともある

と思う。それとともに、輸出できる商品がまだ少ないこと（リンゴ・ナシ・米・加工品・

水産品・飲料）、日本食品を扱っているお店がまだまだ少ないという現実もある。ただ、こ

れが実は逆にチャンスにもなる可能性もある。あとは価格帯だ。日本からの輸出品になる

と、通常の日本の価格に比べ大体 2倍から 2.5倍になることも非常にネックになっている。 

そこで商品戦略について話をしたい。日本の商品をそのまま中国で販売すると、商品のパ

ッケージ自体が全部日本語になっているので、表示やパッケージの工夫も必要だ。また、

商品の名前も、中国は名前を非常に重視し、漢字の 1 文字 1 文字の意味、音の響きも重視

するので、名前だけで損をしている企業もいくつかある（成功例はコカコーラやサントリ

ー）。この辺は我々もアドバイスさせていただく。また、上海でどのようにものを売ってい

くかということだが、まずは成功例として、キリンの「午後の紅茶」があげられる。これ

は非常にヒット商品となり、現地生産で値ごろ感のある価格帯を設定し、日本の仕様とは

少し異なるちょっと丸みを帯びたような、女性を意識した商品パッケージ（ボトル）にし

ている。「てんや」というまぐろ専門店の店は（現在 7 店舗展開）、トロという中国には今

までなかったもので差別化し、お店のスタッフが、トロや食べ方等について、継続的にお

客さんにずっと説明し続けた。そうした結果、徐々に口コミでつながっていったという背
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景がある。また、顧客のターゲットの絞りこみについては、やはり中国の富裕層、中国人

に影響力が強い欧米人や、台湾人、香港人にターゲットを絞り込んだという成功例をもと

にしてのアドバイスとなるが、まずその中国を知ることからはじめる必要があると思う。

つまり、実際自分の目でマーケティングリサーチし、市場そのものや中国人の嗜好性など

をしっかり見極めて、海外戦略の構築をはかるということだ。商品戦略は、差別化をどう

するか、また商品のローカライズ化をはかるのか、純日本品をそのまま全面的に出すのか、

そういった部分での選択は必要になってくるかと思う。なお、商品をローカライズする場

合は、商品の開発から販売まで、弊社のように問屋とか小売店と一緒になって連携するこ

とも必要になる。販売戦略としては、まず価格戦略が重要だ。現地生産でコストダウンを

はかるのか、富裕層等に絞り込むのかといった選択も必要になる。また、その商品をより

分かりやすくするために、食品に食材をプラスして料理として提案するのも 1 つの方法だ

し、カタログやパッケージでの提案も必要になってくる。そうして、やはり実演での商品

のプロモーションも不可欠ではないかと思う。上海で、いろいろな中国系のバイヤーと話

をすると、みなさん日本の食品はやはり美味しい、品質がいい、加工技術もいいと口を揃

えて言ってくれるが、価格が高いわりにパッケージが少し安っぽく見える、プロモーショ

ンが不足してという声をいただく。やはり、せっかくいい商品をもっているのなら、中国

の消費者の方にしっかりと商品を伝えるという努力が今後必要なってくると思う。 

 

○講演－３／｢マレーシアにおける日本産農林水産物・食品のマーケット情報｣／ 

DAISHO FOOD 鈴木真人氏 

＜マレーシアの国情と食を取り巻く概況＞ 

弊社は日本食の輸入・卸、ならびに直営のスーパー・レストランをマレーシアにて展開し

ている。マレーシアは日本の 0.9 倍の国土をもち、そのほぼ 70％がジャングルだ。人口は

約 2,700 万人で、マレー系が 66％、中華系が 26％、インド系が 8％、プラス先住民とい

う構成である。マレー系はイスラム教徒が大多数を占め、華人は仏教、インド系はヒンズ

ー教という、東南アジアの中でも、少し変わった多民族、多宗教国家と言える。現在の 1

人当たりの GDP が 13,385 ドルで、いわゆる中進国と言われるくらいの国民所得はある。

経済成長率は 2006 年が 5.9％、2007 年 6.3％、2008 年 4.6％。昨今の中国の経済成長に

比べると、ゆっくりではあるが着実に成長している国だ。弊社が展開しているのは、首都

クアラルンプール周辺（首都圏の人口約 400 万人）で、日本人も約 5,000 人しか住んでい

ないので、メインのターゲットは現地の方になる。次にマレーシアの食文化だが、イスラ

ム教徒が非常に多いので、加工品については、ほぼハラールの認証（豚およびアルコール

を使用していないという認証）が必要になっている。スーパーマーケットの中においても、

豚肉や豚肉の製品を取扱っている商品は、ノンハラルコーナーに置かれ、間違って買わな

いようにコーナー分けされている。ただ、アルコール系や豚肉も手に入れることはでき、
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外で豚肉、アルコールを自由に食することもできる。 

 

＜日本食品等の現状＞ 

現在、非常に積極的に取り組まれ、かつ人気のある商品がメロンやイチゴ、モモ、ブドウ

といった品質に格段の差がある商品だ。ローカルのもの、もしくは日本以外の外国産の商

品も非常に多く入っているが、例えばメロンなら、ローカルのメロンは 1 玉約 300 円、日

本産は約 5,000 円で販売されている。つまり、全く違うものとして受け入れられているの

だ。次に人気の高い商品だが、バレイショやタマネギ、ナガイモといった船便で輸送でき

る商品がそれに該当する。船便により価格が抑えられていることもあり、人気が高いのだ

と思われる。現地産もしくは他国産と競合する商品としては、ダイコンやキャベツ、ハク

サイなどがある。日本種の種を持ってきて、日本人の技術者が、栽培に適した条件の高地

で、こうした商品をつくっている。ナガネギも、青いネギだけでなく、現地で白ネギも開

発して、2 年ほどで非常にいいものができあがっている。現地産のトマトの桃太郎も日本

食レストランなどで重宝されており、キュウリも非常によいものが出ている。贈答用の商

品については、マレーシアには基本的に贈答のシーズンとして、イスラム教徒の断食、ラ

マダン明けのハリラヤハジ（10 月から 11 月ぐらい）、チャイニーズの春節（大体 1 月末か

ら 2 月上旬）があり、他の中華系の国では、中秋節なども贈答シーズンだが、マレーシア

では中秋節は月餅のみを贈答品として贈るので、残念ながら日本産の農産物などの売れ行

きはよくない。農産物の加工品は、冷凍で輸送可能なあんぽ柿を開発していただいたので、

こちらは人気が非常に高い。日本酒については、イスラム国家で税金が非常に高いのだが、

日本食レストランでは、ほぼ取り扱っている。弊社としても、日本酒の普及をはかるため

に、現地の伊勢丹で毎年試飲販売を行っており、着実に浸透し始めている状況だ。今回の

会場である東北は米どころだが、マレーシアにおいては米や穀類、乳製品、精油と鶏卵、

アルコール類等が輸入禁止、もしくはライセンスの取得が必要となっている。こと米に関

しては、現状でライセンスを取得しているのが 1 社のみで、他社が申請しても、取得する

のは難しい状況だ。続いて水産物、水産加工品だが、マレーシアも海に面している国なの

で、現地においても非常に量も種類も多い魚があがるが、生魚を食べる文化がないので、

スーパーに並んでいるものはあまり新鮮ではない。そのため、寿司、刺身用の食材は、弊

社の場合は週 2 回、日本からの空輸で現地の高級レストランに卸している。具体的には冷

凍生鮮品、マグロ、エビ、サーモン、ホタテ、サンマなどで、日本だけではなく、東南ア

ジア各国、遠くはヨーロッパの方からも調達、輸入されている。水産加工品である練り物

は、中華系レストランでは非常に好まれ、一般的な市場に並んでいる。水産物に関しては

特に輸入に関する規制はない。一般加工食品（グロサリー）として、まず冷凍食品に関し

ては、日本産、海外産、現地産が非常に普及しており、購買者は日本人が多い。納豆、油

あげなど、日本でも賞味期限の短い商品は冷凍で持ってきて、現地で購入された方が自宅
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で解凍して賞味できるように冷凍輸送を行っている。インスタント食品は日清のカップラ

ーメンをはじめ、非常に多く取り扱っている。ローカル産もあり、現地の方は手軽なおや

つ的な感覚で購入されているようだ。レトルト食品は、東南アジアの場合、屋台で安く早

く食事が取れる外食文化なので、カレーライスなどはあまり普及していない。日本産の調

味料に関しては、昨今、みりんや調理酒など、こだわりの味付けをする方が増えてきてい

るので、今後、有望な市場なのではないかと考えている。醤油は現地でも同じような醤油

が生産されており、現地の方は調理用としては現地産を、日本食、寿司や刺身を食べると

きは、日本産の醤油を使っている家庭が多いようだ。お菓子については、若い女性の購入

が人種関係なく非常に増えており、イスラム教徒の方にも販売できるような商材があれば、

非常に今後広く普及していくのではないかと考えている。ただ、お菓子の中でも和菓子は、

現地の方がまだ和菓子の上品な甘さに慣れていないので、なかなか受け入れられていない

というのが現状だ。価格の面でも、現地産のお菓子より高く、賞味期間も比較的短いので、

取り扱いが難しい商品でもある。 

 

＜今後の可能性＞ 

市場の今後の可能性は、ゆっくりではあるものの、確実に成長を続けていく市場だと言え

るし、2020 年までに先進国の仲間入りをしようと、国をあげて経済成長に取り組んでいる

ので、10 年、20 年といった長い目で見れば、非常に有効な市場だと思う。可能性のある

商品として、農産物は糖度の高いメロン、イチゴ、モモ、ブドウの巨峰などは、マレーシ

アの経済成長や市場の成長に合わせて、確実に販売数量は伸びていくと思っている。水産

品は冷凍輸送で生食が可能な商品を、値ごろ感のある価格で販売することができれば、刺

身や寿司など日本食の普及に合わせて、可能性があると思う。加工品については、豚肉、

アルコールを含まない商品があれば、非常に広く普及する可能性はある。また健康食品も

今後は可能性があると思う。 

 

○質疑応答および輸出のワンポイントアドバイス 

 

＜質疑応答＞ 

質 問 者 Ａ 宮城県の気仙沼市から参加している。私どもの会社の主力商品は、カニおよ

びエビだが、ハラールの規格において、こうした甲殻類は特に問題があるのか。 

鈴 木 氏 全く問題がない。中東のドバイなども同様だと聞いている。 

 

＜輸出のワンポイントアドバイス＞ 

山 根 氏 神戸から参加しているクラウン貿易の者です。皆様にお願いしたいのは、国

内販売と同じように、どこで何をどのように売っていきたいのかを、まずメーカーサイド
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として明確にしていただきたいということだ。それに対し、今度は私たちの方で、どのよ

うなアプローチをすべきか等を一緒に考えるという具合に、お互いパートナーとして、一

緒に取り組んでいくのが貿易であると考えていただけるとよい。 

稲 垣 氏 東京のセントラル貿易の者です。弊社は北米を中心に様々な国に輸出をして

いるが、輸出と言うと、どうしても法規制等々、いろいろな手間をお願いすることになる。

だが、その協力がないと輸出は難しくなるので、ご理解の上、長い目で見ていただきたい。 

李 氏 台湾から参加している瓦克國際股份有限公司の者です。弊社の主な業務は、

新鮮な果物を輸入することだが、今回の会で、新鮮な果物だけでなく、果物に関する加工

品や、その他おすすめのものがあれば、ぜひ教えていただきたい。 

松 宮 氏 東京のコスモトレードアンドサービスの者です。弊社は、中東のドバイ、ア

ブダビに現地法人を 2 社、カタールに 1 社、会社をもっている。業務の中心は日本食の輸

出だ。イスラム圏はハラールが厳しいが、水産物に関してはほとんど何も問題はない。2002

年ぐらいから、ドバイでは日本食・寿司ブームがあり、寿司ネタを中心に非常に輸出が盛

んになっている。今後も不況の余波はあるが、まだ観光客が大きく減少していないので、

日本食の消費は、まだそんなに落ち込んでいない状況だ。 

齋 藤 氏 東京のダイショージャパンの者です。弊社はグループ会社としてシンガポー

ル、マレーシアを中心にインドネシア、タイで直営の回転寿司と和食レストラン、直営の

スーパー、および一部マレーシア、タイでは現地での日本食の卸業務を行っている。ダイ

ショージャパンという会社は、これらの購買部のようなところで、基本的に日本食を国内

で集めて、現地に輸出している部隊と言える。輸出に関しては、日本食は基本的に現地の

ものに比べても質が高く、いいものが揃っていると思う。ただ、みなさんも現地の状況を

把握していただいて、輸出に関しては、一緒に協力して、いいものを輸出するようにした

い。 

大 高 氏 東京から参加しているぐるなびの者です。弊社は 3 年ほど前から中国に現地

法人を設立し、現在上海、北京を拠点に、中華系を中心としたレストラン情報の紹介等を

行っている。今年からさらに広州、天津へと拠点を拡大し、現地のレストランネットワー

ク広げていく予定だ。1 つアドバイスとしては、まず 1 回現地を見ていただいて、その上

で長期的に輸出に対して、どういう戦略をとるかということを、ある程度各社で判断をし

ていただいた上で展開した方が、より成功する率は高いと思う。 

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。弊社

は香港へ、週 15 便ほどエア便を飛ばしており、東京からは、毎朝、朝早くから仲買の協

力で、夕方には香港のお客様に届けるというロジスティックを確立している。香港は自由

港で関税はゼロ、所得税は 16％で、市場的には成熟しており、世界中の商品があふれてい

る国だ。弊社は福岡や東京、札幌にもあるので、そこに持って行っていただければ、国内

決済もできる。安くて、価値のあるものをぜひ紹介して欲しいと思っている。 
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呉 氏 香港味珍味の者です。弊社は香港で創立 28 年の会社で、その間ずっと日本

の食品・食材の輸入、卸業を行ってきた。輸出は現地の方に食べていただくことが一番重

要であり、プラス本格的に輸出を考えている方であれば、ぜひ一度香港の方に来ていただ

いて、いかに海外で受けるような商品を開発して輸出するかがキーポイントとなると思う。

そのためのアドバイスは、現地の我々のような者がいるので、そういうところから情報を

入れ、良きパートナーを探して輸出を成功させていただければいいと思う。 

井 町 氏 香港味珍味さんの出版の仕事をさせていただいている、インペリアルクラウ

ンの者です。輸出には、やはり現地の方にその商品を覚えてもらえる一工夫が大事だと思

う。目立ったシール、斬新な外装パッケージ、のぼりを立てる、香港の方々用に漢字に変

えてみるなど、そういった一工夫が大切だと思う。 

塚 田 氏 東京から参加しているエイワ商事の者です。弊社は北米を中心に空輸にて鮮

魚・水産品および水産加工品を海外に向けて供給しており、また、食にまつわるもの、水

産加工品等を船便で北米の西海岸を中心としたグループ会社にコンテナにて供給をしてい

る。食品の輸出は非常に手間のかかることであり、たくさんのハードルがある。その 1 つ

1 つをクリアしていって、丹精込めて作り上げた商品を、私どもはいい状態でお客様まで

お届けするので、ぜひパートナーシップをしっかりとって、やっていきたいと思っている。 

エロヤン氏 ロシア、モスクワから参加しているインエオレカ社の者です。弊社はモスク

ワにあり、主に生鮮品の輸入を行っている。現在の主な輸入先は韓国と日本で、輸入商品

をロシア、特にモスクワ最大のスーパー、最高級クラスのスーパーマーケットチェーンに

供給している。日本の商品をロシアに普及させるためにがんばりたいと思っている。 

タ ン 氏 伊勢丹シンガポールの者です。今回の会で、ほかの日本の商品についても非

常に深い知識を得ることができたので感謝したい。 

林 氏 台湾のショウダ実業の者です。私どもは主に日本からの農産品の輸入を約 20

年手掛けている。大体 300コンテナ分で、水産品加工品および水産品を大体 1週間に 1度、

空路で運んでいる。台湾の取引に関して、何か質問があれば、いつでも相談いただきたい。 

司 会 進 行 本日の会が積極的に農林水産物、食品の輸出を目指す皆様にとって、有意義

なものとなれば幸いだ。 

 

以上 


