
生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

新たに講じられた政策①
4章 中東（サウジアラビア） 4-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び現地FVC再構築に向けた最新動向調査

 公的投資基金（Public Investment Fund : PIF）によると、2021年～2025

年の戦略的投資にかかる１３のセクターの一つとして、食料・農業セク
ターも含まれる。特に、食料安全保障と持続可能な食料生産システム
の達成に加えて、食料輸入源の多様化を主題としている。サウジアラ
ビアの食料・農業セクターの成長促進、世界のハラルな製品流通セン
ターとしての地位の強化を目標として掲げている。

 サウジアラビア環境・水・農業省は農家支援及び食料輸入促進のため
の総額25億SARに上る農業計画を導入。これにより、ファンドの予算は
55億SARとなる見込み。これは2019年のほぼ３倍であり、海外投資に
向けた資金も増加傾向にある。なお、2020年には農業セクターへの貸
付は 37億SARと達した。

 特に、米、大豆、とうもろこし、砂糖などの穀物輸入業者に対する銀行
保証は、2020年３月から20億SARに及ぶ。

 ファンドの予算はCOVID-19以前から増加傾向にあり、海外投資に10億
SARを割り当てることを含め、すでに2019年より約60%増加していた。

 果物や野菜の国内生産を増やすことはサウジアラビアの最優先課題
の一つであり、2020年はトマトとキュウリの生産量を50%増やすことを

目標としている。国土の大部分が砂漠であるため、従来の農法よりも
90%少ない水で栽培できる水耕栽培も奨励している。そのため、資本
金への投資の大部分をカバーするローンの提供も実施している。

 農業開発基金（Agriculture Development Fund: ADF）は、農業セクター
支援の枠組みに対し、様々な支援策を通じて8200億SARを超える貸

付および融資を行う。コロナウイルスの影響を緩和するためイニシア
ティブとして、①中小規模農業者の固定資本と運営コストのサポート
及び②食料安全保障戦略の対象農産物の輸入にかかる融資（商業
銀行と協働）を含む。特に、デーツの加工、施設園芸、家禽および魚
の養殖、家畜協同組合に関連した獣医サービス構築、飼料の輸入、
動物生産資材の輸入等が優先事項。一部の作物の作付けと輸出を
目的とした海外農業投資への融資を承認。

 サウジ食品医薬品局（SFDA：Saudi Food & Drug Authority）によると、
サウジアラビアの食品供給は、近代的なシステム投資のおかげで、
COVID-19のパンデミックの影響を受けていない。 SFDAは、食糧供
給の継続性と輸入食品の安全性を確保するために必要な措置を講じ
ており、サウジアラビアの陸海空各港を通じて食品の輸入と検査の手
続きを簡便にしようとしている。

 サウジアラビア環境・水・農業省等が共同で南西部における約15,000
の農業基金構想を検討。

 農業開発基金は、銀行および商業銀行とのパートナーシップ契約に
よる融資プログラムを締結。持続可能な資金調達手段を通じた農業
セクター開発を強化することを目的とする。農産物等の輸入支援に融
資し、食料や穀物等の在庫確保等に利用。

政策動向 投資動向

農業・食品セクターへの支援及び投資政策

• COVID-19以前からの傾向である、農業・食品部門への投資は、2020年も好調に増加。
• パンデミック初期には物流の混乱も見られたが、食料の安定供給のため、食料の輸入支援や農家支援によって食品の在庫確保等を実施しており、前

年よりも農業関連投資を増加させる見込み。
• 輸入業者への補償に加え、野菜や果物の国産化を進めることを目標として、節水農業にも投資。
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

新たに講じられた政策②

食料不安を払拭するために、様々な消費者保護策を実施

外出禁止令の中で食品配送は免除

• 2021年3月15日 サウジアラビア政府はコロナウイルスにより、モール、レストラン、コーヒーショップ、公園、庭園の閉鎖に加えて外出禁止令を発表。一方
で、コロナウイルスの蔓延を食い止めるため、スーパーマーケット、薬局、レストランへの食品配送は免除

小売店の食品在庫を調査

• サウジアラビア商務省は、食品のサプライチェーンの安定的かつ持続性を把握するために、全国 73,000以上のスーパーマーケットや店舗における食品在
庫の実態を調査

消費者コールセンターを開設

• サウジ商務省は、消費者保護を徹底するために消費者の問い合わせや苦情を専門とする消費者コールセンターを設立
• 2020年3月23日から4月18日までの間、同センターには84,262件以上の報告が寄せられ、その多くは野菜、果物、消毒剤、マスクの値上げに関するもの

だった。
• 商品の便乗値上げが散見されたことから、商務省は、価格操作の許容度をゼロにして、全ての小売業者に対して厳しい検査と規制を実施。検査チームは、

違反者に対する法的処罰を実施して市場価格の安定化を図った

外出禁止令の中で食品配送は免除

小売店の食品在庫を調査

消費者コールセンターを開設
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

新たに講じられた政策③

消費者保護政策の成果

グローバル消費者信頼感指数が世界第2位に

• 消費者保護政策施行の結果、市場調査会社のIPSOSが発表しているグローバル消費者信頼感指数（Global Consumer Confidence Index）で、 2020年
12月、サウジアラビアは世界第2位にランクされた。第1位は中国

• グローバル消費者信頼感指数（Global Consumer Confidence Index）とは、地域経済の現状と展望に対する消費者の態度、個人の財政状態、大規模投
資に対する意欲、貯蓄能力、雇用などを測定したもの。消費者マインドのインデックス（指数）化し、個人消費動向を把握する際に利用される

出所：IPSOSのHP https://www.ipsos.com/ja-jp/global-consumer-confidence-index-december-2020

グローバル消費者信頼感指数が世界2位に

国別指数
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

新たに講じられた政策④

足下の経済状況

2021年1月のインフレ率は5.7%に上昇

• 2021年1月のインフレ率は前年同月比5.7%と、2020年12月の5.3%から上昇

• サウジアラビア統計局 （GASTAT）は、消費者物価は2020年7月VATの増加を反映していると指摘。2021年1月の消費者物価は0.2%上昇した

• 食料・飲料の消費者物価指数は、主として肉・野菜などの食料品価格が12.3%上昇したことから、年率で12.6%最も高い上昇率となった。

• 2021年1月は、 166商品中、16の商品・サービス価格は前年同月比 で下落し、148商品は上昇した。91の食品の中では、インド産のカルダモンが前年比
35.0%増と最大の伸びを示した。次いで、国産鶏卵が前年比24.5%増となった。一方、国産のズッキーニとカボチャは前年比12.0%減と8.9%減と、最も大
きく減少した。飼料・畜産物の11商品の価格は、いずれも前年同月比で上昇

に対する罰金の免除を2021年6月30日まで延長

• The General Authority of Zakat and Tax （GAZT）は、経済を刺激し、新型コロナウイルスの発生による経済的影響を軽減するためのイニシアティブとして、
罰金の免除を2021年6月30日まで延長した

• 納税者は納税の遅れや納税申告の遅れに対する罰金を免除される。また、付加価値税（VAT）法に基づく更正処分も免除。納税者が2021年1月から3月の
期間に確定申告書上の税額を全額納付すれば、課徴金が100%免除される

• さらに、 GAZTは2021年の4～5月の期間中に税金を全額納付すれば、罰金を免除されると述べた。また、50%の免除は、州税を6月中に全額納付する納
税者にも適用される。

https://saudigazette.com.sa/article/602768

https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Saudi_Arabias_January_inflation_rises_to_57_on_food_prices_VAT_effect-ZAWYA20210216110216/
https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1444601?utm_source=ArgaamSM&utm_medium=twitter

納税の遅れなどの罰金の免除を2021年6月30日まで延長

2021年1月のインフレ率は5.7%に上昇
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主旨 • 昨今のCOVID-19の感染拡大により、各国の食品業界及びフードバリューチェーン (FVC) の各プロセスはこれまでにない影響を受
けている。一方で、消費者の健康志向や内食・中食ニーズの高まり等、この大きな変革をビジネスチャンスの好機と捉えることも可
能である。

• 本会議では、日本とサウジアラビア両国の食品関連企業に広くお声がけをし、コロナ禍での事業の影響と変化について議論した上
で、今後の提携可能性がある分野を検討し、業界の健全かつ持続可能な発展を実現することを目標として開催した。

会議詳細 開催日程： 2021年3月3日（水） 16:00～18:00 （日本時間）
会議方式： WEB会議（Zoom）
使用言語： 日本語と英語（逐次通訳）
開催協力： みずほサウジアラビア

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

TV会議概要

アジェンダ

 開会のご挨拶等（JST16:00-16:10）
開会のご挨拶及び参加企業団体のご紹介 （農林水産省）

 基調プレゼンテーション①（JST16:10-16:25）
「COVID19がフードバリューチェーンに与えた影響」 （みずほ情報総研株式会社）

 基調プレゼンテーション②（JST16:25-16:40）
「サウジアラビア市場への“マーケットイン”への考え方」 （株式会社みずほ銀行）

 ディスカッション（JST16:45-17:50）
テーマ① 消費者の健康志向に対するビジネス機会
テーマ② 消費者の食生活の変化に対する新たなビジネス機会
テーマ③ 日本とサウジアラビア企業の連携と可能性

 論点まとめ（JST17:50-17:55）
 閉会のご挨拶等（JST17:55-18:00）

参加者（敬称略）

コメンテーター 佐藤タキ
（日本食普及の親善大使）

米倉大輔
（日本貿易振興機構（JETRO））

鶴本 新一郎
（㈱ヘルシーワンコーポレーション）

オブザーバー 農林水産省、在サウジアラビア日本国
大使館、サウジアラビア環境・水・農業
省、サウジアラビア投資庁

日本企業（一般財団法人を含む）
（４１名）

中東企業
（１８名）

FVC再構築検討のためのTV会議実施
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No. 論点 テーマ

①

消費者の健康志向に対するビジネス機会
について

1. COVID-19前後でどのような食の消費の変化があったと考えるか？

2. サウジアラビアの消費者の健康志向の特徴として、糖質、カロリー、栄養、アレルギー等、何を気にして
いるのか？

3. サウジアラビアの消費者は、どのような食品や食材に関心を持っているのか？
4. 食を提供する側は、どのような食品の提案を行っているのか。ラベリング等の表示の実態は？
5. 日本の食品メーカーからの提案

②

消費者の食生活の変化に対する新たなビジネス機
会

1. COVID-19の影響で食材の調達に関してどのような影響があり、どのような工夫をなさったのか？
2. フードデリバリーの普及において、日本の食品や食材の提案は有効か？

3. 日本ではコンビニなどで小分けにした惣菜の種類が増えてきているが、サウジアラビアでもそのような
ニーズは出てくると考えるか？

4. 内食志向の高まりを受けて、レシピ動画等による日本の食品や食材の提案は有効か？

③

日本とサウジアラビア企業の連携と可能性 1. 日本の食文化の浸透に向けて何をすべきか？
2. サウジアラビアの食品関連産業が日本企業との連携で求めるものは何か？

3. 日本とサウジアラビアの双方企業がより連携しやすいように、どのような施策や仕組みが望まれている
か？

4. 日本とサウジアラビアの企業の提携にあたって、想定される課題は何か？

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録

ディスカッション概要

回答者 経歴等

佐藤タキ 氏 • 中東における経験としては、アラブ首長国連邦(UAE)で4年間働いた後、転職してサウジアラビアで5年間勤務。
• サウジアラビアにおけるレストランのランキング上位50の1位を獲得したZUMAのドバイ店舗で勤務していた。
• リヤドではドバイと同じメニューを提供してもうまくいかなかったので、リヤド市内にある200程のレストランを食べ歩き、現地の人々に受け入れられる

味を研究した。

米倉大輔 氏 • JETROの中東アフリカ課に所属し、サウジアラビアを担当している。2010年から2014年までJETROのリヤド事務所にて勤務していた。本会議では、現在
現地に駐在しているJETROスタッフにも確認した上で、最近の状況について回答。

鶴本新一郎 氏 • 主に健康食品（例えば苦みの天然成分であるナリンギンを活用した商品）を扱う会社を経営している。

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施
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No. テーマ 回答者 回答

1
COVID-19前後でどのよ

うな食の消費の変化が
あったと考えるか？

米倉大輔氏

• サウジアラビアは観光・サービス業が発展しており、外食産業もまた発展しているため、現地人はケータリ
ングサービスを好んで活用している。COVID-19による外出制限によって外食や店内でのイートインの機会
が減った半面、フードデリバリー産業の売り上げが大きく伸びている。

• 現地人は食の安全性と風味への関心が高い。
• COVID-19による原油価格の下落を受けて、現地のVAT（付加価値税）が5％から7月に15％に引き上げら

れた。しかしサウジアラビアの中間層は比較的裕福であり、食品の消費についてそれほど大きな悪影響
は見られなかった。

2

サウジアラビアの消費
者の健康志向の特徴と
して、糖質、カロリー、栄
養、アレルギー等、何を
気にしているのか？

佐藤タキ氏

• 同じ中東であってもドバイ（UAE）とリヤドでは顧客の好みが異なる。リヤドでは顧客の9割が現地人である
ため、メニュー作りに苦労した。現地の人々に受け入れられる満足いくメニューの完成までに、200程のレ
ストランを食べ歩き研究を重ね、1年程かかった。

• 食の健康としては、糖質、カロリー、栄養、アレルギー等の要素が考えられるが、サウジアラビア人はそれ
ほど気にしていないと思われる。

3

サウジアラビアの消費
者は、どのような食品や
食材に関心を持ってい
るのか？

米倉大輔氏

• 健康志向について、アラブ料理では野菜が使われるもののお米中心のメニューであり、サウジアラビア人
は糖分摂取量をそれほど気にしない傾向にある。最近は健康志向の高まりを受けて有機野菜が注目を
集めておりスーパーで販売されているが、マーケットでは通常見かけない。最近では、メニューにカロリー
表示が義務付けられているように、消費者はカロリーを注意し始めている。これまで、「健康＝ウェルネ
ス」という概念は欧州の若い世代のコンセプトだと考えられてきたが、最近はサウジアラビアでも徐々に広
まってきている。

佐藤タキ氏

• 勤務するレストランでは、Instagram等のSNSを通じてレストランの最新情報をアップロードしている。顧客

が外食時に気にしているポイントとしては、カロリー、栄養素及びアレルギーである。時々ビーガンの顧客
が見受けられるが、まだそれほど多くはない。

• サウジアラビアの消費者が関心を持っている食材としては、牛肉、羊、鶏肉、水産物の順に挙げられる。
特に牛肉の人気は高い。それらと野菜の人気の差はとても大きい。

テーマ① 消費者の健康志向に対するビジネス機会について

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

4

食を提供する側は、どの
ような食品の提案を行っ
ているのか。ラベリング
等の表示の実態は？

佐藤タキ氏

• 現地のスーパーでは、オーガニックのラベリングが貼付された商品がよく見受けられる。また、低脂肪
(Low Fat)のキーワードのラベリングも見かけるようになったが、パッケージやデザインの効果はそれほど
大きくないと考えられる。

5

日本の食品メーカーか
らの提案 鶴本新一郎氏

• 当社ヘルシーワンコーポレーションが取り扱う健康食品としては、苦みの天然成分であるナリンギンを活
用した商品がある。見たところ普通の白い粉だが、食欲制御、ダイエット、血流改善やアレルギー制御に
効果がある。レストランでもそのまま使えるように風味を整えている。

• 値段は100 SAR程度を想定している。ハラルにも対応しており、残留農薬は世界的な基準に合わせて製造
されている。5年後を目途に本製品を活用した商品でサウジアラビア市場を展開したいと考えている。

追
加
質
問

現地で好まれる味、人
気のある食肉ブランドは
あるか。

佐藤タキ氏

• 現地人は甘さ、その中でも甘辛、甘酸っぱい、甘苦味を特に好む。ソースとして食材の上にのせる形が好
まれるが、店舗ではソースを別添する形で提供している。

• 外食産業、つまりレストランでの人気を考えると、牛肉はオーストラリア産が人気であり、現地の小売りの
肉屋でも主要な商品として扱われ、高級レストランではよく使われている。その次に人気なのはニュー
ジーランド産であり、現地のニュージーランド大使館が大々的にプレス発表する等、現地レストランを対象
にしたPR活動を積極的に展開している。

• 現地のスーパーでは、オーストラリア産の牛肉と同程度の価格でニュージーランド産の牛肉が販売されて
いる。

追
加
質
問

シーフードに関する現地
の輸入規制の動きにつ
いて。

米倉大輔氏

• 個々のケースについて回答するのは難しいが、一般的にサウジアラビアにおける食品の通関は難しい。
現地のSFDA（サウジ食品医薬品局）が医療や食品の通関を担当しているが、特に食品は事前通知もなく

急に規制が変わることがあるため、対応が難しい。そのため、現地の輸入業者と頻繁に連絡を取って常
に最新の情報を得る必要がある。

• またサウジアラビアの政府機関や現地JETRO、農林水産省等の公的機関を利用して、なるべく現地に関す
る最新情報を得られる様にするべきであると考えている。

テーマ① 消費者の健康志向に対するビジネス機会について

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

1

COVID-19前後でどのよ

うな食の消費の変化が
COVID-19の影響で食材

の調達に関してどのよう
な影響があり、どのよう
な工夫をなさったのか？

米倉大輔氏

• COVID-19以降、人々の食生活は変化している。6月にロックダウンが解除されて以降は人々の生活は通

常に戻り、食品の購入に問題はないと聞いている。小売店等の食料供給者は在庫不足等の問題を抱え
ていない。外食産業については、通常は高級レストランに卸している様な特殊な食材に限って流通が一部
停止したと聞いている。

2

フードデリバリーの普及
において、日本の食品
や食材の提案は有効
か？ 佐藤タキ氏

• 現地の味覚や文化にあった食品でなければならない。日本人はあっさりした味を好むが、現地人はこって
りした味を好むなど、消費者の嗜好の違いも理解すべきだ。以前、ドバイモールにヨックモックが店舗を出
しており、同社の甘いお菓子が人気を集めていた。

• 一般的に中東では甘い菓子が好まれ、また沢山お客を招いてパーティーする習慣もあるため喜ばれる。
また贈り物を送る文化もあり、パーティーセットが人気商品だった。

• 最近、現地では和牛が欲しいという要望が大きい。和牛が解禁されれば佐藤氏の店舗でも取扱う予定だ。
その際にはハラル対応をした、信頼性の高い和牛を取り扱いたい。

3

日本ではコンビニなどで
小分けにした惣菜の種
類が増えてきているが、
サウジアラビアでもその
ようなニーズは出てくる
と考えるか？

米倉大輔氏

• サウジアラビアでは一人暮らしすることが少なく、また一人暮らしでもメイドを雇っているケースが多い。通
常は大家族で暮らしており、大きな調理が一般的なため、小分けにして販売するニーズはまだ大きくない
と思われる。

4

内食志向の高まりを受
けて、レシピ動画等によ
る日本の食品や食材の
提案は有効か？

佐藤タキ氏

• サプライヤーとの取り組みは重要。

• 例えば、サウジアラビア人に合うレシピを動画としてアップロードして宣伝する方法は効果がある。現状で
は提案するプレイヤーが限定されている点が問題であり、一般人が発信者としてこのようなツールに取り
組むことも有効だと思う。

• 最近、現地サプライヤーのArabian Foods Corporationと一緒に企画して、日本の伝統料理を現地で調達で
きる食材で作った動画をアップロードしたいと考えている。

テーマ② 消費者の食生活の変化に対する新たなビジネス機会

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録

150



No. テーマ 回答者 回答

1

日本の食文化の浸透に
向けて何をすべきか？

佐藤タキ氏

• サウジアラビアは経済的に豊かな国であり、欧米の有名ブランドや大企業は既によく知られている。この
ような既存ブランドと価格で勝負するのは難しいため、日本独自の商品、例えば日本茶、お菓子、ノンア
ルコールビールや和牛など独自の商品を販売することが必要。

2

サウジアラビアの食品
関連産業が日本企業と
の連携で求めるものは
何か？

米倉大輔氏

• 現地でのビジネス機会としては、寿司、焼きそば、焼き飯の人気が高く、これらのメニューの提案は可能で
ある。緊急宣言以降は内食の機会が増えた。

3

日本とサウジアラビアの
双方企業がより連携し
やすいように、どのよう
な施策や仕組みが望ま
れているか？

佐藤タキ氏

• 現地で和食の認知度向上に貢献する取り組みが必要だろう。
• ドバイの見本市であるGulfoodにJETROは参加しているが、サウジアラビアではバイヤーが新商品をユー

ザーに提案するのではなく、ユーザーのニーズに基づいて新商品を購入する逆のパターンが多いことか
ら、ユーザーである消費者、ホテルやレストランの業者に日本食に興味を持ってもらう必要がある。

• これまで見本市ではプロのシェフや業者向けのセミナーを開催するなどの取り組みを行っているが、この
ように日本食を紹介する機会があれば大いに活用し、現地人が好む和食を提供すべきだ。

4

日本とサウジアラビアの
企業の提携にあたって、
想定される課題は何
か？

佐藤タキ氏

• まずは価格、物流、そして嗜好性だ。また先ほどお伝えしたSFDAが管理する輸入規制の問題もある。現
地からの報告では、コロナの影響で今後は更に通関手続きが厳しくなることが予想される。

テーマ③ 日本とサウジアラビア企業の連携と可能性

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

追
加
質
問

参加者からの質問で、
現地のE-Commerceの状

況についてお答え願え
るか。

佐藤タキ氏

• サウジアラビアではE-Commerceは有効だと考えている。特に若い層を中心に携帯電話を使って様々な商
品が取引されており、デリバリー食品に対する品質にも抵抗なく活用しているようだ。

• また若い世代は、スタートアップとして様々なECサイトやアプリケーションを独自に作っている。サウジアラ
ビア人が関心をもつ食品や食材については、日本食をサウジアラビアに強く売り込む必要がある。

追
加
質
問

日本食文化を浸透させ
るための取り組みにつ
いて、佐藤様にお伺いし
たい。

佐藤タキ氏

• レストランやホテル、またスーパーでも今後広く啓蒙していきたい。特に国際見本市などの大規模イベント
ではスペースを確保し、様々なイベントを展開したい。

• これまでは、例えば日本調理師協会と連携して、日本料理の紹介等の活動を実施してきた。同協会は初
めての中東支部としてサウジアラビアに事務所を設立する予定であり、今後も日本食文化を一層広めて
いく予定だ。

• 今後は現地人の日本食シェフを育てるために現地のレストラン、ホテルやスーパーとの連携を強化し、私
（佐藤様）自身は日本食の連携役としての役目を果たしたい。

• パリに本部を持つ料理教育機関であるル・コルドン・ブルーは日本料理も今後の料理プログラムに含める
ことを発表しているが、このような動きに感化されてサウジアラビアでも和食が一層広まることを期待して
いる。

追
加
紹
介

Arabian Foods 
Corporation社のレシピ

動画事業についてご紹
介いただく。

Ahmed Houri氏

• 当社は食品流通業者であり、日本食を多く取り扱っている。
• レストランへの供給も行っており、佐藤様も弊社の顧客である。
• 2020年4月に新しいアプリケーションのAFC Gourmetを開発し、新たに宅配サービスを開始したが、日本食

材もデリバリーしている。現在12都市にて展開し、登録ユーザーの数は35,000人である。

• 冷凍食品の取り扱いも多く、日本食では特にカニ、キューピーマヨネーズやお米が主要な商品となってい
る。

• また、最近は日本食レシピを動画にアップして展開する計画を立てており、佐藤様と共に日本食の作り方
をより広めたい。

テーマ③ 日本とサウジアラビア企業の連携と可能性

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施
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③日本企業の強み

①サウジアラビアにおける農業生産・食に関する変化

153

従前のトレンド（Before COVID-19）
 女性の社会進出による調理済品の需要増加
 伝統食から家禽等のタンパク質ベースへの食の変化
 食安全や健康食品に対する関心が向上
 若者の増加による簡便なスナック等の需要増加
 ベビーフードへの関心の高まり
 節水型農業、養殖業への関心の高まり

 調理済み食品の味の質が高く、栄養バラ
ンスを考慮した選択肢が多い

 内食用の食材や調味料が豊富で、家庭で
も簡単に本場の味を再現できる

 高品質な簡便即食食品及び健康志向食
品（低カロリー、低脂質等）の開発が得意

 日本食はヘルシーとのイメージがある

 魚介類の調理方法・コールドチェーンに強
み

事業構想案： サウジアラビア産食品と共存しうる日本食品の輸入・販売事業の展開

日本の食品・食材に
親しんでもらうための、

ポイントを絞った
マーケットイン活動

②サウジアラビアの課題

 コールドチェーンが不十分

 インフラメーカーが小規模であり、統合
組織が存在しないことによる規格化の
遅れ

 本格的な日本食に対する関心を高め
る機会がない（提供機会がほとんどな
い）

 健康食品に対する知識が偏向的

• 下図は、サウジアラビアにおける事業構想案の例を示したものである

新トレンド（With/After COVID-19）
 消費者の外出自粛による外食の減少及び中食・内食の

増加
 健康食品への意識の高まり
 食に対する安全、衛生意識のさらなる向上
 関税・VATの増税による食の集約化

【事業構想案② －健康志向の食品・食材に特化したプロモーション展開】
 現地食材・料理に適した機能性が高い食品の市場調査・開発

ターゲット：健康意識の高い中年層、美容に関心のある女性等

【事業構想案① － WEBサイトを活用した日本の食品等の普及促進】
 ECサイトを活用したテストマーケティング

ターゲット： 新しい味覚、商品に関心がある若年層

事業構想案 全体像

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討
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背景

 サウジアラビアのスマートフォン普及率は96%（2019年3月～2020年3月）

 外出規制及び夜間外出禁止措置を機に、食品の配送に宅配アプリが普及

 外出規制等の後は安全性やコスト削減の観点から、サウジ国内でも中食・内食の需要が拡大

 宅配アプリの浸透により、ファストフード店の需要は大幅に回復。外食産業から小売食品の輸入業者へのシフトした業者も存在

 西洋文化に触れた若者を中心として、健康志向が高まっている

想定される
現地市場への

アプローチ

 健康的な日本の食品・食材に、ビジネスチャンスが到来

 EC等を活用した高品質かつ健康志向の加工食品等の販売

 レシピ動画等による日本の食文化、食材のアピールで、サウジの消費者の反応を見ながら販路開拓

事業構想案①

WEBサイトを活用した日本の食品・食材の普及促進

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討
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事業構想案①

• サウジアラビアの消費者、食品業界には、馴染みのない日本の食品・食材を、現地ECサイトと連携して動画等で紹介。接点を拡大するとともに、消費者
の嗜好性を探ることで、サウジアラビアに適した商品の開発に役立てる

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討
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背景

 サウジアラビアの消費者は、肉を好み、味の濃いもの、甘いものを嗜好。食品について根強い文化、伝統、慣習を重視

 若者への西洋の食文化の浸透と相まって、肥満や糖尿病の消費者が増加しており、社会問題化している

 COVID-19の感染防止のロックダウンの影響で、生活習慣病対策としての健康食品に可能性

想定される
ビジネススタイル

 日本は、カロリーフリー等の健康志向の加工食品のラインナップが豊富。栄養補助食品なども充実

 所謂“リセット食品”など、食べ過ぎを解消する食品・食材にも可能性あり

 一方で、これらの多くは味覚が淡白で日本人好みとなっているため現地にサウジアラビアの消費者が受け入れられる健康志向
の食品・食材と現地と協力して探索する段階

 現地の小売店、食品メーカー、研究機関と連携して、サウジアラビア人の好みに合った健康志向の食品・食材の開発や、試食会
によるサウジ料理に合う食品・食材を検討する等、関係構築を進めていく。例えば、健康志向の調味料の開発等健康志向の調
味料や

事業構想案②

健康志向の食品・食材に特化した多角的なプロモーション展開

 健康志向の食品のテストマーケティングは、消費者に継続的に
使用してもらうことが必要。現地当局との調整が不可欠

 現地のフィットネスや健康関連産業との連携も検討

 また、外食産業と連携して、日本の伝統的な健康食品を紹介す
るなど、多角的な展開を試行していく

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討


