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主要国・地域におけるコールドチェーン調査（2013年度）

1.調査⽬的
新興国向けの農林⽔産物・⾷品輸出の課題のひとつに、コールドチェーンの整備状況に関する情報が不⼗分で
あることが挙げられる。新興国のコールドチェーンの実態について調査を⾏い、⽇本企業が輸出の可能性を検
討する際の参考情報とする。

2.調査実施対象国・都市
以下７ヵ国14都市について、調査を⾏った。
① 中国（上海、成都）
② タイ（バンコク）
③ ベトナム（ハノイ、ホーチミン）
④ フィリピン（マニラ）
⑤ マレーシア（クアラルンプール）
⑥ インドネシア（ジャカルタ）
⑦ インド（ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ、ﾑﾝﾊﾞｲ、ﾁｪﾝﾅｲ、ｺﾙｶﾀ、ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰﾙ、ﾊｲﾃﾞﾗﾊﾞｰﾄﾞ）

3.調査⼿法

公開情報の収集、および現地企
業へのヒアリング等

4.調査のポイント
主に以下ポイントについて、調査を⾏った。
① コールドチェーン整備に関する政策的・社会的背景
② 冷蔵・冷凍⾷品の流通例
③ 主な空港・港湾の冷凍・冷蔵施設
④ 主な倉庫・物流事業者
⑤ ⾷品を低温流通させる上でのハード⾯、ソフト⾯の課題、等



調査結果のご紹介



都市名（国名） 法整備・政策的⽀援等 インフラ 担い⼿（倉庫・物流事業者）

上海（中国）

成都（中国）

バンコク（タイ）

ハノイ（ベトナム） -

ホーチミン（ベトナム） -

マニラ（フィリピン）

クアラルンプール（マレーシア） -

ジャカルタ（インドネシア） -

ニューデリー（インド）

（注）ヒアリングを中⼼に情報を収集。このため、実態は記載の内容と異なるケースもある。
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【概要】主要国・地域のコールドチェーンの状況
＜表の⾒⽅＞
 今回の調査結果により、「法整備・政策的⽀援等」があると分かった場合を「●」、調査範囲外の場合は「-」と記載。
 「インフラ」、「担い⼿（倉庫・物流事業者）」については、主な基準として、港湾・空港から⼩売店・飲⾷店まで⽇本

とほぼ同等レベルの低温維持が可能な場合「★★★」（星3つ）、商品への致命的な損耗はないが、⼀時的な⼨断はある
／あるいは品質・温度管理に注意を要する場合「★★」（星２つ）、品質劣化が起きやすい／あるいは事業者が⾮常に限
られている場合を「★」（星1つ）を評価した。

※なお、「⼈材（従業員の意識改⾰や運転⼿の技能向上等のソフト⾯）」は、
各国・都市で共通して、課題として挙げられた。



【各国編】中国（上海、成都）
国を挙げて消費者の安全確保のためのコールドチェーン整備
に取り組むも、内陸部（成都市）の整備はまだこれから。
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＜主な流通事業者と取扱商品＞

■上海
上海鮮冷儲運有限公司：丸美屋（納⾖）
、麺匠讃岐（うどん） etc.

■成都
⼀番⾷品有限公司：
紀⽂（かまぼこ）、
榮和乳業（シュークリーム）

•沿海部の都市だけでなく、内陸部でも富裕層が拡⼤。近代的な⾷品スーパーマーケットチェーンの展開が加速。

•2012年8⽉、中国国務院「全国流通⼯作会議」において、国内消費者の⾷の安全強化の側⾯から、⾷品流通・
物流の効率化促進が掲げられた。

•また、第12次5ヵ年計画を受けた国家発展改⾰委員会「農産物コールドチェーン・ロジスティクス発展計画」に
基づき、⾼速道路に加え、低温倉庫や低温流通センターの整備が進められている。

政策的・社会的背景

•上海、成都では、納⾖やかまぼこ、シュークリー
ムなど、⽇本では冷蔵で流通している商品も冷凍
で流通。「低温流通⾷品=冷凍⾷品」という構図。

•上海は店頭までの配送体制構築の選択肢は多く、
⽐較的容易。

•⼀⽅、成都市については、⽇本→上海→成都まで
の幹線物流に関しては選択肢はあるものの、その
先の市内配送については、中⼩規模の物流会社が
多く、オペレーション・品温管理が不⼗分。

⽇本産⾷品流通の可能性

成都



【各国編】タイ（バンコク）
港湾・空港から⼩売・外⾷店に⾄るまで⽇本産⾷品のニーズ
にほぼ応える⽔準。配送効率アップによるコスト減が課題。
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タイ系⼩売

＜主な流通事業者と取扱商品＞
⽇系輸⼊卸売業者：りんご、アイスクリーム
etc.
タイ系⼩売業者：⽔産物、果物etc.

•経済成⻑、都市化によるライフスタイルの変化により、冷凍⾷品が選択肢のひとつに。⼤⼿レストランにおい
ても、⾁、シーフード等の材料は、⻑期保存可能な「冷凍品」の利⽤が増加。

•2015年のアセアン経済共同体の発⾜により、タイは物流ハブとして機能することが期待されている。国内産品
の輸出増への対応の観点からも、コールドチェーンのさらなる整備・⾼度化は重要課題。

•商務省は、倉庫・貨物・冷蔵室規格を国際規格に引き上げる⽅針（2012年4⽉25⽇付けタイラット紙）

政策的・社会的背景

•⽇系冷蔵・冷凍倉庫業者は、作業標準を定めると
ともに温度設定や⾛⾏スピードの異常を検知でき
る技術を導⼊。最も難しい品⽬とされるアイスク
リームの運送も⼿掛けている。⽇本と同等の品温
管理と運⾏管理が可能なレベル。

•配送効率の向上によるコスト減、運転⼿の⼈材育
成・教育によるソフト⾯の改善が課題。

⽇本産⾷品流通の可能性

2号棟を
合わせて

＜企業動向＞
 SCGロジスティクス社が、⽇本の温度管理式

物流サービスリーディングカンパニーである
ニチレイ・ロジスティクス社と合弁会社を設
⽴。市場の拡⼤、新規事業開発に取り組んで
いる。2013年7⽉より温度管理式配送⾞での
サービス、2014年10⽉には倉庫事業を開始
。

 ヨコレイタイランドは2014年2⽉5⽇アユタ
ヤ県にあるワンノイ物流センターの隣接地に
2号棟を新設した。冷蔵収容能⼒は⼀号棟と
合わせて4万2,000トンに拡⼤する。



【各国編】ベトナム（ハノイ、ホーチミン）
現地輸送・倉庫業者の温度管理は未徹底。低温維持には、
冷凍コンテナや発泡スチロール製保冷箱＋保冷剤を活⽤。
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くと予測。

■KONOIKE VINATRANS LOGISTICS：
ホーチミンを中⼼に展開（アイスクリーム（タイ、韓国産）、
⽜⾁（オーストラリア）、ムール⾙（イタリア）etc.）
 「従来エビ、イカ、ナマズの輸出を契機に冷凍冷蔵倉庫の

需要が⾼まったが、⽇本産⾷品はまだ⾮常に少ない。」
 「ただ、2012年夏頃から、コープマート、ロッテマートな

どが多店舗展開を進めたのに合わせ、アイスクリームや⽜
⾁などの輸⼊商品の取り扱いが増加、今後もこの傾向は続
くと予測。」

•ベトナムでは鮮度重視で惣菜等を冷凍する習慣がないため、冷凍・冷蔵⾷品への需要は極端に低い。

•また、ハイフォン港またはノイバイ空港からハノイ市内は保冷箱や保冷剤で低温状態を概ね維持でき
る距離・時間（1〜3時間程度）にあるため、輸送時に冷蔵・冷凍機能付トラックを利⽤しないのが⼀般的。

コールドチェーンに対するニーズ

• ベトナムでは、冷凍・冷蔵⾷品への需要は総じて
低いものの、ハノイ、ホーチミンを中⼼に徐々に
富裕層が⽇本⾷材を購⼊するトレンドもみられる。

• ホーチミンでは、ファミリーマートやミニストッ
プなどの⽇系コンビニエンスストアの進出
（2009年）、イオン1号店のオープン（2014
年）により、今後⽇本の冷凍・冷蔵⾷品の輸⼊増
に期待。

⽇本産⾷品流通の可能性
ある。」

＜主な流通事業者の声＞
■AKURUHI GROUP：
ベトナム全⼟のほぼ全ての⽇本⾷レストランに⾷材を卸してい
る（⽇本酒・焼酎、醤油、味噌、冷凍うどん、練り物 etc.）
 「ホーチミンからハノイまでの陸送は2〜3⽇間」
 「⼩⼝配送の場合、バイクで運ぶことになるが、ホーチミ

ン市内は渋滞も多く品質管理が難しい。市内は、トラック
の交通規制があるので、バイクを活⽤せざるを得ないが、
外気温が⾼いので、氷やドライアイスでの冷蔵には限度が
ある。」

2008年 2009年 2010年 2011年
店舗数 416 537 642 811
前年⽐較 - + 121 + 105 + 169

（参考）ベトナム6⼤都市*におけるモダントレードの店舗数推移

*ハノイ、ホーチミン、ダナン、ハイフォン、カントー、ニャチャン
（出所）ニールセン・ベトナム ポケット リファレンス ブック 2012,2013



【各国編】フィリピン（マニラ）
⾸都圏の低温物流サービスは概ね充実。⾸都圏の渋滞や⼤型
貨物トラック規制、⾼い電⼒コスト・停電への対策が課題。
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の合弁）

＜主な流通事業者とその顧客＞

Koldstore Centre Philippines：マグノ
リア（アイスクリーム）

Icebox Logistics Services：ネスレ、ヤ
クルト etc.

Igloo Supply Chain Philippines：ミニ
ストップ（三菱商事と現地JG Summitと
の合弁）, ウェンディーズ, etc.

• 1998年に⽶国農務省が実施した調査における「フィリピンはコールドチェーンに関する組織を作り、
その質を⾼めるべきである」という結果および提⾔に基づき、2002年にコールドチェーン協会を設⽴
（物流・倉庫30社、⼩売・卸約100社の規模）。

• 2011年には、冷凍・冷蔵物流および倉庫事業者に対し、農業省による許認可制度が義務付けられ、同
省による3段階の格付制度（任意）も整備された。

政策的・社会的背景

•港湾から店舗まで、設定温度で保管され、各
輸送段階で⼀定の温度管理は可能。

•ただし、①地⽅都市におけるコールドチェー
ンの整備、②⾼い電気代による事業者のコス
ト増への対応、③マニラ港および⾸都圏にお
ける渋滞の緩和、④政府による温度管理に関
する規定の明確化が課題。

⽇本産⾷品流通の可能性



【各国編】インドネシア（ジャカルタ）
冷蔵・冷凍の倉庫貸出・配送業者は限定的のため、⾃社⼿配が
⼀般的。⼤⼿流通業者との取引には⼀定のロット確保が必要。
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＜主な流通事業者とその顧客＞

PT Sukanda Djaya：ピザハット、マクドナル
ド等に倉庫を貸出 •インドネシアで、⽇本⾷を専⾨に輸⼊する企業は

⾮常に少ない。

•⽇本⾷レストランでは、輸⼊品の価格と選択肢の
少なさから、常温で流通するインドネシア産の野
菜、⿂、⾁で代替しているのが現状。

•また、⼤⼿コールドチェーンを使う場合の取引量
や⾦額等の理由から、コールドチェーンを使いに
くい事情もある。

⽇本産⾷品流通の可能性

•物流を含めた貸し倉庫サービスを⾏っているのは4社、うちジャワ島内外に広く流通網を保有
しているのは1社のみ。

•冷凍・冷蔵倉庫業者は限定的。⼤⼿スーパーは、倉庫や配送を⾃社⼿配。

•品質低下や返品・クレームは頻繁に発⽣。受け取り時の検品が必須。

コールドチェーンの実態

＜⽇本産⽣鮮⾷品の流通事例＞

2012年度に39トンのりんごが⽇本からイン
ドネシアへ輸出されているが、輸⼊りんごはリ
ーファーコンテナでスラバヤ港に輸⼊された後
、そのまま陸送でジャカルタまで運ばれている
。その後、数箇所の⾼級スーパーマーケット等
販売先へ配達される。



【各国編】マレーシア（クアラルンプール）
築地の⿂介類は、翌⽇午後には店舗到着。空港内で⼀時的な
⼨断はあるが、商品損耗には影響しないレベル。
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⾷店勘⼋）

＜⽇本産⾷品を調達する⾼級和⾷店の声＞
「⿂介類は冷蔵庫ではなく、発泡スチロールの中

に氷漬けにして輸送」 「航空便の制約による成⽥空
港での待機時間、クアラルンプール空港内での⼀時
的なコールドチェーンの⼨断などの課題はあるもの
の、成⽥－クアラルンプール間の輸送において、致
命的な被害が商品に⽣じることは少ない」（⾼級和
⾷店勘⼋）

•クアラルンプール空港内で⼀時的なコールドチ
ェーンの⼨断があるが、商品の損耗に⼤きな影
響はないとされる。

•⽇系物流業者（ヤマト運輸）が進出。同社は現
在、⼈⼝と産業が集中するマレー半島⻄海岸の
主要都市クランバレー、ペナン、ジョホール・
バルの3エリアでクール宅配便を取り扱ってい
るが、今後の需要に応じて、⻄海岸のイポー、
マラッカの2エリアへの拡⼤も検討している。

⽇本産⾷品流通の可能性

•成⽥-クアラルンプール間輸送における機中で起こるコールドチェーンの問題として、凍傷と荷崩れが挙げられるが、各社梱包の⼯夫で
対応。

•通関後、クアラルンプール国際空港（KLIA）内の倉庫に⼀時的にとどまる際、コールドチェーンが⼀時的に⼨断されるが、即座に現地
の物流会社の⼿によってトラックに積載されるため、商品の損耗に⼤きな影響はないと⾔われている（⽇系物流企業）。

•渋滞の発⽣もあり得るが、想定内の範囲。

コールドチェーンの実態

の拡⼤を狙

＜⽇系物流企業の声＞
「商品の保存状態や損耗状況に関する問題は発⽣

しておらず、総じて、運送会社による国内コールド
チェーンについても安定。」「宅配ドライバーの9
割がマレー系のイスラム教徒であり、また利⽤顧客
の⼀部にはトラック内でノンハラル商品と混載され
ることを嫌がるマレー系もいるため、クール宅配便
の取扱商品はハラルに限定。」「事業者向けシェア
の拡⼤を狙う」（マレーシアヤマト運輸）



【各国編】インド（ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ、ﾑﾝﾊﾞｲ、ﾁｪﾝﾅｲ、ｺﾙｶﾀ、ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰﾙ、ﾊｲﾃﾞﾗﾊﾞｰﾄﾞ）

冷凍・冷蔵設備は不⾜。政府による業界振興策や⼩売業
の発展などが、今後のコールドチェーンの⾏⽅を握る。
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■バンガロ
Global Foo
Schedulers

＜主な流通事業者とその顧客＞
■デリー
ColdEX：スターバックス、ダノン etc.
MJ Logistic Services Limited：サブウェイ（冷凍パン
⽣地） etc

■ムンバイ
Kelvin：KFC、ドミノピザ etc.
RK Foodland：マクドナルド etc.

■チェンナイ
Om Shakthy Cold Chain ：PRJ Foods, Arul Traders

■バンガロール
Global Food India：McCain & Godrej
Schedulers Logistics India：KFC, ドミノピザ etc. 

•冷凍・冷蔵設備の不⾜による野菜・果実等の廃棄ロスは、約4,400億ルピー（約7,480億円）に上る。

•インド全⼟で必要な冷凍・冷蔵設備は6,100万トン以上と試算されるが、現在の収容能⼒は3,000万トン（6,300ヵ
所）と半数以下の規模とされる。また、現在低温運搬⾞両は250社により約2万5,000台が稼働中だが、うち約7割が乳
製品の専⽤⾞両で、その他冷凍・冷蔵品を運搬する⾞両は8,000台弱に留まる。

•野菜や果物等の⽣鮮⾷品の保管や運搬のためのコールドチェーンの技術標準を設けることを⽬的に、政府は2012年、
全国コールドチェーン開発センター（NCCD）を開設。NCCDは、全国の低温倉庫の承認・格付、コールドチェーン整
備にかかる研究・開発等も⾏う。

•政府は、コールドチェーン整備プロジェクトにかかる機材等の輸⼊関税の減税措置等を実施。

政策的・社会的背景、コールドチェーンの実態

• 2006年に、三菱商事、ニチレイや三菱倉庫がSnowmanに
資本参加しているが、⽇本産⾷品の取扱いは、まだされてい
ない。

• サービス網は地域に限定されるものの、最新技術を⽤いて温
度管理・輸送する⼤⼿企業が複数存在。各社、取扱い品⽬の
多様化と収容量増加を今後の戦略としている。

• 今後、規制緩和による外資系⼩売業の参⼊促進がコールドチ
ェーン整備を促すカギとなるか。

⽇本産⾷品流通の可能性

コルカタ
ハイデラバード



最後に

詳細の情報は：

ジェトロ・ホームページよりダウンロードできます。

「2013年度主要国・地域におけるコールドチェーン調

査（中国、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、イン
ドネシア、インド）（2014年3月）」

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07001642
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【免責条項】
ジェトロは、本報告書の記載内容に関して⽣じた、直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、⼀切の責任を負いませ
ん。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

担当部課
⽇本貿易振興機構（ジェトロ）
農林⽔産・⾷品部
農林⽔産・⾷品調査課
TEL：03-3582-5186
FAX：03-3532-7378
E-Mail:AFC@jetro.go.jp


