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1. 事業の概要 

 事業の背景と目的 

我が国の食産業の海外展開を一層加速させるためには、輸出と海外展開の一体化、地方中

小企業や複数企業の連携と併せて、より高品質で高付加価値な製品生産を推進し、フードバ

リューチェーン（以下、FVC）を構築・発展させることにより、農業の構造転換を支援する

ことが重要である。 

日本茶は、我が国の農林水産物・食品の輸出促進における重要品目であり、米国向けでは

市場は拡大傾向にあるものの、欧州向けでは輸出量は伸び悩んでいる状況である。 

そこで本事業では、2030 年の輸出拡大目標達成のために、主要な茶市場に販路を有する

アフリカ地域のバイヤー等を対象に、日本茶普及に資する人材育成を図ること等により日

本茶への理解醸成を広めることを目的とする。 

 

 事業内容 

本事業は、（１）事前調査、（２）セミナー計画・運営、（３）日本茶の PR 用資料の作成か

ら成る。 

 

（１） 事前調査 

① 各国における茶の消費量・輸出入量・取引国及び現地製造業者情報の既存データを収

集・整理し、アフリカ地域で主要な茶市場へ販路を有し、我が国の海外市場進出を支

援するために有望な国を調査する。 

② 主要茶市場における種類別飲料ニーズ、茶専門卸業者・販売代理店リスト等（モロッ

コを含む主要茶市場２か所程度）について情報収集を行い、日本茶の新たな普及先分

析を行う。 

（２） セミナー計画・開催運営 

アフリカへの進出に関心を有する企業・団体を募集し、今後の FVC 構築に繋げるため、

銘柄茶の主な産地（５ブロック程度）において日本茶輸出セミナーを開催する。 

• セミナープログラム案、参加者の参集方法及び参集範囲の検討 

• 茶産業関連企業・団体を対象としたセミナーを開催 

• セミナー終了後の概要等作成 
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（３） 日本茶の PR 用資料の作成 

① 動画 DVD の作成 

農水省作成の日本茶プロモーション用動画の DVD を基に、アラビア語、ドイツ語及

びロシア語でのナレーションと字幕付きで作成する。 

② PR 用パンフレットの作成 

農水省作成の資料（A４版８枚程度）の日本茶プロモーション用パンフレットを基に、

アラビア語版、ドイツ語版、ロシア語版資料を作成する。 

 

 委託事業の方法 

本事業は図 1-1 のフローで実施した。 

 

出典：共同事業体 

図 1-1: 事業フロー 

事前調査の実施にあたっては、既存統計・既存資料、日本茶輸出促進セミナーでの輸出実

績のある茶業者や大学教授の講演内容を参考にした。また、茶業者へのヒアリング調査から

も情報を収集した。 
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日本茶輸出セミナーの計画・開催運営では、計画段階にて共同事業体でセミナー候補者へ

の登壇打診とスケジュール調整、またセミナー資料の準備を行った。本セミナーは新型コロ

ナウイルス感染症蔓延防止の観点からウェブ会議システム（Zoom）を用い実施した。共同

事業体が有するメールマガジン・ターゲティングマガジンの海外支援 LAPITA を用いてセ

ミナー参加者の集客、セミナー資料提供、事後のアンケート回収を行った。 

PR 資料作成では、農水省が所有する既存の資料を基に、３言語（アラビア語、ドイツ語、

ロシア語）の動画資料とパンフレット資料を作成した。 
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2. 世界の茶の市場動向の把握 

 世界の茶市場の動向 

（１） 世界の茶の市場・貿易動向 

① 世界の茶 1の年間消費量 

世界で最も多くの茶を消費している国は、中華人民共和国（以下、中国）で年間 200 万

トンを超え、次いでインド 103 万トン、トルコ 25 万トンと続く（図 2-1 及び表 2-1）。中国

及びインドは、世界の茶生産量の半分以上を占める茶の一大産地であり、人口も多く消費

量が圧倒的に多い。欧州 2、中東、北アフリカ、北米、CIS 諸国、オーストラリアでも一定

量の消費がみられる一方、統計上、中南米やケニア・タンザニア・南アフリカ以外のサブ

サハラ以南のアフリカでは、消費がほとんど確認できなかった。また、上位 20 か国中、

アジア６か国、中東６か国、欧州３か国、アフリカ３か国の状況であった。 

 

出典：令和２年度茶関係資料 

図 2-1.世界の茶消費量（2016-2018 年平均） 

 

 

 

 
1 緑茶及び発酵茶 

2 本報告書の「欧州」は、ロシア・CIS 諸国を除外している。 
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表 2-1.茶消費量の多い上位 20 か国 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年度茶関係資料 

② 世界の茶の市場・貿易動向 

 茶消費量上位国 3及び消費量は少ないが、茶取引が多いと言われているアラブ首長国連

邦の計 20 か国の直近３年間の緑茶輸入額、緑茶輸出額、発酵茶輸入額、発酵茶輸出額は図

2-2 から図 2-5 に示すとおりである 4。 

緑茶の輸入額は、モロッコ王国（以下、モロッコ）及び米国が突出して多く、モロッコは

200 百万ドル、米国は 150 百万ドルを超え、特にモロッコの輸入額は増加傾向にある（図 2-

2）。モロッコの緑茶輸入は 2019 年 226 百万ドル、8.2 万トンであるが、表 2-1 で示したよう

に年間茶消費量は 7.1 万トンである。 

モロッコでは、緑茶とミントと砂糖を混ぜたミントティーの飲用が習慣となっており、茶

消費量 7.1 万トンのうち、９割以上は緑茶消費であると考えられるが、１万トン以上はモロ

ッコ内で消費されず、再輸出されていることが考えられる。 

輸入額第３位のドイツは 70 百万ドル前後、1.3 万トン前後を輸入しているが、表 2-1 で示

したように、ドイツの年間茶消費量は３万トンであり、消費量の 71%が発酵茶、29%が緑茶

（2014 年、Deutscher Teeverband）であることを考慮すると、消費量に対して輸入量が多く、

ドイツ国内における消費だけでなく再輸出用であることが推察された。 

緑茶輸出額は世界シェア 85%を占める中国が 1,300 百万ドルを超える勢いで、年々増加

している。第２位に日本、第３位にドイツと続くが、100 百万ドルを超える程度で、中国

の 10 分の１以下である（図 2-3）。中国や日本は緑茶生産国として輸出が多く、ドイツは

 
3 CIS 諸国は人口が多いロシアを対象とした。国連統計のない台湾は除く。 
4 輸出入額には再輸出入額も含む。 

順位 国名 茶 消 費 量

（千トン） 

順位 国名 茶消費量

（千トン） 

１ 中国 2,056 11 バングラデシュ 82 

２ インド 1,036 12 イラン 77 

３ CIS 諸国 249 13 モロッコ 71 

４ トルコ 248 14 イラク 42 

５ パキスタン 180 15 アフガニスタン 39 

６ 米国 126 16 ポーランド 37 

７ イギリス 108 17 台湾 36 

８ 日本 104 18 ケニア 35 

９ インドネシア 94 19 ドイツ 30 

10 エジプト 93 20 スリランカ 29 
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貿易拠点国として、緑茶を輸入し再輸出していることが推測できた。

 

出典：UN Comtrade Database 

図 2-2.各国の緑茶輸入額の推移 

 

 

出典：UN Comtrade Database 

図 2-3.各国の緑茶輸出額の推移 

一方、紅茶や烏龍茶等の発酵茶の輸入国は分散しており、200 百万ドルを超える国は順

に、パキスタン、ロシア、イギリス、米国、エジプト、アラブ首長国連邦、イランである

が、輸入額は減少傾向にある（図 2-4）。他方、発酵茶輸出額は、スリランカ、ケニアは

0

50

100

150

200

2017 2018 2019

百万ドル
中国
インド
ロシア
トルコ
パキスタン
米国
イギリス
日本
インドネシア
エジプト
バングラデシュ
イラン
モロッコ
イラク
アフガニスタン
ポーランド
ケニア
ドイツ
スリランカ
アラブ首長国連邦

モロッコ

米国

ドイツ

0

100

200

1300

1400

2017 2018 2019

百万ドル
中国
インド
ロシア
トルコ
パキスタン
米国
イギリス
日本
インドネシア
エジプト
バングラデシュ
イラン
モロッコ
イラク
アフガニスタン
ポーランド
ケニア
ドイツ
スリランカ
アラブ首長国連邦

中国

日本

ドイツ

1200



 

8 

 

1,000 百万ドルを超え、インドや中国も 500 百万ドルを超えており、緑茶と比較して、輸

出国は分散していることが分かった。（図 2-5）。 

 
出典：UN Comtrade Database 

図 2-4.各国の発酵茶輸入額の推移 

 

 

出典：UN Comtrade Database 

図 2-5.各国の発酵茶輸出額の推移 
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③ 世界の茶の取引国 

緑茶輸入額上位国の取引国を表 2-2 に示した。緑茶の輸入額第１位のモロッコは 99.5%が

中国からの輸入であり、残り 0.5%に日本及び欧州が含まれる。輸入額第２位の米国は日本

と中国で半分以上の輸入を占め、カナダやアジア各国からの輸入も含まれている。輸入額第

３位のドイツは中国と日本で 70%近くを占め、その他アジア各国からの輸入が多く、米国

と似た傾向が見られた。  

表 2-2.緑茶輸入額上位国の取引国（2019 年） 
 

出典：UN Comtrade Database 

 

緑茶輸出額第１位の中国は、世界各国へ輸出しているが、近年、香港への輸出が目覚まし

く、2015 年のシェア 1.1%から 2019 年の 17.3%にまで成長し、輸出額第１位である（表 2-

3）。それ以外では、アフリカ、特に、モロッコへの輸出が多く、16.2%を占めている。輸出

額第２位の日本は米国への輸出が 44%を占め、シンガポール、香港、他アジア各国への輸出

が多い。欧州への輸出は相対的に少なく、最も多いドイツでも全体の 8.4%を占めるに過ぎ

ない。第３位のドイツの主要輸出先は欧州内で、多い順にフランス、オランダ、オーストリ

ア、イギリス、スペイン、スイス、ポーランド、イタリア、デンマークとなっており、欧州

が総輸出額の８割以上を占めている。2019 年のドイツの緑茶輸入額は世界第３位で、72.2 百

万ドルであるが（表 2-2）、ドイツ国内で消費せず、輸入した緑茶を再輸出する欧州の貿易拠

点であると言える。 

 

 

 

 

 

モロッコ 米国 ドイツ 

輸入先 輸入額 割合 輸入先 輸入額 割合 輸入先 輸入額 割合 

中国 224 99.5 日本 61 36.5 中国 36.2 50.1 

日本 0.65 0.3 中国 46 27.4 日本 13.1 18.2 

フランス 0.13 0.1 カナダ 11 6.3 インド 6.6 9.2 

ドイツ 0.12 0.1 スリランカ 9 5.5 インドネシア 3.3 4.6 

ポーランド 0.09 0.04 インドネシア 5 3.1 スリランカ 2.2 3.0 

小計 225 100 小計 133 78.9 小計 61.4 85.1 

世界 226 100 世界 168 100 世界 72.2 100 

    単位:百万ドル 
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表 2-3.緑茶輸出額上位国の取引国（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 

 

発酵茶の輸入額の多い国の取引国（表 2-4）を見ると、第１位のパキスタンはケニアから

の輸入シェアが８割を超え、次いでルワンダ、タンザニア、ブルンジとアフリカ各国からの

輸入が多い。第２位のロシアはインド、スリランカ、ベトナムからの輸入が７割近くを占め、

ケニアが第３位で１割強であり、アジアからの輸入が比較的多い。第３位のイギリスはケニ

アからの輸入が半数近くを占め、次いで、インド、マラウイと続いている。 

表 2-4.発酵茶輸入額上位国の取引国（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 
 

発酵茶輸出額第１位のスリランカは、中東への輸出が目立つ（表 2-3）。第２位のケニアも

同じく、中東への輸出が目立ったが、イギリスへは 113.8 百万ドルであり、ケニアからの輸

出シェアは１割を超えていた。スリランカやインドと比較し、欧州への地理的優位性が影響

していると考えられる。第３位のインドは、中東、ロシア、米国、欧州と世界各地へ輸出し

ている様子が見られた。 

中国 日本 ドイツ 

輸出先 輸出額 割合 輸出先 輸出額 割合 輸出先 輸出額 割合 

香港 240.3 17.3 米国 59.4 44.3 フランス 23.2 23.6 

モロッコ 225.2 16.2 ドイツ 11.2 8.4 オランダ 9.0 9.2 

マレーシア 73.2 5.3 シンガポ

ール 

9.1 6.8 オースト

リア 

7.5 7.6 

ガーナ 71.4 5.1 香港 5.8 4.3 イギリス 5.4 5.5 

トーゴ 65.6 4.7 カナダ 5.3 4.0 スペイン 4.8 4.9 

小計 675.7 48.6 小計 90.8 67.8 小計 49.9 50.8 

世界 1388.2 100 世界 134.3 100 世界 98.5 100 

パキスタン ロシア イギリス 

輸入先 輸入額 割合 輸入先 輸入額 割合 輸入先 輸入

額 

割合 

ケニア 392.3 81.6 スリランカ 126.1 32.9 ケニア 150.6 46.0 

ルワンダ 35.0 7.3 インド 110.1 28.8 インド 47.6 14.5 

タンザニア 12.7 2.6 ケニア 46.3 12.1 マラウイ 24.5 7.5 

ブルンジ 11.4 2.4 ベトナム 23.9 6.2 ポーランド 19.1 5.8 

インド 9.9 2.1 アラブ首長

国連邦 

19.9 5.2 スリランカ 12.1 3.7 

小計 461.3 96 小計 326.3 85.2 小計 253.9 77.5 

世界 481.0 100 世界 382.8 100 世界 327.3 100 

    単位:百万ドル 

    単位:百万ドル 
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表 2-5.発酵茶輸出額上位国の取引国（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 
 

④ 世界の緑茶の単価 

表 2-6 は、緑茶輸入額上位国の輸入先の輸入単価である。緑茶の輸出品目は HS コードに

より、３kg 以下包装、３kg 以上バルクに分類することができる。 

モロッコの３kg 以下包装の輸入では、日本やポーランドからの輸入単価は 50 ドル/kg 前

後であり、比較的高単価であることから、高品質な緑茶と推測できる。中国は 1.9 ドル/kg と

低価格であり、低品質な緑茶を、フランスやドイツはその中間価格で、高品質と低品質のど

ちらも輸入していると考えられた。 

３kg 以上バルク輸入では、日本以外は、6.5 ドル/kg 以下であり、比較的低品質のものを

輸入している実情が伺えた。米国及びドイツへの輸入では、モロッコよりも高品質なものを

輸入しているが、中国からは低品質、日本からは高品質の緑茶を輸入していることが明らか

となった。いずれの国も、日本以上の高単価の緑茶を輸入していない現状が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 
5 2019 年の国際統計が存在しないため、2017 年データを示した。 

スリランカ 5 ケニア インド 

輸出先 輸出額 割合 輸出先 輸出額 割合 輸出先 輸出額 割合 

トルコ 182.6 12.5 パキスタ

ン 

432.0 38.8 イラン 226.8 28.7 

ロシア 168.8 11.5 エジプト 167.7 15.1 ロシア 104.9 13.3 

イラン 159.5 10.9 イギリス 113.8 10.2 米国 44.0 5.6 

イラク 137.8 9.4 アラブ首 

長国連邦 

54.2 4.9 アラブ首

長国連邦 

41.0 5.2 

アラブ首

長国連邦 

73.5 5.0 イエメン 46.6 4.2 イギリス 40.4 5.1 

小計 722.2 49.3 小計 814.3 73.2 小計 457.1 57.9 

世界 1,462.9 100 世界 1,113.1 100 世界 790.7 100 

    単位:百万ドル 



 

12 

 

表 2-6.緑茶輸入額上位国の取引国における単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 
 

表 2-7 は、緑茶輸出額上位国の輸出先の輸出単価である。中国は輸出単価から、アジア諸

国へ高品質な緑茶を、アフリカ諸国へ低品質な緑茶を、日本は包装形態にかかわらず、いず

れの国へも高単価なものを輸出しており、高級茶の輸出が多いと推測できる。ドイツは、表

2-6 で示したように、中国やインドからは低品質なものを、日本からは高品質なものを輸入

していると推測できるが、輸出は、３kg 以下は中級～高品質を、３kg 以上は低品質のもの

を輸出している様子が伺えた。ドイツは緑茶貿易の拠点と考えられているが、様々な品質の

ものを輸入後に、加工・包装し、輸出していると考えられた。欧州では、中級～高級緑茶が

求められていると読み取れるが、日本は欧州への輸出が少ないのが現状である。 

 

表 2-7.緑茶輸出額上位国の取引国における単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 
 
 
 
 
 
 
 

モロッコ 米国 ドイツ 

輸入先 輸入単価 

(ドル/kg) 

輸入先 輸入単価 

(ドル/kg) 

輸入先 輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

中国 1.9 2.8 日本 35.7 35.4 中国 15.9 4.2 

日本 48.6 19.6 中国 9.0 5.2 日本 52.0 27.9 

フランス 34.6 実績

なし 

カナダ 21.1 13.2 インド 8.8 3.7 

ドイツ 19.5 6.5 スリランカ 15.3 5.9 インドネシ

ア 

51.9 1.6 

ポーランド 50.9 3.1 インドネシ

ア 

10.1 3.1 スリランカ 14.6 7.0 

中国 日本 ドイツ 

輸出先 輸出単価 

(ドル/kg) 

輸出先 輸出単価 

(ドル/kg) 

輸出先 輸出単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

香港 40.2 26.8 米国 46.8 34.7 フランス 27.0 12.7 

モロッコ 3.9 2.9 ドイツ 48.2 28.1 オランダ 20.7 6.0 

マレーシア 36.8 16.5 シンガポ

ール 

23.4 32.9 オースト

リア 

19.9 6.6 

ガーナ 4.2 31.7 香港 39.4 47.1 イギリス 36.6 10.3 

トーゴ 4.3 6.7 カナダ 36.3 19.3 スペイン 18.8 6.1 
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（２） 茶の製造者リスト 
 世界の主要な緑茶の生産、取引を行う国の製造者情報を収集しリスト（別添１）を作成

した。各国の特徴は下記の通りである。なお、モロッコとドイツについては、3.1 にて後述

する。 

 

中国 

緑茶・烏龍茶の製造が多く、地域によっては、白茶や花茶等の生産も見られる。大規模な

製造工場は自社茶園を保有していることも多い。JETRO 報告書「競合国輸出環境調査（中

国・緑茶）」（2017）によると、中国国内で 茶工場は約 1,600 社存在し、大きく分けて伝統

的な家族経営の工房、小型加工場、大規模メーカーの３つに分類されるが、中小規模の家族

経営の工房や小型加工場が大半を占める。 

本調査では英語でのインターネット検索に加えて、中国のアマゾンと言われている B2B

の卸売が強いアリババドットコム（alibaba.com）を活用し、特にゴールドサプライヤー6を

中心に調べた。 

 

米国 

製造のうち、家族経営、小型加工場、中～大規模メーカーが存在する。ディカフェ、ハー

ブティーの商品も豊富で、健康意識への高まりが見受けられる。オンラインで個人販売も行

っている会社（Harney&Sons Team, Tea Forte, The Republic of Tea）は包装やデザインにも力を

入れており、価格帯は高級路線であった。 

 

アラブ首長国連邦 

アラブ首長国連邦内に設置されたフリーゾーンに進出している外資企業が再輸出の拠点

として活用している。フリーゾーンの法的・税制面での優遇に加え、主要茶生産国（南イン

ド、スリランカ、ケニア）からの地域的アクセスも良好なため、加工場を設置している企業

もある。また、2009 年には Dubai Multi Commodities Centre (DMCC Tea Centre)を設置し、茶

外資企業の誘致を行っている。同センターに加盟すると会員優待（倉庫利用、茶加工、ティ

 
6 ゴールドサプライヤーとは、アリババのプレミアム会員を指し、年間約 1 万ドルを支払って

いる。また、身元を第三者のセキュリティサービスプロバイダーによって確認されるため海外

からの購入者や取引初心者には安心して取引を行える目安となっている。 
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ーバッグや包装機械の利用、会員同士の交流）が可能である。製造者情報は英語を用いイン

ターネット検索で情報収集を行った。 

 
 

（３） 日本の緑茶の輸出入動向 

① 日本の緑茶のバリューチェーン 

日本の緑茶が生産者から消費者に渡るまでのバリューチェーンは、概ね図 2-6 のようにな

っている。2019 年及び農林水産省の掲げる 2030 年の見通し・目標では、生産量の増加を目

標としているものの、輸入は横ばい、国内消費量は生活様式の変化や食生活の多様化などに

より、減少傾向にあると考えられている。2019 年時点で年間５千トンを海外へ輸出してい

るが、10 年後の 2030 年には、現在の５倍の 2.5 万トンの輸出目標を掲げている。 

 

 

図 2-6.日本の緑茶バリューチェーン 

 

② 日本の緑茶の輸出動向 

図 2-3 で示したように、日本の緑茶輸出は世界第２位であるが、その金額は年間 100 百万

ドルを超える程度で、中国の 10 分の１にも満たない。米国への輸出量が 29%を占め（図 2-

8）、長期的には 2009 年から 2019 年の 10 年で、金額ベースで４倍に伸び、短期的には、2017

年から 2018 年で 5,000 万ドル前半から 6,000 万ドル前半に延び、2019 年も横ばい状態であ
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ることから、米国へのマーケットは成長していると言える（図 2-77）。アジアでは、台湾及

びシンガポール、香港、タイ等のアセアン諸国への輸出が多く、2009 年から 2019 年の 10

年で成長しており、特に香港は 4.7 倍も輸出額が増えている。2019 年現在、日本の輸出量シ

ェアは台湾が 27%、アセアン諸国が 21%を占め、米国やアジアへの緑茶輸出の安定的な市

場が確立しつつあると言える。一方、欧州への輸出は相対的に少なく、輸出シェアは 12%で

あるが、輸出量は急成長しており、金額ベースで、ドイツは 2009 年から 2019 年の 10 年で

5.8 倍、イギリス 5.6 倍、イタリア 4.6 倍、フランス 1. 6 倍に伸びている。アフリカのシェア

はさらに少なく 0.4%（モロッコ、ナイジェリア、南アフリカ、ケニア）、中東のシェアは 0.2%

であり、日本にとって、未開拓の地域であると言える。 

緑茶輸出量及び輸出額等の地域別割合（表 2-8）に示したように、日本は中東、欧州、ア

フリカへの進出が少ないが、いずれの地域も、輸出単価が比較的高く、欧州諸国では、金額

比で高価な抹茶輸出が 55%を占め、ハイエンド茶の輸出ポテンシャルが高い地域であると

推察された。また、有機 JAS 認証茶の輸出量シェアは、米国 20%に対し、欧州諸国は 84%

であり、有機栽培茶の需要が高いことも確認できた。 

 

出典：UN Comtrade Database 

図 2-7.日本から各国への緑茶輸出額の推移 

 
7 UN Comtrade Database は、台湾のデータが存在しない。 
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出典：日本茶輸出促進協議会 

図 2-8.緑茶輸出量の地域別割合（2019 年） 

 

表 2-8. 緑茶輸出量及び輸出額等の地域別割合（2019 年） 

項目 輸 出 量
（トン） 

輸出額
（千円） 

輸出単価
（円/kg） 

抹茶：
そ の 他
金額比 

有機 JAS
シェア 
（トン） 

米国 1,485 6,485,004 4,367 71% 302 
(20%) 

アセアン加盟国 1,045 2,298,024 2,199 67% － 

台湾 1,388 1,527,288 1,100 － － 

中東 11 54,553 4,960 － － 

EU 加盟国 632 2,239,607 3,454 55% 545 
(84%) 

アフリカ 21 58,192 2,771 － － 

出典：日本茶輸出促進協議会 

 

③ 日本の緑茶の品目別動向 

緑茶の輸出品目は茶の包装の違いによって、分類されることは上述したが、さらに種類別

に分け、３kg 以下包装の粉茶（粉末茶、抹茶）、３kg 以下包装のその他の茶（荒茶、煎茶

等）、３kg 以上バルクの粉茶、３kg 以上バルクのその他の茶の４つに分類できる。 

輸出量は、３kg 以上バルクの茶が６割以上を占めた。輸出単価は、粉茶が３kg 以下で 4,557

円/kg、３kg 以上で 3,722 円と高価である。これは抹茶を多く輸出していると言える。「粉茶」

には２種類あり、「粉末茶」は、煎茶を製造する過程で落ちた粉の茶、または、茶葉を粉末

状に加工したもので、前者は特に、通常の茶よりも安価で手に入れられる。「抹茶」は、茶

摘みの２週間ほど前から茶畑に直射日光を避けるようにし、乾燥させたものを、石臼で挽き

29%

27%

21%

12%

0.4%
0.2%

10%

2019年
5,108トン

米国

台湾

アセアン加盟国

EU加盟国

アフリカ

中東

その他
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粉にしたものであり、茶道などでも使用され、たくさんの手間暇をかけているため、高級で

味や香りも格段に良い茶である（東京都茶協同組合）。 

 

表 2-9. 2019 年の品目別輸出量・輸出額及び平均輸出価格 

出典：日本茶輸出促進協議会 

 

表 2-10 に示したのは、日本からの輸出額が２千万円を超える国のうち、高単価で輸出し

ている国を示したものである。いずれの品目も欧州、米国、香港へ高単価で輸出しているこ

とが分かる。粉茶に関しては、輸出単価が 4,000 円/kg 前後を超えると、抹茶の輸出が多い

という報告があり（東京税関）、同表記載の国々は、抹茶の輸出割合が高いとみて、良いで

あろう。特に、オランダやオーストリアへは、純正の抹茶のみを輸出していると考えられる。

その他の茶に関しては、粉茶に比べて安価であるが、表記載の国々は、高価な煎茶や玉露等

の輸出が多いと考えられた。緑茶消費国は、中国が最も多く、世界の緑茶消費量の２分の１

以上で 30 万トン以上、次いで日本が約 8.5 万トン、インドネシア約３万トン、ベトナム約

２万トン（公益財団法人世界緑茶協会）であるが、中国、インドネシア、ベトナムは生産国

でもあることから、日本はこれらの国々へ高単価の緑茶を輸出していないと考えられた。貿

易拠点であるとされているドイツ及びアラブ首長国連邦へは高単価で輸出しており、これ

らの国へは輸出ポテンシャルは高いと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 輸出量

（kg） 

輸出額 

（千円） 

輸出量シェア

（％） 

輸出単価 

（円/kg） 

＜３kg 粉茶 845,282 3,852,035 17 4,557 

＜３kg その他 911,824 3,432,509 18 3,764 

＞３kg 粉茶 1,354,436 5,040,864 27 3,722 

＞３kg その他 1,996,032 2,316,206 39 1,160 

合計 5,107,574 14,641,614 100 2,867 
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表 2-10.緑茶の品目別輸出国及び輸出単価（2019 年） 

出典：日本茶輸出促進協議会 
 
 

 欧州・中東の緑茶市場の動向 

（１） 欧州・中東の緑茶の輸出入動向 

ここまで世界の茶市場の動向を見てきたが、日本からの輸出が比較的少なく高単価で取

引が行われており、かつ、過去 10 年で輸入額が増加している欧州・中東の輸出入動向を調

査した。併せて、輸出単価の上位に入っていないが、日本から進出の少ないアフリカについ

ても調査した。 

① 中東・アフリカ 

茶消費量上位 20 か国中、９か国が中東・アフリカ諸国であり、順に、トルコ、パキスタ

ン、ケニア、バングラデシュ、イラン、モロッコ、イラク、アフガニスタン、エジプトであ

る。これらの国々、茶取引の多いアラブ首長国連邦及び対照国として米国の過去３年間の緑

茶輸入を見ると、モロッコ、米国、アフガニスタンが突出して多い。次いで、アラブ首長国

連邦、パキスタンと続く。アラブ首長国連邦は人口規模（963.1 万人、2018 年世界銀行）や

茶消費量下位であることを考えると、輸入量（2019 年 3,300 トン、14.7 百万ドル）が比較的

多いと言える。茶生産国であるトルコ、バングラデシュ、イラン、ケニアの輸入は軒並み低

く、自国で生産している茶を消費していることが読み取れた（図 2-9）。 

一方、緑茶輸出は、年変動はあるが、米国の半分以下の金額ではあるものの、モロッコ及

びアラブ首長国連邦からの輸出額が突出している（図 2-10）。モロッコは、生産国ではない

ことから、輸入茶は国内消費用及び再輸出用として利用されているのであろう。アラブ首長

＜３kg 粉茶 <３kg その他 

輸出先 輸出量 輸出金額 単価 

円/kg 

輸出先 輸出量 輸出金額 単価 

円/kg 

オランダ 4,363 42,671 9,801 メキシコ 6,424 33,604 5,231 

オースト

リア 

3,722 33,138 8,903 アラブ首長国

連邦 

4,701 23,716 5,045 

マカオ 4,170 36,608 8,779 台湾 20,128 97,973 4,867 

ドイツ 22,963 186,898 8,139 米国 367,352 1,630,263 4,438 

米国 287,908 1,716,211 5,961 スイス 4,885 21,000 4,229 

＞３kg 粉茶 ＞３kg その他 

輸出先 輸出量 輸出金額 単価 

円/kg 

輸出先 輸出量 輸出金額 単価 

円/kg 

イタリア 25,720 146,199 5,684 香港 14,784 76,204 5,154 

イギリス 5,346 28,546 5,340 スイス 7,110 22,076 3,105 

香港 8,055 40,961 5,085 イタリア 8,829 20,200 2,288 

ドイツ 104,159 508,865 4,885 スリランカ 10,530 23,134 2,197 

チェコ 6,439 4,248 4,248 イギリス 15,292 32,870 2,149 

 単位:輸出量 kg、輸出額千円 
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国連邦も、同じく生産国ではなく、2019 年は 3,304 トンを輸入、3,583 トンを輸出している

ことから、輸入茶の多くが再輸出されている実態が読み取れた。 

 
出典：UN Comtrade Database 

図 2-9.中東・アフリカの緑茶輸入額の推移 

 

 
出典：UN Comtrade Database 

図 2-10.中東・アフリカの緑茶輸出額の推移 
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② 欧州 

茶消費量上位 20 か国中、３か国が欧州であり、順に、イギリス、ポーランド、ドイツで

ある。これらの国々及び対照国として、米国の過去３年間の緑茶輸入と比べると、輸入額は

半分以下であるが、ドイツが最も多く輸入しており、次いで、イギリス、ポーランドと続く

（図 2-11）。 

一方、緑茶輸出は、ドイツが対照国の米国よりも２倍以上の輸出額を示している（図 2-

12）。ポーランドも米国よりも多い上、輸出額が増加傾向にあることが分かった。ドイツも

ポーランドも、輸入額よりも輸出額が多く、生産国ではないことから、輸入茶は再輸出して

いることが推測される。 

 

 
出典：UN Comtrade Database 

図 2-11.欧州の緑茶輸入額の推移 
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出典：UN Comtrade Database 

図 2-12.欧州の緑茶輸出額の推移 

 

（２） バリューチェーンと貿易ルート 

① 中東・アフリカ 

中東・アフリカの輸出入が多い国は、アラブ首長国連邦及びモロッコであることが前項で

明らかとなった。 

アラブ首長国連邦は、中東最大の商業・貿易拠点であり、中東、アフリカ、中央アジア市

場への再輸出拠点であると言われており、緑茶に関しても世界最大の再輸出国である。ドバ

イには 13 の生産国から茶を輸入し、茶を保管、ブレンド、包装を行う DMCC Tea Centre と

呼ばれる施設がある。図 2-13 に、中東・アフリカの輸出入の流れを示した。アラブ首長国

連邦の輸入は、アジア、欧州、アフリカ、米国と多岐に渡っているが、日本からの輸入額割

合は２%である。近年、成長している輸入マーケットは紅茶生産国のケニアである。ケニア

の世界各地への緑茶輸出額は、2009 年の 359 トン、1.33 百万ドルから 2019 年の 252 トン、

0.4 百万ドルと減少傾向にあるものの、アラブ首長国連邦への輸出は、2009 年の 1.4 トン、

4,585 ドルから 2019 年の 20 トン、25.1 万ドルと急成長している。その上、全てが３kg 以上

のバルクであり、小売用ではなく、再輸出用の茶であると考えられる。2019 年の輸出先は

106 か国に及び、輸出額は 3,583 トン、20 百万ドル 8に上る。イラン、サウジアラビア、ア

 
8 報告されている再輸出先は 61 か国、再輸出額は 843 トン、3.86 百万ドルであるが、生産国

ではないことから、多くが再輸出と考えられる。 
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フガニスタン等中東各国への販売網を有しており、中東では第１の輸出国であることが明

らかとなった。 

他方、モロッコは、輸入緑茶の多くをミントティーとして、自国消費しているが、モロッ

コの地理的優位性から、中国や日本の茶業者等が加工・包装後、欧州を中心に、北米、アジ

ア、アフリカへ再輸出する仕上茶加工拠点として活用している。モロッコは、欧州への輸出

が３割以上を占めており、アラブ首長国連邦を含め、中東との貿易はほとんどない。 

 

 

出典：UN Comtrade Database を元に作成 

図 2-13.中東・アフリカの緑茶貿易（2019 年） 

 

② 欧州 

欧州の中で、輸出入が多い国は、ドイツ及びポーランドであり、モロッコから欧州への輸

出が多いことが前項で明らかとなった。 

ドイツは、欧州の緑茶貿易の拠点であると言われており、輸入した緑茶を欧州各国へ再輸

出している 9。ドイツの茶貿易の拠点は港湾都市であるハンブルグ及びブレーメンであり、

特にハンブルグは、主要茶貿易会社が本社を置き、茶研究所やドイツ茶協会等多くの茶関係

 
9 https://www.cbi.eu/ 
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事業者が拠点としている（Centre for the Promotion of Imports from developing countries（CBI））。

また、ドイツは高付加価値茶の取引を行うマーケットが確立していると言われている（Babu 

Tea and Coffee Centre）。輸入先は、中国が 50%を占めているが、日本も 18%で第２位、2009

年と比較すると金額比 3.5 倍以上であり、日本からの輸入量は増加している。また、輸入量

は多くはないものの、急成長しているのは、モロッコからドイツへの輸入であり、2009 年

と比べ、2019 年の輸入額は 3.4 倍に成長している。モロッコの緑茶輸入量は世界第１位（8.2

万トン、226 百万ドル）で、その 99%を中国からの輸入に頼っており、その多くを自国消費

しているが、モロッコの地理的優位性から、加工・包装後、欧州を中心に、北米、アジア、

アフリカへ再輸出する仕上茶加工拠点としての役割も果たしているとされる 10。その根拠

として、モロッコ人は緑茶で入れるミントティーを常用する習慣があること、生産国ではな

いこと、輸入量の 90％は３kg 以上バルク茶であるのに対し、中国を除いた輸出量の 90%

（2019 年）は３kg 以下包装であることが挙げられる。モロッコの 2019 年輸出量は 1,204 ト

ン、17 百万ドルと輸入量と比して少ないが、2009 年と比べると量比 3.1 倍、金額比 3.5 倍に

成長していることが明らかとなった。 

ポーランドは、近年、欧州における輸出拠点として成長してきており、ドイツに次ぐ第２

の茶輸出国である。新興経済国であり、一人当たりの茶消費量が高く、比較的安価な労働力、

確立された包装産業を有し、周辺の新興経済国の中心的な場所に位置することから、多くの

欧州の茶業者がポーランドに関連会社を設立し、輸入したバルク茶を、ブレンド・包装し、

欧州各国及び中東へ再輸出している実態が明らかとなった（CBI 資料）。輸出先は 80%以上

が欧州諸国で、ドイツに次ぐ緑茶の貿易拠点であると推察された。 

 

 
10 https://www.abana.co/wp-content/uploads/2020/02/Regional-Views-Sino-MENA-June-2019.pdf 
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出典：UN Comtrade Database を元に作成 

図 2-14. 欧州の緑茶貿易（2019 年） 

 

（３） 同市場のセグメント 
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連邦の３kg 以下包装茶の輸出単価は、米国よりも高く、モロッコと同じく、輸入茶に付加

価値を付け、中級～ハイエンド茶として再輸出されていると思われた。 
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表 2-11.中東・アフリカの輸出入単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 
 

② 欧州 

欧州の緑茶貿易国及び対照国として、米国の輸出入単価を表 2-12 に示した。いずれの国

も輸入単価は３kg 以下包装で 10 ドル/kg 以上であり、中東貿易に比べると比較的高単価で

あるが、ポーランドが若干低く、ドイツ・イギリスは米国と同等の輸入単価であった。輸出

に関しては、緑茶貿易の欧州第２の拠点であるポーランドは、第１の拠点であるドイツより

も、単価が低いことが分かった。しかし、ポーランドの輸出茶の品質が低いというよりも、

ドイツより安価な労働力で、茶の加工・包装が可能なことから、ハイエンド茶でありながら、

輸出単価も低く抑えられていると考えられた。 

表 2-12.欧州の輸出入単価（2019 年） 

 

 

 

 

 

 
                               出典：UN Comtrade Database 

 
 
 
 
 
 
 

アラブ首長国連邦 アフガニスタン パキスタン 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

9.1 3.0 5.8 4.8 2.3 実績 

なし 

1.5 実績 

なし 

5.0 3.8 3.0 2.2 

モロッコ 米国  

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg  

33.0 3.0 1.9 2.8 4.7 4.8 17.2 6.3 

ドイツ イギリス 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

22.9 9.2 19.1 4.3 14.5 9.0 14.1 4.7 

ポーランド 米国 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

輸出単価 

（ドル/kg） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

16.6 6.8 11.9 2.8 4.7 4.8 17.2 6.3 
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③ 緑茶市場のセグメントイメージ 

ここまで、中東・アフリカ・欧州の緑茶市場のバリューチェーンやセグメント等を見て

きたが、これらから、世界の緑茶市場のセグメントをイメージ化した（図 2-15）。世界各

国で、最も飲用されている緑茶は粉末茶及び低級品のローエンド茶であり、三角形の頂点

にハイエンド茶が一部存在しているイメージである。輸出入単価から、米国や欧州はハイ

エンド茶の割合が高く、アフリカはハイエンド茶の割合が低く、中東はその中間的割合で

あると、推察された。 

 

出典：IDCJ 調査 

図 2-15. 世界の緑茶市場セグメントイメージ 
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3. 主要茶市場における市場動向の把握 

 2 拠点の市場動向 

本調査では、アフリカに焦点を充てているため、仕上茶加工拠点であるモロッコ及びモロ

ッコの再輸出先の中心である欧州、その中でも貿易拠点と言われているドイツの２か国を

２拠点と定め、報告する。 

（１） 飲料ニーズ 

① モロッコ 

モロッコは、北は欧州、東は中東、南はアフリカという異なる３つの文化圏の影響を受け、

独自の文化をもつ国である。モロッコの消費者が日常的に飲んでいるのは、水と緑茶である

と考えられる。モロッコでは、旧来から、緑茶にミントと大量の砂糖を入れた甘いミントテ

ィーが日常の嗜好品として、また来客へのもてなしとして親しまれている。使う茶は中国産

の珠茶（英語でガンパウダー）と呼ばれる火薬のような見た目の深緑色の小さな粒状の茶で

ある。 

農村地帯では、ミントティーが主流であるが、欧州諸国の影響を受け、都市ではコーヒー

文化も浸透しており、中東の影響を受けて、スパイスを入れたコーヒーやエスプレッソと牛

乳を半分に割った飲み物の人気が高いように見受けられる。 

近年は、都市部を中心に健康志向のモロッコ人も増えており、抹茶や煎茶を飲む層がいる

とされる。例えば、首都ラバトには、ナチュラルプロダクトを扱う店で、煎茶や抹茶も販売

されており、飲食店関係者、健康志向の現地人、外国人居住者に人気が高いとの情報がある。 

 

撮影：IDCJ 三嶋 

写真１． モロッコのミントティー（左は珠茶） 
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② ドイツ 

欧州・中東の緑茶市場の動向にて、ドイツが欧州における茶の貿易拠点となっているこ

とが分かった。アクセンチュア報告書「輸出先国での日本茶消費実態及び流通緑茶収集調査」 

（2016）によると、ドイツにおける飲料ニーズは第１位：水、第２位：ジュース、第３位：

コーヒー、第４位：緑茶、第５位：紅茶であった 11。 

ドイツ茶業界（Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband）が発刊している報告書 12によると、

2019 年の茶消費量は一人当たり 68 リットル（うち、ハーブ及びフルーツティーが 40 リッ

トル、紅茶・緑茶が前年より 1.6 リットル増加し 28 リットル）であった。新型コロナウイ

ルス感染症対策で都市封鎖が行われ、テレワーク人口が増加した。その影響を受け、健康面

や食習慣の意識が高まり、パンデミック期間中は紅茶・緑茶の消費にポジティブな影響を与

えるだろうと予測している。 

茶の消費内訳について、図 3-1 に示す。 

 

 

出典：ドイツ茶協会 Tea Report (2020)を元に作成 

図 3-1. ドイツにおける茶の消費内訳 

 
11 同報告書でのアンケート調査対象は「中間層以上の所得層」としており、アクセンチュア

社社員及びその周辺者である。ブレンドティー、ハーブ及びフルーツティーも緑茶または紅茶

いずれかの分類で包括されていると推察する。 

12 Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband, “Tea Report 2020”, 2020. 
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図 3-1 から、ドイツでは過半数がハーブ及びフルーツティーを消費していることが分か

った。ハーブ及びフルーツティーが人気の理由として、医療の場で処方されてきた歴史が

あること 13や機能性（安眠効果のあるカモミールや美容に効果のあるローズヒップ等）が

挙げられる。CBI でも「緑茶、ハーブティー、フルーツティーやルイボスティーは近年の

健康意識の高まりから、今後期待できる市場である」と指摘している 14。緑茶は全体の

９％に留まっているが、前述したパンデミックの影響による紅茶・緑茶への注目をはじめ

健康機能性の面から、消費拡大の可能性がある。 

有機栽培茶の割合は、11％となっており、内訳は有機栽培紅茶・有機栽培緑茶が４％、

残りの７％が有機栽培ハーブ及びフルーツティーであった。 

さらにハーブ及びフルーツティーの内訳を細かくみると図 3-2 の通りである。 

 

出典：ドイツ茶協会 Tea Report (2020)を元に作成 

図 3-2. ブレンド、ハーブ及びフルーツティーのトレンド傾向 

大きくフレーバー付きブレンド（34％）、ノンフレーバーブレンド（20％）、ハーブ及びフ

ルーツティー（単品種・計 44％）に分けられる。フレーバー付きブレンドとは、ブレンドさ

 
13 ドイツでは東洋医療やホメオパシー（補完・代替医療）を受け入れており、ハーブ及びフ

ルーツティーも処方されることがあった。ホメオパシーはドイツ発祥である。（日本ホメオパシ

ー医学会ホームページ） 

14 Growing health awareness among consumers influences consumption of tea, 
https://www.cbi.eu/market-information/tea/germany/germany#what-trends-offer-opportunities-on-the-
german-market-for-tea 
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れた茶にフレーバー加工を施したもので、例としてオレンジ・生姜フレーバー緑茶、キャラ

メルフレーバールイボスティーなどがある（図 3-3）。一方、ノンフレーバーブレンドは、フ

レーバー加工されていないブレンド茶のことで、例としてモロッコミントティーブレンド、

ハーブをブレンドしたフルーツティー（例：ローズヒップとハイビスカスをブレンドしたテ

ィーなど）がある（図 3-4）。ハーブ及びフルーツティーでは、図 3-2 にみられるように、単

品種のペパーミントやフェンネル、カモミール等の人気がある。 

  

オレンジ・生姜フレーバー緑茶 キャラメルフレーバールイボスティー 

出典：EDEKA24 オンライン 

図 3-3. フレーバー付き茶（例） 

 
 

モロッコミントティーブレンド（モロッ
コミント、ペパーミント） 

フルーツティー（ローズヒップ、ハイビ
スカス、リンゴ、オレンジピール、エルダ
ーベリー、ペパーミントのブレンド） 

出典：EDEKA24 オンライン 

図 3-4. ノンフレーバーブレンド茶（例） 

ドイツにおける茶の消費内訳は上述した通りである。続いて、茶の購入先については過半

数（54.3%）が食料品店・ディスカウントショップ（Food retailers and discounters）で購入を
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していることがわかる。次いで多いのが、茶の専門店（Tea Specialty Shops）である。ドイツ

茶業界報告書によると、ハーブ及びフルーツティーは食料品店・ディスカウント店での購入

が大部分だが、紅茶・緑茶の愛飲者は茶に関するアドバイスを求め、茶専門店で購入するこ

とが多い。 

 

出典：ドイツ茶協会 Tea report(2020)を元に作成 

図 3-5. 茶の購入先 

また、日本産緑茶の消費実態を調査しているアクセンチュア報告書（2016）においても、

ドイツにおける日本産緑茶の購入先も同等の傾向となっており、スーパーマーケット（25%）

に続き、茶専門店（11％）、日本土産とギフト、オンラインショップの３チャネルが各４％

という結果であった。 

ドイツでは、紅茶・緑茶、ハーブ及びフルーツティーは購入先だけでなく、淹れ方の好み

（茶葉、またはティーバッグ）にも違いがみられた。紅茶・緑茶を飲む場合は 60％が茶葉

の状態で淹れ、残り 40％がティーバッグを利用する。購入先で述べた通り、愛飲者の間で

専門店を利用する傾向があることからティーバッグに比較して茶葉の利用が多いと推察す

る。一方で、ブレンドティーとハーブ及びフルーツティーでは 90％がティーバッグを利用

し、茶葉は 10％となっている。 

飲料ニーズより、ドイツで茶が一般的に消費されていることが分かった。まとめると、緑

茶・紅茶愛飲者はティーバッグと比べリーフ茶が６割と過半数を占めていること、また、茶

専門店で購入することを好むという特徴から、中国緑茶と比べ高価格である日本茶のハイ

エンド市場のターゲットとなりうる。 
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（２） 市場セグメント 

① モロッコ 

モロッコにおける国別・種類別の輸入単価を表 3-1 に示した。輸入先は、合計の輸入額順

に示している。モロッコでは、緑茶を使ったミントティーが広く飲用されていることを上述

したが、ミントティーに使われる緑茶はローエンドの中国茶であるとされており、2019 年

の輸入緑茶約 8.2 万トンのうち、99.9%が中国からの輸入であった。同 8.2 万トンのうち、

その９割近くの約 7.3 万トンは３kg 以上包装のバルク茶であり、モロッコに 100 以上ある

と言われる茶業者 15がポリ袋、折り畳み箱、スタンドアップポーチ、茶缶等の各種包装をし、

モロッコ国内に流通していると考えられる。一方、中国産のごく一部及び他国からの輸入茶

は、モロッコ内で中級～ハイエンド茶として流通していると考えられる。輸入単価はいずれ

の国も中国より高く、特に３kg 以下包装茶は、中国は 1.9 ドル/kg に対し、他国は最も安い

ドイツでも 19.5 ドル/kg であった。 

表 3-2 に示したのは、モロッコにおける国別・種類別の輸出単価である。輸出先は、合計

の輸出額順に示している。2019 年の輸入緑茶約 8.2 万トンのうち、1.5%（1,204 トン）が再

輸出されている。輸出先は、フランス、ドイツを始め、欧州各国が 33%を占め、北米 29%、

シンガポール 15%、中国 12%と続くが、中国以外は、輸出分類の 90%が３kg 以下包装であ

り、３kg 以下包装の輸出単価平均は 33 ドル/kg と、比較的高単価の緑茶を輸出している実

態が明らかとなった。恐らく、モロッコの一部の茶業者が荒茶・碾茶または仕上茶を輸入後

に、加工・包装して、ハイエンド茶として、輸出していることが考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 http://www.the-soft-drinks.com/tea-morocco.html 
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表 3-1.モロッコの輸入単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 

 
表 3-2.モロッコの輸出単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 

 

② ドイツ 

ドイツにおける国別・種類別の輸出入単価を表 3-3 及び表 3-4 に示した。輸出入先は、合

計の輸出入額順に示している。ドイツは欧州の緑茶貿易拠点であることを上述したが、それ

を裏付けるように、輸出額上位 10 か国のうち、９か国が欧州、輸出額の８割以上が欧州で

輸入先 

輸入量 

（kg） 

輸入額 

（百万ドル） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

中国 9,679,110 72,680,200 18.6 206.3 1.9 2.8 

日本 133 32,881 0.01 0.6 48.6 19.6 

フランス 3,930 実績なし 0.14 実績なし 34.6 － 

ドイツ 266 17,945 0.01 0.11 19.5 6.5 

ポーランド 139 25,205 0.01 0.08 50.9 3.1 

スリランカ 79 11,000 0.003 0.06 42.5 5.7 

アラブ首長国連邦 2,958 6 0.06 0.00003 21.5 5.2 

米国 315 2,118 0.006 0.05 20.2 21.3 

イギリス 510 実績なし 0.02 実績なし 42.9 － 

小計 9,687,440 72,769,355 18.8 207.2 1.9 2.8 

世界 9,689,700 72,770,890 18.8 207.3 1.9 2.8 

総計 82,460,590 226.1 2.7 

輸出先 輸出量 

（kg） 

輸出額 

（百万ドル） 

輸出単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

フランス 80,470 2,511 3.2 0.04 40.2 17.5 

米国 85,240 実績なし 3.0 実績なし 35.5 － 

シンガポール 62,483 8 2.6 0.0004 41.0 53.1 

中国 3,454 716,710 0.1 1.9 33.6 2.7 

カナダ 86,958 1,894 1.9 0.08 21.5 40.6 

ドイツ 16,710 664 7.0 0.02 41.9 31.1 

オーストラリア 21,057 実績なし 6.2 実績なし 29.7 － 

スイス 8,856 実績なし 5.6 実績なし 63.1 － 

オランダ 6,410 実績なし 3.3 実績なし 51.8 － 

イタリア 13,083 実績なし 3.1 実績なし 24.1 － 

小計 384,721 721,787 13.3 2.1 34.5 2.9 

世界 439,831 764,389 14.7 2.2 33.5 2.9 

総計 1,204,200 17.0 14.1 
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占めている。輸入は３kg 以上包装のバルク茶が総輸入量の 94%を占めるのに対し、バルク

茶の輸出量は 62%に留まっており、輸入したバルク茶を加工・包装して、個包装の茶を再輸

出している実態が伺えた。輸出量の 38%はバルク茶のままであるが、ポーランドを始め、欧

州各国の茶業者へ再輸出しているものと考えられる。 

輸入単価を見ると、日本・韓国以外のアジア諸国からの輸入は概ね一桁台であった。欧州

は、日本より厳しい残留農薬基準 16を設けており、有機食品へのニーズも高く、一旦、税関

で残留農薬が検出されると、その輸出企業はブラックリストに掲載されるため 17、茶の輸出

にあたっては、残留農薬問題に慎重に取組む必要がある(2017 年、JETRO、競合国輸出環境

調査（中国・緑茶）報告書)。日本からの輸出は、有機 JAS 認証茶、あるいはそれに近い基

準の非有機栽培茶以外は輸出できないとされている。有機 JAS 認証茶の生産は、無機栽培

茶の生産よりも、生産コストが高く、必然的に単価も高くなることが予想される。 

実際に、日本、韓国、欧州諸国、モロッコからは比較的高単価のものを輸入しており、厳

しい残留農薬基準をクリアできる高品質なものが輸入されていると考えられた。しかし、日

本・韓国以外のアジア諸国の輸入茶は、輸入単価から、高品質な有機栽培茶とは考えにくい。

推測の域に過ぎないが、安い労働力や生産コストの低い栽培方法等で、緑茶を製造する際に

出るくず茶（粉末状）を相当量のロット数で契約する等が考えられる。 

一方、輸出単価は、ポーランド及びスペインが若干安いものの、３kg 以下包装は概ね 20

ドル/kg 以上、３kg 以上のバルクは、６ドル/kg 以上であり、中級～ハイエンドのものが輸

出されていると思われた。 

 

 

 

 

 

 

 
16 輸出先の国ごとに異なる残留農薬基準があり、主に下記４つに分類。この中でも、EU 基準が

最高難度の基準。CODEX 基準：国連食糧農業機関（FAO）基準（中国、香港、東南アジアの大

半の国、中東、南米等が採用）、日本基準、米国基準、EU 基準。 

17 本ブラックリストは 2021 年２月時点で公開されていない。しかし、台湾など国によっては

インターネット上で国別のブラックリストや対象業者を確認できる国もある。 
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表 3-3.ドイツの輸入単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 

 

表 3-4.ドイツの輸出単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 
 

（３） 市場ルート 

ここまで、モロッコ及びドイツの飲料ニーズ、輸出入動向・単価等を調べてきた結果、モ

ロッコ及びドイツをとりまく緑茶バリューチェーンの大まかな流れは図 3-6 のようになる。

仕上茶は欧州へ直輸入されるルートが主流であるが、荒茶はモロッコを経由するルートも

輸入先 

輸入量 

（kg） 

輸入額 

（百万ドル） 

輸入単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

中国 71,960 8,413,213 1.1 35.0 15.9 4.2 

日本 84,813 313,690 4.4 8.8 52.0 27.9 

インド 89,438 1,592,973 0.8 5.9 8.8 3.7 

インドネシア 57 2,101,543 0.003 3.3 51.9 1.6 

スリランカ 133,550 34,690 2.0 0.2 14.6 7.0 

オランダ 78,575 24,306 1.3 0.2 16.5 8.9 

韓国 7,546 45,565 0.2 0.9 22.9 19.9 

ポーランド 63,638 9,485 0.8 0.03 13.3 3.3 

フランス 27,089 1,399 0.9 0.01 31.5 10.0 

ベトナム 13,675 109,647 0.08 0.6 6.1 5.8 

イギリス 20,550 77 0.6 0.003 29.8 34.7 

モロッコ 18,140 348 0.6 0.01 31.5 40.3 

小計 609,031 12,646,936 12.7 55.1 20.9 4.4 

世界 818,476 13,003,188 15.7 56.5 19.1 4.3 

総計 13,821,664 72.2 5.2 

輸出先 

輸出量 

（kg） 

輸出額 

（百万ドル） 

輸出単価 

(ドル/kg) 

<３kg >３kg <３kg >３kg <３kg >３kg 

フランス 361,513 1,065,860 9.8 13.5 27.0 12.7 

オランダ 369,421 235,332 7.6 1.4 20.7 6.0 

オーストリア 315,566 184,450 6.3 1.2 19.9 6.6 

イギリス 89,009 211,064 3.3 2.2 36.6 10.3 

スペイン 130,207 393,060 2.5 2.4 18.8 6.1 

スイス 111,138 106,674 3.1 1.6 27.9 15.2 

ポーランド 152,194 330,284 2.6 2.0 17.3 6.0 

イタリア 115,674 263,702 2.4 1.9 21.1 7.1 

米国 65,655 340,312 1.7 2.5 26.4 7.3 

デンマーク 68,331 84,725 1.8 0.9 26.5 11.2 

小計 177,708 3,215,445 41.1 29.6  23.1 9.2 

世界 2,575,961 4,286,409 58.9 39.6 22.9 9.2 

総計 6,862,730 98.5 14.4 
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存在する。モロッコには茶専門業者・販売代理店が 100 以上あり、400 以上の茶ブランドが

あるとされている。その多くは、モロッコ国内流通用のローエンドの中国茶であるが、荒茶

を輸入後、モロッコの工場で製茶加工し、ハイエンドの仕上茶として、再輸出している茶業

者もある。 

 

出典：IDCJ 調査 

図 3-6. 欧州への直輸出及び第三国を介した市場ルート 

 

（４） 茶専門業者・販売店リスト 

モロッコ、ドイツの主要２拠点の茶専門業者・販売店情報を収集しリスト（別添２）を作

成した。２拠点の特徴について下記の通りである。 

 

モロッコ 

100 以上の茶専門業者・販売代理店があり、400 以上の茶ブランドがあるとされている。

その多くは、モロッコ国内流通用のローエンドの中国茶であるが、ハイエンド茶を流通して

いる茶業者もある。茶専門業者が茶の仕入れと加工、一部包装まで手掛けていることが多く、

よって製造者と茶専門業者で線引きを行うことが難しい。 
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また、本調査では英語と仏語を用いて専門業者と販売店情報をインターネット検索した。

モロッコ公用語はアラビア語とベルベル語であり、大手や一部の専門業者を除いてフラン

ス語または英語でホームページを作成している業者は限られていると推測される。よって、

本リスト情報は英語とフランス語にて情報が入手できた企業である。 

ドイツ 

欧州の茶貿易の中心地であり、貿易拠点は港湾都市のハンブルグまたはブレーメンであ

る。老舗の茶専門業者は家族経営が多く、また大手の茶専門業者が多い。茶専門業者が茶の

仕入れと加工、一部包装まで手掛けていることが多く、モロッコ同様に製造者と茶専門業者

で線引きを行うことが難しい。なお、ドイツの企業はドイツ語と英語両方を用いて作成され

ている場合があるが、両言語で提供情報に差異が生じた際にはドイツ語情報を参照した。 

 

 ハイエンド市場の実情と参入事例 

（１） 拠点国でのハイエンド市場の実態 

① モロッコ 

 以下に３例のハイエンド茶を流通しているモロッコの茶業者について報告する（表 3-5）。 

表 3-5.モロッコのハイエンド茶流通業者 

茶流通業者 SITI/  

Société Impériale des 

Thés et Infusions 

MATHE/  

Marocaine des thés 

et infusions 

Tea Premium 

所在地 マラケシュ ブスクラ(カサブランカ

近郊） 

カサブランカ 

URL https://siti-tea.com/ https://www.sultan- 

tea.com/en 

http://www.teapremi

um.ma/ 

設立 1979 年 1936 年 不明 

従業員 1800 名 201-500 名 不明 

輸入元 日本（丸善製茶）、中国

（緑茶）、スリランカ（紅

茶）、ケニア（紅茶）等

12 か国 

-全て中国（Zhejiang 

Chunli Tea Co., Ltd

等） 

-中国の複数プランテー

ションと独占的パート

ナーシップを確立 

中国、日本（静岡、

京都、鹿児島）、イン

ド、韓国 

輸出先 55 か国（欧州、中国、マ

レーシア、インドネシ

ア、ニュージーランド、

フィリピン、日本、サウ

ジアラビア、アラブ首長

国連邦、カタール、ヨル

27 か国（欧州（ドイ

ツ、フランス、スペイ

ン、イタリア、ベルギ

ー、オランダ、イギリ

ス）、中東、北米、アフ

リカ） 

不明 
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出典：IDCJ 調査 
 

ダン等）。顧客は、ユニリ

ーバ/リプトン（英）、 

TWG（シンガポール）、

Ronnefeldt（独） Kusmi 

Tea（仏）、 T2（オースト

ラリア）等 

業務類型 荒茶・碾茶を仕入れ後、

グループ会社内で農薬検

査、仕上茶加工、ブレン

ド、包装デザイン、包装

（ティーバッグ、包装資

材、茶缶、茶箱等） 

浙江省の工場から荒茶

を輸入後、仕上茶加

工、ブレンド、包装、

輸出 

仕上茶を輸入後、一

部は自社で加工（ブ

レンド）・包装 

販売形態 海外輸出、自社ブランド

TCHABA ショップ（マラケ

シュ、カサブランカ、フ

ェズ、ラバト、タンジ

ェ）にて小売、オンライ

ン販売、高級ホテルや高

級レストランへの卸売り

等 

海外輸出、国内スーパ

ーマーケットへの卸

売、オンライン販売等 

-自社ショップ（マラ

ケシュ）にて小売 

-ラバトのセレクトシ

ョップへの卸売も確

認 

商品の種類 紅茶、緑茶、白茶、フレ

ーバー茶 

紅茶、緑茶、フレーバ

ー茶 

紅茶、緑茶、烏龍

茶、白茶、ルイボス

茶、ブレンド茶（フ

ル－ツ・ハーブ等） 

緑茶の種類 煎茶、珠茶、抹茶、フレ

ーバー緑茶 

珠茶、珍眉茶(Chun 

mee)、フレーバー緑茶 

煎茶、玉露、番茶、

茎茶、玄米茶、珠茶

（日本産有機抹茶が

グレード別に３種類

あり） 

商品の状態 茶葉、ティーバッグ 茶葉、ティーバッグ 茶葉、ティーバッグ 

ブランド名 TCHABA、Keiken（ハイエ

ンド）KHAMSSA、

Plantami、Knut（中級） 

Sultan, Boston, et 

Moul Ataï 

Tea premium ブラン

ド 

年間製造量 不明 年間 20,000 トン 不明 

茶園面積 不明 9438m² 不明 

国際認証 ISO9001、ISO22000、ハラ

ール、UTZ、レインフォレ

ストアライアンス他多数 

「国際規格を満たした

工場」「中国の独自チー

ムと茶の品質を保証」

との記載はあるが、認

証取得有無は不明 

BIO 認証、IFS 食品認

証 

残留農薬対

策（EU 基準

への対応） 

EU・米国 NOP・日本の有

機認証等多数取得 

不明 -残留農薬は ドイツ

の PMA Sindelfingen

社により検査 

-有機認証はドイツの

Mount Everest Tea

社の認証取得。IFS

（国際食品規格）も

取得。 
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② ドイツ 

ドイツを含め、欧州の茶業者は大手企業が多く、ユニリーバ/リプトン、Fortnum&Mason、

Twining（以上イギリス）、Ronnefeldt、Teekane、Wollenhaupt（以上ドイツ）、Kusmi Tea、Mariage 

Freres（以上フランス）等、日本でも馴染みのある企業ばかりである。欧州は茶の生産国で

はないことから、生産国との大ロット契約により、仕上茶を直輸入しているケースもあるが、

モロッコ等第三国を介して輸入しているケースもある。 

本調査では、上記企業が「Moroccan Mint Tea」「Casablanca」など、モロッコを思わせる商

品名で、ミントと緑茶を混ぜたフレーバー緑茶を販売していることを確認した。原産国は

「中国（有機珠茶）、モロッコ（ミント）」との記載の企業が多いが、茶の加工国の記載はな

い。（中国からの直輸入か、中国経由モロッコからの再輸入かは不明。）少なくとも、表 3-5

のモロッコ SITI 社は、Ronnefeldt、Kusmi Tea 及びユニリーバと取り引きしていることは確

認できており、欧州とモロッコ等アフリカの接点があるのは確実である。 

以下にハイエンド茶を流通しているドイツの茶業者３社について報告する（表 3-6）。 

 

表 3-6.ドイツのハイエンド茶流通業者 

茶業者 J.T. Ronnefeldt KG Wollenhaupt Tee GmbH Haelssen&Lyon GmbH 

所在地 フランクフルト ハンブルグ ハンブルグ 

URL https://www.ronnefeldt.com/ https://www.wollenhaup

t.com/ 

https://www.hae

lssen-lyon.com/ 

設立 1823 年 1881 年 1879 年 

従業員 150 名 170 名 18 不明 

輸入元 欧州、アフリカ、アジア太平洋

（中国、韓国、日本、台湾、タ

イ、インドネシア、ネパール、イ

ンド、スリランカ（セイロン

島）、ニュージーランド）、南米

（コロンビア） 

60 か国 

緑茶輸入元は中国、日

本、台湾、ベトナム、タ

ンザニア 

130 か国以上（フルー

ツ、スパイス含む） 

緑茶輸入元は中国・韓

国・日本・インド 

アフリカとの接

点 

-アフリカ（モロッコ、ケニア、

ルワンダ、タンザニア、マラウ

イ、南アフリカ）から輸入 

-モロッコの SITI 社（表 3-5）と

契約 

緑茶をタンザニアから、

紅茶をケニア、モザンビ

ーク、ルワンダ、タンザ

ニアから輸入 

紅茶をケニア、ルワンダ

から輸入 

 
18 英語版ホームページでは 220 名と表示されるが、ドイツ語版ホームページの情報を優先し

ている。 
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再輸出先 世界 70 か国に販売ネットワーク

有 

欧州各国 -欧州各国 

-支社のある米国とロシ

アが拠点と見受けられる 

業務類型 茶の買い付け、輸出入、仕上茶加

工、包装 

茶の買い付け、輸出入

（輸出シェアの 65％19を

占める）、仕上茶加工、

包装 

仕入れ、商品開発、製

造、倉庫保管、包装デザ

イン、包装、コンサルテ

ィング 

販売形態 卸売、店舗販売、EC 販売 卸売、EC 販売 卸売 

商品の種類 紅茶、緑茶、白茶、烏龍茶、ブレ

ンド、ハーブティー、フルーツ、

ルイボス、アーユルヴェーダ、チ

ャイ、インスタント 

紅茶、緑茶、白茶、ルイ

ボス、ブレンド、フルー

ツ、ハーブ 

紅茶、緑茶、白茶、烏龍

茶、黄色茶、プーアー

ル、ルイボス、フルー

ツ、ハーブ、フラワー、

スパイス、フレーバー、

ディカフェ、インスタン

トティー 

緑茶の種類 日本茶：かぶせ茶、玄米茶、番

茶、新茶、煎茶、玉緑茶、玉露、

抹茶 

中国茶：14 種類（珍眉茶、煎

茶、番茶その他多数） 

その他：中国、日本産以外の緑茶

9 種類 

日本茶：かぶせ茶、茎

茶、玉露、玄米茶、煎

茶、煎茶抹茶（煎茶と抹

茶を混合）、玉緑茶、番

茶、深蒸し茶、ほうじ

茶、抹茶 

中国茶：珠茶、珍眉茶、

ジャスミン、煎茶、番

茶、フレーバー緑茶 

その他：タンザニアウサ

ンバラ緑茶（Tanzania 

Usambara Green）、ベト

ナム緑茶 

日本茶：玄米茶、番茶ほ

うじ茶、煎茶、玉露、抹

茶 

中国茶：珠茶、珍眉茶、

ジャスミン、煎茶等 

その他：韓国産３種類、

インド産１種類、フレー

バー緑茶 

商品の状態 茶葉、ティーバッグ、粉末、イン

スタント 

茶葉 茶葉、ティーバッグ、粉

末、インスタント 

ブランド名 Ronnefeldt、TeaCouture, 

TeaStar 

TOKUNI（日本産緑茶のブ

レンド） 

不明 

年間製造量 不明 約 6,400 トン 不明 

国際認証 ISO9001 FSSC22000, ISO9001, 

IFS,UTZ, フェアトレー

ド、レインフォレストア

ライアンス、他多数 

IFS, HACCP,有機認証、

フェアトレード、レイン

フォレスト、他多数 

残留農薬対策 有機認証、ハラール認証、コーシ

ャ 20認定 

EU エコ規制（Eco-

Regulation 834/2007 

and 889/2008） 

有機認証 

出典：IDCJ 調査 

 

 
19 脚注 18 同様に英語版ホームページでは輸出シェアは 60％となっているが、本表ではドイツ

語版ホームページ情報を優先した。 

20 コーシャとはユダヤ教徒が食べてもよいとされる清浄な食品のこと。 
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（２） 中国のハイエンド緑茶の仕上茶加工国、輸出先、参入例 

中国の緑茶輸出は世界第１位、年間 1,300 百万ドルを超え、世界第２位の日本の 10 倍以

上である。モロッコへの輸出量が 24%を占め第１位、次いで、ウズベキスタン、ガーナ、セ

ネガル、トーゴ、アルジェリアとなっており、アフリカ諸国全体の輸出量シェアは 65％と

なっている。一方、輸出額で見ると、第１位は香港であり、モロッコは第２位、第３位には

マレーシアが入っている。これは、アフリカ諸国への輸出単価が軒並み低く、１kg 当たり

一桁台であるのに対し、香港の 30 ドル/kg を始め、マレーシアやベトナム等アジア諸国へ

の輸出額は１kg 当たり二桁台を示していることに起因する（図 3-7、表 3-7）。 

さらに、品目別に分けて調査したところ、日本からの輸出の場合、粉茶とその他の茶で分

けられたが、中国の HS コードは異なり、別の４分類が可能であった（表 3-8）。３kg 以下包

装フレーバー茶、同ノンフレーバー茶、３kg 以上バルクフレーバー茶、同ノンフレーバー

茶である。輸出量はノンフレーバー茶が 98%を占め、フレーバー茶は２%であった。また、

３kg 以上のバルク茶が 60%以上を占めていた。輸出単価はノンフレーバー茶が安く、３－

５ドル/kg であり、輸出先はアフリカ諸国が多い傾向にある。フレーバー茶の３kg 以下包装

は 19 ドル/kg と比較的高く、輸出先は香港と米国で輸出量の３分の２を占め、同バルク包

装は７ドル/kg と安価で、日本が輸出量の半分近くを占めた。フレーバー茶のアフリカへの

輸出は、比較的少ない傾向にあった。 

 
出典：UN Comtrade Database 

図 3-7. 中国ハイエンド茶の輸出額及び輸出量の割合（2019 年） 
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表 3-7. 中国の緑茶輸出量、輸出額及び輸出単価（2019 年） 

出典：UN Comtrade Database 

 

表 3-8. 2019 年の品目別輸出量・輸出額及び平均輸出価格 

出典：中国税関 

 

以上のように、中国からの輸出は、ノンフレーバーの安価なローエンド緑茶が中心であっ

た。しかし、中国国内では、近年の可処分所得の増加に伴い、消費のレベルも上昇、また茶

葉の生産技術向上の結果、中高級茶葉への需要が高まっている。これを受けて茶業界でも製

品構成がシフトしつつあり、良質で高価な緑茶の生産が増加傾向にある。ハイエンド茶の多

くが中国国内で消費され、輸出用のハイエンド茶の供給が追い付いていない。その結果、輸

出茶のほとんどが中低級の茶種で占められ、購買力の弱いアフリカ諸国への輸出が多くな

っている。また、欧州や北米は、輸出に必要とされる各種測定や商品検査が煩雑であること

から、あえてコストやリスクを背負いたくないという思惑もあるようである。アフリカでは、

茶は安価な日常消耗品でなければならないと捉えているようで、茶に対するニーズも「高い

か安いか」の基準のみで判断されている（JETRO、競合国輸出環境調査（中国・緑茶）報告

書（2017 年））。 

このように、輸出に回すハイエンド茶が不足している中国だが、中級～ローエンド茶をモ

ロッコへ輸出している企業の中には、ハイエンド茶も同時に輸出している企業もあるので、

本報告では３社の参入例を紹介する（表 3-9）。 

輸出先 
輸出量 

（トン） 

輸出額 

（百万ドル） 

輸出単価 

（ドル/kg） 

香港 7,860 240 30.6 

モロッコ 74,249 225 3.0 

マレーシア 2,458 73 29.8 

ガーナ 16,454 71 4.3 

トーゴ 15,072 66 4.4 

ベトナム 3,535 65 18.5 

モーリタニア 14,517 64 4.4 

セネガル 15,131 62 4.1 

アルジェリア 14,996 50 3.3 

米国 6,777 44 6.5 

世界 310,617 1,388 4.5 

項目 輸出量 

（トン） 

輸出額 

（百万ドル） 

輸出量シェア 

（％） 

輸出単価 

（ドル/kg） 

＜３kg フレーバー茶 1,647 31 0.5 18.8 

＜３kg ノンフレーバー茶 120,143 655 38.7 5.4 

＞３kg フレーバー茶 4,841 34 1.6 7.0 

＞３kg ノンフレーバー茶 183,985 669 59.2 3.6 

合計 310,618 1,388 100 4.5 
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表 3-9. 中国ハイエンド茶参入例 
中国 

茶業者 
Lichuan Jinli Tea Industry  

Co., Ltd 
Zhejiang Chunli Tea  

Co., Ltd 
Zhejiang Wafa Tea  

Co., Ltd 

所在地 湖北省 浙江省 浙江省 

URL http://www.jltea.com https://www.chunlite
a.com/ 

http://www.wafatea.c
om/ 

設立 2006 年 1988 年 1994 年 

従業員 51-100 人 230 人以上 500-999 人 

営業品目 茶製造、輸出 茶製造、加工、輸出 茶製造、輸出 

販売形態 OEM 供給中心 OEM 供給、自社ブランド
卸売 

-卸売中心 
-ニジェール、マリ、
フランス、ドイツ、モ
ロッコに事業所を持
ち、各拠点へ輸出後、
同国内で流通または再
輸出 

商品の種類 緑茶、紅茶、機能性茶 緑茶、紅茶 緑茶 

緑茶の種類 ガンパウダー茶、チュンミー
茶、機能性緑茶、粉茶、セン
テッドティー 

ガンパウダー茶、チュ
ンミー茶、スペシャル
茶 

ガンパウダー茶、チュ
ンミー茶、烏龍茶、煎
茶、Huibai 茶 

商品の状態 茶葉、ティーバッグ 茶葉、箱詰め、袋詰め等
カスタマイズ 

茶葉 

ブランド名 -OEM 供給が中心であるが、モ
ロッコに子会社「Cathaysian 
Tea Company」を設立、バルク
茶を輸出後、現地包装工場で
包装し、「Le Mont Yoto」ブラ
ンドをモロッコ国内に流通 
-年間 100 トンを販売 

Chunli ブランドの他、
OEM 供給（Sultan、El 
Bellar、Mondial、Taj 
Bladi、Grand Lion、 
Lahcen Kantaoui 、
Chakour（モロッコ）、
The Koutam（セネガ
ル）、Gaza Super（マ
リ）、 Ashab el Rakim 
Business（アルジェリ
ア）、 El Babour（イス
ラエル）他。モロッコ
Mathe 社へは、荒茶を輸
出し、Mathe 社が仕上茶
加工し、Sultan ブラン
ドとして流通 

-OEM 供給、デザイン供
給を行っている 
-供給先のブランドは
Violon、Khaima 等（供
給国は不明） 

年間製造量・
額 

不明 年間 40,000 トン以上 年間 22,000 トン、
4,500 万ドル 

直近輸出量・
額 

全体の 91-100%を輸出。輸出額
は緑茶 522 万ドル、紅茶 6.8
万ドル 

年間40,000トン、2,000
万ドル 

年間 1000 万～5000 万
ドル 

輸出先とその
比率 

モロッコ（87%）、イタリア
（６%）、ベトナム（３%）、ベ
ニン（３%） 

アフリカ（北部、西部）、
欧州、中央アジア、中
東、北米 

アフリカ 45%（うちモ
ロッコ 28%）、中東
45%、南欧５% 

茶園面積 不明 2,500ha 以上から仕入
れ 

不明 

有機認証茶園
の面積 

不明 面積は不明。有機緑茶
の生産をしている旨、
記載あり。 

不明 

http://www.jltea.com/
https://www.chunlitea.com/
https://www.chunlitea.com/
http://www.wafatea.com/
http://www.wafatea.com/
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国際認証 ISO9001、ISO22000 ISO9001、ISO22000、US 
FDA、ハラール認証他多
数 

ISO9001、ISO14001、
ISO22000、HACCP、そ
の他国際マネジメント
システム認証を取得 

残留農薬対策
（EU 基準への
対応） 

残留農薬基準を厳しく管理全
ての輸出茶は、Eurofins 
Scientific または SGS（食品
衛生試験市場のトップ企業）
による厳しい審査に合格して
いる 

EU 基準の有機認証を取
得。完全な原料トレー
サビリティシステムと
ラボ監視システムを確
立し、茶の品質を確保 

有機栽培茶製造実績あ
り、との記載のみ 

出典：IDCJ 調査 

 

（３） 日本のハイエンド緑茶参入優良事例 

 日本のハイエンド緑茶の参入状況、有機 JAS 認証茶栽培の取り組み、輸出の動向を把握

するため、下記企業３社に対して、ヒアリングを実施し、取りまとめた。 

 

表 3-10. 日本のハイエンド緑茶参入優良事例 

茶業者 丸善製茶株式会社 宇治の露製茶株式会社 大塚製茶株式会社 

所在地 静岡市 京都府木津川市 静岡県掛川市 

URL http://www.maruzen-
tea.jp/ 

http://www.ujinotsuyu.co
.jp/ 

http://www.osei.co.jp/ 

設立 1948 年 1980 年 1960 年 

従業員 40 名 28 名 20 名 

営業品目 製茶問屋 茶の卸売業、海外事業 製茶問屋 

会社概要 -食に携わる企業とし
て品質の良い商品を
提供し、地球環境に
優しい企業を目指す 
-全国の茶専門店へ原
料茶の卸売、各種包
装茶の製造・販売、
緑茶・烏龍茶・紅茶
各種ティーバッグ製
品の加工、製造まで
行う 
-茶の包装機械・資材
を扱うナサ社、加
工・輸出を担うモロ
ッコ企業 SITI 社と組
み、モロッコに合弁
会社 Maruzen Tea 
Morocco を設立 
-丸善製茶から荒茶を
提供し、SITI グルー
プ内で加工・包装後
に販売・輸出 

-創業 230 年の歴史と伝統
を伝える京都の老舗・福寿
園のグループ会社 
-多様化する流通への対応
として設立 
-福寿園は荒茶仕入～仕上
茶加工～包装～販売を行う
が、宇治の露は福寿園から
仕上茶を仕入れ、スーパー
やレストラン等への卸売が
中心で、海外向けの窓口も
持つ 

-肥沃な土壌と気候に恵
まれた日坂地区の契約茶
園より荒茶を仕入れ、荒
茶の低温保存、仕上茶加
工、仕込みまで効率化さ
れた作業工程を持つ 
-深蒸し茶製法に自信を
持つ 
-安心安全な茶葉の生産
に取り組んでいる 

http://www.maruzen-tea.jp/
http://www.maruzen-tea.jp/
http://www.ujinotsuyu.co.jp/
http://www.ujinotsuyu.co.jp/
http://www.osei.co.jp/
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茶業者 丸善製茶株式会社 宇治の露製茶株式会社 大塚製茶株式会社 

販売形態 卸売、小売、EC 販
売、直接貿易 

福寿園：小売（対面販
売）、宇治の露：卸売、EC
販売、海外４店舗、間接貿
易 

卸売中心（小売もあ
り）、EC 販売、直接貿
易、間接貿易 

商品の種
類 

煎茶、抹茶、ほうじ
茶、麦茶、玄米茶、
粉茶等。有機茶シリ
ーズもある 

煎茶、抹茶、ほうじ茶、玄
米茶。飲用が多い 

煎茶、棒茶、抹茶、ほう
じ茶、玄米茶、粉末緑
茶、粉茶 

商品の状
態 

茶葉、ティーバッグ 茶葉、ティーバッグ。伊右
衛門ペットボトル飲料は茶
葉をサントリーに卸し、同
社がペットボトル飲料とし
て加工 

茶葉、ティーバッグ 

産地 静岡県、鹿児島県、
京都府、三重県 
農家から荒茶を購入
または他の製茶問屋
から荒茶・仕上茶を
購入 

荒茶は市場取引や産地の経
済連等から仕入れている
が、京都府、奈良県、三重
県、滋賀県産が多い 
九州も増えている 

静岡県に２社自園農家が
いるほか、掛川市周辺の
荒茶工場より荒茶を市場
取引により仕入れ 

有機：非
有機茶の
割合 

全体では、10%程度が
有機栽培茶。モロッ
コ輸出用は有機２：
非有機８の計画だっ
たが、有機茶の問い
合わせが多く、割合
が増加 

福寿園グループとして、有
機栽培茶は 1％以下 

全体では１%が有機栽培
茶 

直近の輸
出動向 

モロッコへは原料バ
ルクを中心に
Maruzen Tea Morocco
社に輸出し、SITI 社
で仕上茶加工、包
装、再輸出されてい
る 
2019 年の目標販売量
は 50 トン、売上高は
１億円、以降、毎年
30%ずつ生産量を拡大
したいと考えている
が、コロナ禍もあり
計画通りではない 

海外取引の割合は直接貿易
1 割：間接貿易９割 
直接貿易は海外に４店舗
（シンガポール髙島屋、ホ
ーチミン髙島屋、バンコク
サイアム髙島屋、サンクト
ペテルブルク）を展開し、
その輸出量割合はシンガポ
ール髙島屋が 90％を占める 
間接貿易は日本の商社へ卸
すのが中心 

直接貿易は欧州、北米、
オーストラリア、東南ア
ジア、アフリカの茶商 
間接貿易は国内商社→現
地ディストリビューター
→小売・卸へ。 

輸出割合 ５%以下 福寿園グループとして２%
程度 

売上ベースで、８-10% 

輸出用の
産地 

ドリフト問題から地
域一帯で有機茶生産
に取り組む鹿児島県
産が多い 

半分は九州産。奈良、京都
産もあるが、海外ニーズに
沿った価格の茶葉が調達し
やすい 

静岡産、鹿児島産、宮崎
産が多い 

最終顧
客・消費
地 

SITI 社から TWG, 
Ronnefelt, Mighty 
leaf 等大手企業の
他、欧州、中東等世
界 55 か国へ販売。モ
ロッコ国内流通へ

海外４店舗は、現地富裕層
や日系企業のギフト利用が
多い 
間接輸出は、香港、シンガ
ポール、米国、カナダ、オ

欧州、北米、オーストラ
リア、東南アジア、アフ
リカ等 20 か国 
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茶業者 丸善製茶株式会社 宇治の露製茶株式会社 大塚製茶株式会社 

は、 SITI 社の高級
ブランドライン
Keiken,TCHABA で販
売 

ーストラリアが多く、50 か
国程度 

海外用商
品 

モロッコ用は、煎茶
（浅蒸・深蒸、有
機・非有機）、玉露
（非有機）、抹茶（有
機・非有機）、玄米茶
（非有機）、ほうじ茶
（有機、非有機） 

種類・用途は国内と同じ 
状態は茶葉、ティーバッグ
に加え、近年はインスタン
ト茶の需要が増えている 
販売形態は小売８:業務用
２ 

直接貿易用は OEM・業務
用、間接貿易は自社ブラ
ンドの小売商品。輸出用
商品としての製造はない
が、取引先の嗜好を意識
したロット製造を行う 

海外拠点 モロッコ、タイ シンガポール、ベトナム、
タイ、ロシア 

なし 

国際認証 ISO9001、有機 JAS 製
造者 

福寿園：有機 JAS 製造者、
ISO14001、FSSC22000、宇
治の露：現在未保有 

ISO22000、有機 JAS 製造
者 

残留農薬
対策（EU
基準への
対応） 

エコサート認証取得 
有機 JAS でもドリフ
ト等で農薬検出もあ
れば、非有機でも EU
基準をクリアできる
農家もいるが、有機
JAS 認証農家とは継
続取引を行っている 

EU の残留農薬基準をクリア
できる慣行栽培茶（非有
機）を輸出用商品として製
造している 

慣行栽培（非有機）でも
EU の残留農薬基準を満
たす茶は多い 
どの茶園のいつの茶葉は
農薬が出にくいという傾
向がある程度見えてお
り、絞って仕入れる 

出典：IDCJ 調査 

 

 ハイエンド市場への参入可能性 

欧州は茶関係の大企業が多く、日本の中規模～小規模茶業者がハイエンド緑茶の進出ポ

テンシャルの高い欧州に進出するのは、課題も多いと考えた。そこで、欧州へ直輸出する方

法ではなく、第三国経由欧州進出の可能性を探った。本調査では、荒茶・碾茶を第三国（モ

ロッコ）へ輸出し、第三国（モロッコ）で製茶加工後、欧州へ再輸出する茶業者の参入可能

性を考察する（図 3-8）。 
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出典：IDCJ 調査 

図 3-8.アフリカ経由欧州再輸出イメージ図 

 

（１） 参入におけるメリット 

 文献調査及びヒアリング調査を実施し、参入におけるメリットを取りまとめた。 

 

表 3-11. 海外参入メリット 

日本 モロッコ
荒茶

加工
製品

欧州

ドイツ

フランス

スイス

オランダ
イタリア

イギリス

スペイン

ポーランド

碾茶

メリット 概要 

鮮度保持 ・日本から仕上茶を欧州へ輸出すると、相当の日数を要する

ため、適切なコールドチェーンが保てない場合、劣化してし

まう。 

・荒茶を輸出し、北アフリカで製茶加工することにより、1

週間以内に仕上茶を欧州へ輸送することが可能となり、新鮮

な状態を保てる。 

労働力削減 昨今、茶産業を含め、農業人口の高齢化が進んでおり、農業

の担い手が不足している。日本で仕上茶加工せず、荒茶を輸

出する場合、少ない労働力で、輸出が可能となる。 

大ロット需要への対応 欧州の大企業は、有機仕上茶の大量オーダーを求めるが、日

本では、有機仕上茶の製造量が少なく、大量オーダーへの対

応が難しい。しかし、有機荒茶・碾茶をアフリカで、他の事

業者の茶とブレンドして、仕上げるのであれば、輸出が可能

となる。 

小規模事業者の参入 茶の大手企業の多い欧州に小規模事業者が参入するのは課題

も多い。仕上茶輸出には、輸出先の需要に合わせた商品企

画・ブランド開発～仕上茶加工～各種包装～販売戦略～流通

まで、多くのステップを踏む必要があり、小規模事業者が参

入するのは困難である。一方、アフリカへの荒茶・碾茶輸出

は、輸出先のパートナーが見つかった場合、パートナー企業

がそれらのステップを担うため、小規模事業者が参入しやす

い。 
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出典：IDCJ 調査 

 

（２） 参入におけるボトルネック 

 文献調査及びヒアリング調査を実施し、参入におけるボトルネックを取りまとめた。 

 

表 3-12. 海外参入ボトルネック 

ブランド力の利用 輸出先の会社ブランドで販売されることがあるが、販売力の

あるブランドに供給し販売することで、売上増加を狙える。 

ボトルネック 概要 

残留農薬規制 日本国内における残留農薬基準が他国基準と乖離しているため、茶農家

は海外輸出対応茶葉を簡単に作れる状況にない。 

特に欧州は茶の残留農薬基準が厳しく、有機 JAS 認証を取得できるレベ

ルの茶でないと輸出は難しい。しかし、有機緑茶の生産農家の確保や有

機生産への転換は容易ではない。さらに、有機栽培茶でもドリフト問題

で、農薬が基準以上検出されることもある。海外需要の多い低価格帯の

茶葉、すなわち二番茶以降の茶は、虫害リスクを避けるため、防除を必

ず行うが、残留農薬値が高くなり、輸出しにくい側面もある。 

各種認証取得 有機 JAS 認証を取得している日本産の農産品は、相互認証により、欧州

市場でも有機として販売できる。しかし、第三国を経由する場合、欧州

で同認証は利用できなくなる課題が生じる。そのため、エコサート認証

等、欧州で通用する認証を取得する必要がある。 

また、近年、食品安全認証を求められることが多くなっており、

ISO22000、FSSC22000 等が必要となる。各種認証取得には時間とお金が

かかる。 

取引先・海外パ

ートナーの確保 

域外バイヤーとのネットワークを持つ信頼できる取引先やパートナーが

確保できないと輸出は難しい。商品が売れれば良いとするのではなく、

商品を売ってくれる取引先・パートナーがいて、初めてビジネスが成り

立つ。取引先・パートナーが確保出来たら、信頼関係を構築することも

重要。また、現地パートナーや取引先を選定するにあたっての取引情

報、信用情報の確認も必要である。 

市場ルート確保 パートナーが安定した市場ルートを持っていなければ、安定供給が出来

ない。パートナーが顧客と取引をやめる事態が発生した場合、自社の努

力と関係なく、出荷量を減らされる可能性もある。 

書類作成 取引先毎に各種書類や証明書の作成が必要。輸出先の法律や規制を確認

し、書類を用意し取引先に迷惑をかけないことが重要である。 

商標登録の維持も書類作成等、手続きが必要である。 

価格の設定 支払い額、期限、方法等をある程度交渉できるよう事前にケーススタデ

ィを勉強する必要がある。 

また、インコタームス（貿易取引の世界共通ルール）の基礎知識や各

種条件の負担範囲を理解しておかないと、商品見積も出せない。 

競争激化 海外市場は過当競争が激しい。新規海外輸出参入者は支援を受け、輸出

コストを抑えられることから、商品価格を低く設定する傾向があり市場

価格に影響が生じる。 
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出典：IDCJ 調査 

 

（３） 参入可能性 

（1）及び（2）において、参入のメリット・ボトルネックを取りまとめたが、世界的にハ

イエンド茶の取引が多い欧州へ進出したい茶業者にとって、残留農薬基準をクリアできる

緑茶の生産・確保、ビジネスパートナー確保、欧州の大規模茶業者の需要に合わせた商品企

画・ブランド開発～仕上茶加工～各種包装～販売戦略～流通まで、多くのステップを踏む必

要がある。また、取引先からの大量オーダーへの対応等、複数の課題が見受けられる。 

しかし、欧州の日本産緑茶の需要の高まり、モロッコ経由で欧州へ緑茶が再輸出されてい

る現状、工夫を凝らしながら、海外進出を果たしている茶業者の存在、日本から欧州への緑

茶輸出の少ない現状を鑑みると、参入ポテンシャルは高いと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語 言葉の壁による受注ロスが発生することもある。非英語圏の会社も商談

では、英語を使用するため最低でも英語対応の可能な人材は確保する必

要がある。 

国際規格非対応 日本の規格が国際規格に対応していないので、食品接触に対する証明書

（MSDA 等)を現地側で再度求められる場合がある。 

成果発現に時間

がかかる 

海外輸出事業は、準備期間が長く成果が出るまで時間を要する。また、

海外で自社ブランドが構築されるまで時間がかかる。 

現地業者の日本

茶知識の無知 

現地の日本茶ディストリビューターや卸売業者は、日本茶に関する知識

が十分でなく、販売先に日本茶の魅力を十分に伝えきれていない。 
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4. アフリカへの展開支援 

本章では、4.1 で海外輸出・進出のステップ及びステップ毎に、現在、実施されている支

援策を取りまとめ、4.2 で日本茶輸出セミナー、またヒアリングを受けて今後、必要と考え

られる支援策を海外輸出・進出のステップ毎ごとに考察した。 

 ハイエンド市場参入に向けての現状の支援策 

茶業者が海外市場参入を考える場合、政府や関係機関による支援事業への参加、商談会や

展示会への参加、専門家サービスの利用、都道府県や市町村レベルの補助金活用等が考えら

れるが、海外輸出・進出のステップを４段階に分類 21した。 

（１） 輸出に向けた基盤作り 

 情報収集：JETRO の農林水産物・食品の輸出支援ポータル 22には、各機関の支援策、

海外専門家相談、取引先探し、専門家指導のリンクが貼ってあり、海外市場参入のイ

メージを掴みやすい。また、インコタームズの基礎知識も習得し、将来の海外取引に

備える。 

 ターゲットの絞り込み：生産の段階で対応が異なるため、輸出国のターゲットを絞り、

商品、対象者を決定する。 

 農家との取引：海外参入用の生産農家（有機 JAS 認証農家や同レベルに近い非有機栽

培農家等）を確保し、取引の準備を行う。 

 残留農薬検査：各国で輸入品に対する異なる農薬基準を設けていることから、輸出国

ごとに農薬検査を行う必要がある。 

 各種認証取得：有機 JAS 認証及び ISO22000、FSSC22000 等食品安全認証の取得準備

を行う。 

 英語対応：商談や取引後の書類作成には、英語対応は必要不可欠であり、英語が堪能

な人材を確保する。また、現地の取引先や海外パートナーに売り込む場合、自社のホ

ームページを有しているほうが取引候補者相手に情報面や信用取引の面で訴求でき

る。 

 
21 https://www.lapita.jp/maff_final_report.pdf 

22 https://www.jetro.go.jp/agriportal/measure.html 
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 SEO 対策： 検索結果で自社サイトを多く露出するために行う対策のことで検索エン

ジン最適化とも呼ばれる。Google 等の検索エンジンで、上位にヒットすれば、新規顧

客の目に触れることも多くなり、取引につながる可能性もある。 

 

（２） 市場調査 

 現地市場調査：規模、消費者の需要や嗜好、競合等の調査、現地の制度情報（関税率、

規制や許認可など）や商習慣の調査、課題の抽出、展示会・商談会への参加 

 オペレーション環境調査：現地でのビジネスパートナー（販売先、提携先）確保のた

めの調査 

 参入戦略策定：輸出（日本国内資本・国内生産）、OEM・フランチャイズ（日本国内

資本のまま海外生産）、直接投資（FDI、海外資本合弁。融資）を検討し、大まかなマ

ーケティング戦略・販売戦略を検討する。 

 

現在、上記活動への支援策には以下のようなものがあり、団体別に示す。 

 

 農林水産省農林水産物・食品輸出支援策ガイド： 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html 

農林水産物の輸出に取り組む事業者向けに、輸出に関する情報、輸出に向けた生産、販

路開拓、輸出リスク回避のための支援を紹介している。 

 農林水産省 GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）： 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/gfptop.html 

輸出は、様々な手続き・規制・言語のハードルや独特の商流が存在し、個々のプレイヤ

ーでは継続的な成果を出すのが困難なため、個々のプレイヤーがビジネスパートナー

を見つけ、商談への橋渡しを行うサービスを提供している。 

 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）：https://www.jetro.go.jp/agriportal/ 

農林水産物・食品の輸出支援ポータルサイトを運営。商談会・見本市・セミナー情報、

食品輸出の検査サービス（残留農薬一斉分析等）の紹介、現地取引先検索（輸出協力企

業リスト、各国・地域別バイヤーリスト）、専門家への相談が可能。「輸出拡大が期待さ

れる分野・テーマ別の海外販路開拓等への支援強化事業」では、販路開拓活動等及びバ

リューチェーン構築のためのボトルネック解消実証並びに輸出有望商品の発掘・テス

ト販売の取組を支援。 
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 中小企業庁：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/index.html 

海外展開に関する支援施策の手引書、中小企業輸出支援ハンドブックがある。「JAPAN

ブランド育成事業」では、海外展開を考える企業に向け海外販路開拓や営業戦略の支援

を実施。（令和 2 年度採択件数 281 件、うち茶関連は 12 件） 

 

（３） 事業計画策定 

 マーケティング戦略詳細化：海外進出の鍵と考えられる信頼できるビジネスパートナ

ーを確保し、ビジネスパートナーと緑茶の種類、量、商品、ブランド、包装、販売戦

略を検討する。 

 オペレーションモデル設計：緑茶の生産・確保、残留農薬検査、ビジネスパートナー

確保、輸出先の需要に合わせた商品企画・ブランディング、仕上茶加工、各種包装、

販売戦略、広報戦略、流通までのモデル設計を行う。 

 事業計画策定：輸出ハードル（茶の確保、残留農薬、鮮度・コストの担保、宗教、法

規制、税制、マーケティング等）を把握して、策定。 

 

現在、上記活動への支援策には以下のようなものがある。 

 日本茶輸出促進協議会：http://www.nihon-cha.or.jp/export/ 

農薬規制に関する輸出ハードルについて、農薬の使用基準、残留農薬基準値が輸出先ご

とに確認できる協議会マニュアルを作成・公開。平成 27 年から令和元年度にかけて、

農林水産省補助事業の一環で輸出用茶残留農薬検査事業を実施。 

 日本茶輸出組合：ホームページなし。静岡市に所在。 

EU と台湾向けの残留農薬検査について、加盟組合員には特別価格で検査を提供してい

る（2021 年２月現在）。 

 農研機構「せいめい」：http://www.naro.affrc.go.jp/collab/breed/0200/0206/073702.html 

海外需要が拡大する抹茶・粉末茶に適した新品種「せいめい」の栽培・加工マニュアル

作成・公開。 

 農林水産省消費・安全局植物防疫課： 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/export_manual.html 

輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアルの作成、輸出先国の規

制に対応するためのサポート体制整備にかかる事業の実施。茶関連では、海外向け抹茶

生産や有機栽培への転換を考えている事業者向けに補助金制度がある。 
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 （一社）全国農業改良普及支援協会：https://www.jadea.org/ 

有機 JAS･GAP 認証取得等支援事業を実施。認証取得を通じて、農産物等の輸出拡大に

資するよう、輸出に向けた認証取得や商談等の取組を行う事業実施者を対象に、年 1 回

募集している。 

 

（４） オペレーション開始～最適化 

 プロジェクト全体管理、営業活動支援、サプライチェーン構築、業務基盤構築 

 マーケティング戦略最適化、業務最適化、組織・人材最適化、オペレーション基盤最

適化、広報戦略最適化 

 

現在、海外取引開始後の事業者への支援策には以下のようなものがある。 

 

 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）新輸出大国コンソーシアム： 

https://www.jetro.go.jp/consortium/ 

海外ビジネスに精通した専門家が個別課題に対応する支援を行う。戦略策定段階～事

業計画策定～実行段階の必要なスポット支援も可能。 

 例：貿易事務、基準・認証、法務、税務・会計 

 中小企業基盤整備機構よろず支援拠点：https://yorozu.smrj.go.jp/ 

中小企業・小規模事業者のための経営相談所。売上拡大や経営改善等の経営課題の解決

に向けて、一歩踏み込んだ専門的な提案を行う。 課題解決に向けて相談内容に応じた

適切な支援機関の紹介や課題に対応した支援機関の相互連携をコーディネート。 

 

 ハイエンド市場参入に向けて必要と考えられる支援策 

今後、必要と考えられる支援策を海外輸出・進出の段階ごとに考察した。 

（１） 輸出に向けた基盤作り 

 輸出対応の茶葉生産量拡大 

日本茶の輸出拡大を行う上の最重要課題である。現在、日本国内における残留農薬基準が

他国基準と乖離しているため、茶農家は海外輸出対応茶葉を容易に生産できる状況にない。
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特に、二番茶以降の茶は虫害リスクがあり、防除を行うため、需要の多い低価格帯の茶葉の

農薬残留値が高くなり、輸出しにくい状況を作っている。輸出高を増やすために、輸出対応

の茶葉生産量を増やす支援は必須と考えられる。生産農家へ農薬指導、EU 残留農薬基準以

下の茶葉生産を目指す農家への補助、改植支援等が考えられる。 

 機能性の PR 

抹茶はスーパーフードとして健康機能性が期待される部分も多いため、抗ストレス効果

の認められる、テアニンや（（カフェイン＋ EGCG) テアニン＋アルギニン））比率などから

健康機能性を PR していくことも重要となる。日本抹茶は固有の品種、茶期、被覆技術、施

肥技術、加工技術、貯蔵技術等により、テアニンやアルギニン含有量が高く、近年、中国も

高テアニン抹茶の生産に取り組んでいるものの、日本には及ばないのが現状である。他国産

と差別化できる日本抹茶を、農林水産省、自治体、試験場等の公的機関や大学等学術機関が

連携して、PR する機会を設けることが考えられる。例えば、農林水産省国際部が事務局を

務めるグローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会では、産学官が連携

し、日本の食産業の海外展開を通じた FVC 構築を推進しているが、本協議会の下で、官民

の組織を作り、日本抹茶の機能性を海外に広く情報発信していくことで、茶業者の海外展開

を支援することにつながる。 

 ブランディング 

独自のセルフブランディングに努めている茶業者もいると考えられるが、店舗進出をし

ている茶業者は別として、中小規模の茶業者の輸出は間接輸出が多く、ブランディングにつ

ながらないこともある。個々の茶業者へ支援策例としては、高品質を保持するための技術研

修（栽培・加工・貯蔵等）、ウェブマーケティング、EC 販売促進のための SEO セミナー23、

外国語ホームページの作成支援等、間接的にブランディングにつながる活動が考えられる

が、茶業者のみの活動では、ブランディングに限界がある。 

そこで、京都おぶぶ茶苑の例では、ティーツーリズム（茶産地観光）により、生産地のブ

ランディングを推進している。ティーツーリズムを行うことによって、コスト競争に巻き込

まれることなく、茶産地にとっては、最強のブランディングが可能となる例である。農林水

産省でも、提案型のブランディング支援事業の実施が求められる。 

 

 
23 例えばインターネット検索機能にて「Japan, Green tea, premium」と記入し検索をかけると、

Ikkyu Premium Japanese green tea&matcha（一休合同会社の EC 販売サイト）や Hibiki-an（響庵）

の海外オンライン販売サイトが上位で検出される。EC 販売を取り入れている茶業者はある

が、海外取引関係者が興味を持つキーワードを定期的に更新することも一案である。 
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 低コスト生産 

抹茶の例では、需要が拡大するにつれ、従来型のれんがで作られた碾茶炉が、最近では効

率化を目指したネット型碾茶炉や機械化碾茶炉などへの開発も進んでいる。公的機関から

の補助金給付等の支援が考えられる。 

 啓蒙活動 

海外現地の日本茶ディストリビューターや卸売業者は、日本茶に関する知識（文化性、ヒ

ストリー、保管法、利用法、機能性、健康効果等）が十分でなく、啓蒙活動（日本茶のこと

を学べるセミナーや教育機会）を充実させるべきである。 

また、セミナーでの輸出企業の例では近年のインバウンド旅行者への茶の売込みもあっ

た。海外観光客が訪れる茶産地観光（ティーツーリズム）、購入先の確保等、輸出先だけな

く、日本国内でも来日者へ日本茶 PR を行うことは、日本茶愛飲者の醸成に繋がっている。 

 

（２） 市場調査 

 継続支援の必要性 

JETRO の補助金事業で海外営業や展示会をサポートする仕組みがあるが、１年単位での

補助が多いため短期で成果を出すことが難しく、継続して営業を取り組める体制もあると

望ましい。また、ヒアリングを通して得た意見として、展示会場での通訳提供は展示会中に

限定されてものであり、展示会後は出展者が独力でコミュニケーションを図り販売を続け

なければならないため、小規模生産者や小規模茶業者には課題となっているようである。 

 

（３） 事業計画策定 

 国際規格に合わせる 

日本の資材・機器仕様書を国際規格に合わせるための啓蒙及び発信をすることが重要で

ある。機械の場合はフェールセーフ 24の考え方の導入が必要である。 

 

 

 
24 故障時や異常発生時でも、安全側に動作させることで絶対に人命を危険に晒させないよう

にシステムを構築する設計手法。 
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（４） オペレーション開始～最適化 

 農薬検査支援 

JETRO には農薬検査の補助金があるが、2021 年２月現在、対象地域・国が限定されてい

る 25。茶以外にも大量の品目があるため、JETRO 枠で全世界対象の補助金の拠出は難しい

と考えられ、農林水産省独自枠を設けて、日本茶はじめ輸出重点品目には同検査の補助金枠

の適用を可能にする等の支援方法が考えられる。 

 信用情報の提供 

海外で現地取引の問い合わせがあった場合、業者の信用情報の判断基準が必要となる。ヒ

アリングにて海外信用情報を調べられる制度の構築を望む意見が見受けられたが、2021 年

２月現在、無償で利用できる制度はない。各社が投資対象となる資産の価値・収益力・リス

クなどを経営・財務・法務・環境などの観点から詳細に調査・分析できる人材の確保や情報

紹介先の確保における支援が必要である。 

 既存業者への支援の必要性 

ヒアリングによると、新規事業者への支援は多数ある一方で、既に参入している事業者へ

の支援が少ないと感じている茶業者もいる。新規事業者は、支援を受けて低価格で参入して

くるため、既存業者が正常以下の利潤しか得られない状態に陥っており、スタートアップ型

だけでなく、継続型の既存業者への支援事業も必要である。 

 EC の活用 

最近では、世界的に EC(電子商取引)の市場規模が拡大し、コロナ禍により一気に加速し

ている。対人販売ではないため、包装のデザイン性はもとより、商品説明など消費者が知り

たいことを端的に表現し、他商品との差別化を図る必要があるため、消費者目線をより重要

視した商品企画が重要となる。オンライン広告、リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS 

広告などのウェブマーケティングや EC 販売促進のための SEO 対策セミナー、外国語ホー

ムページの作成等の支援が考えられる。  

 
25 EU、米国、TPP 加盟国に輸出する場合のみ補助がある。 
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5. 日本茶輸出セミナー計画・開催運営 

日本茶は我が国の農林水産物・食品の輸出促進における重要品目であり、米国・欧州で拡

大傾向にあるものの、残留農薬基準の規制、言語の壁による受注ロスの発生等、輸出量を更

に伸ばしていく上で解決すべき課題は少なくない。かかる状況を踏まえ、本委託事業では後

の FVC 構築に繋げるため、銘柄茶の主な主要産地５ブロックにおいて日本茶輸出セミナー

（以下、セミナー）を開催した。セミナー実施内容について以下の通り報告する。 

 

 セミナープログラムの策定 

プログラムの策定にあたり、農水省と講演内容と各ブロックの登壇候補者について事前

の確認と打合せを行った。講演内容と各ブロックの登壇者は以下の通りである。 

 

図 5-1. セミナープログラム内容 

本委託事業締結時の 2020 年 11 月には各５ブロックでの現地開催を予定していたが、新

型コロナウイルス感染症蔓延防止、また 2021 年１月８日発令の緊急事態宣言を考慮し、本

セミナーは全日程 Zoom を用いたウェビナー形式にて執り行った。 

 

 セミナー事前準備と集客 

セミナー講演内容について、当日の円滑な進行、また登壇者スケジュールの観点からプロ

グラム１番の静岡県立大学茶総合研究センター中村教授とプログラム８番の丸善製茶株式

会社古橋代表取締役社長の講演については、事前に収録した。加えて、セミナー当日の予行

2/10（水）10～12時 2/10（水）14～16時 2/12（金）10～12時 2/12（金）14～16時 2/15（月）14～16時

静岡ブロック 鹿児島ブロック（宮崎含む） 福岡ブロック（熊本・佐賀含む） 京都ブロック 三重ブロック

1 セミナー開会挨拶 ５分 農林水産省 農林水産省 農林水産省 農林水産省 農林水産省

2 当日のご案内 ２分 (株)JTB (株)JTB (株)JTB (株)JTB (株)JTB

3 海外市場の特性と輸出戦略 １５分
静岡県立大学
茶学総合研究センター

静岡県立大学
茶学総合研究センター

静岡県立大学
茶学総合研究センター

静岡県立大学
茶学総合研究センター

静岡県立大学
茶学総合研究センター

4
欧州への有機緑茶輸出及び
アフリカへの展開可能性

１５分 (株)国際開発センター (株)国際開発センター (株)国際開発センター (株)国際開発センター (株)国際開発センター

5 ３～４について質疑応答 １０分

休憩 ５分

おぶぶ茶苑（京都） おぶぶ茶苑（京都） おぶぶ茶苑（京都） おぶぶ茶苑（京都） おぶぶ茶苑（京都）

鹿児島県経済連 大塚製茶(株)（静岡県） 大塚製茶(株)（静岡県）
MATCHA KAORI JAPAN(株)
（静岡県）

宇治の露製茶（京都）

8 １０分 丸善製茶(株) （静岡県） 丸善製茶(株) （静岡県） 丸善製茶(株) （静岡県） 丸善製茶(株) （静岡県） 丸善製茶(株) （静岡県）

9 質疑応答/閉会 １５分

プログラム
所要
時間

6

海外進出・輸出の事例紹介

１０分

7 １０分
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演習のため、農水省、セミナー登壇者と運営事務局（株式会社 JTB 新宿第二事業部とアド

バンテージ株式会社）の３地点で事前接続テストを実施した。セミナーでの司会進行は台本

を作成し、JTB 社にて行った。 

 集客については、（１）茶関係団体への告知と（２）株式会社 JTB のメールマガジン・タ

ーゲティングマガジンである海外展開支援 LAPITA を用いた。LAPITA は官公庁、外郭団体

が企画し、JTB が受託主催するセミナー、商談会、展示会、海外ミッションツアーの募集や

申し込みを同ウェブサイトにて掲載しており、本委託事業提案時の告知可能件数は 7,500 と

効率的な告知・集客が可能であった。本セミナーの関する告知ページについては記載内容に

ついて農水省の確認を経て、以下の通り掲載した（図 5-2）。 

 
 

図 5-2. LAPITA 申込画面（一部切り取り） 

 

セミナー当日の資料については、登壇者より配布の許可を得ることができた資料 26を

LAPITA ページ内に格納し、申込参加者が事前に入手できるように手配した。また、セミナ

ー開始前に Zoom のチャット機能を活用し再度のリマインドを行った。 

セミナー開催前日までに確認できた申込参加者は以下の通りである。 

各ブロック 静岡 鹿児島 福岡 京都 三重 

申込参加者数 47 15 14 16 14 

 

 
26 同資料については別添３として本報告書に添付する。 
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 各ブロックでのセミナー実施内容 

令和３年２月 10 日（水）、２月 12 日（金）、２月 15 日（月）に開催したセミナーの内容は

以下の通りである。 

 

各ブロック 静岡 鹿児島 福岡 京都 三重 

開催日時 ２月 10 日

（水）10:00

～12:00 

２月 10 日

（水）14:00

～16:00 

２月 12 日

（金）10:00～

12:00 

２月 12 日

（金）14:00～

16:00 

２月 15 日

（月）14:00～

16:00 

場所 発信：TKP 新橋カンファレンスセンター（運営事務局） 

パネリスト及び参加者は各地点から遠隔参加 

① 参加者数 

② 最終申込者

数 

※パネリスト除く 

①、②とも

に 52 名 

①20 名 

②23 名 

①25 名 

②26 名 

①21 名 

②22 名 

①34 名 27 

②26 名 

 

５ブロック開催での合計参加者数は 152 名であった。 

運営事務局は運営会場の手配・設営、司会進行、会議の録音、写真撮影など、当日の会場

運営に関する業務を行った。国際開発センターはセミナー講演（プログラム２番）と質疑応

答に対応した。 

セミナープログラムの内容の詳細は以下の通りである。 

 

プログラム題目／登壇者 所要 

時間 

講演内容 

１.当日のご案内 

株式会社 JTB 淡路 

５分 ウェビナー資料とダウンロードのご案内、

質疑応答や入力方法について説明。 

２.セミナー開会挨拶 

農林水産省松本大臣官房審議官（静岡

ブロック） 

10 分 本セミナー開催の趣旨と茶をめぐる情勢に

ついて。 

 
27 開催直前に JETRO より一部事業者に本セミナーの案内を行ったため、JTB で集約した申込

者数より実際の出席者数が上回った結果となった。 
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農林水産省国際部新興地域グループ

長小島参事官（鹿児島・福岡・京都・

三重ブロック） 

３.海外市場の特性と海外輸出戦略 

静岡県立大学茶学総合研究センター

長 中村特任教授 

15 分 海外での輸出ニーズ、輸出先での制約等海

外市場の特性、またブランディングをはじ

めとした日本茶の輸出戦略の必要性につい

て。 

４.欧州への有機緑茶輸出及びアフリ

カへの展開可能性 

（株）国際開発センター 三嶋研究員 

15 分 本委託事業の事前調査（欧州・中東地域の輸

出入と消費動向）と、アフリカを拠点とした

第三国への輸出可能性について。 

質疑応答 10 分 講演３,４を中心とした質疑応答 

休憩 ５分 － 

５.海外進出・輸入の事例紹介 

京都おぶぶ茶苑（同）松本副代表（全

ブロック） 

丸善製茶（株）古橋代表取締役 

（全ブロック） 

JA 鹿児島県経済連企画開発部谷元氏

（静岡ブロック） 

大塚製茶（株）営業部杉原国際事業課

長（鹿児島・福岡ブロック） 

MATCHA KAORI JAPAN（株）吉宮マネー

ジングディレクター（京都ブロック） 

宇治の露製茶（株）桐島取締役海外事

業部長（三重ブロック） 

30 分 

 

現在海外輸出を行っている茶関係企業・団

体（１セミナーあたり３社に海外進出に際

してのきっかけ、メリットや対応に苦労し

た点等を、講演を通して共有。） 

６.質疑応答/閉会挨拶 

株式会社 JTB 淡路 

15 分 講演３～５についての質疑応答 
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セミナー開会挨拶(農林水産省松本大臣官房

審議官) 

講演 海外進出・輸出の事例紹介（JA 鹿児島

県経済連 谷元氏） 

  

セミナー開会挨拶(農林水産省国際部新興地

域グループ長 小島参事官) 

講演 海外進出・輸出の事例紹介(大塚製茶

（株） 杉原氏) 

 
 

講演（（株）国際開発センター 三嶋氏） 講演 海外進出・輸出の事例紹介(丸善製茶

（株） 古橋氏) 
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講演 海外進出・輸出の事例紹介（京都おぶぶ

茶苑（同） 松本氏） 

講演（静岡県立大学茶学総合研究センター 

中村氏） 

  

講演 海外進出・輸出の事例紹介（MATCHA 

KAORI JAPAN（株） 吉宮氏） 

講演 海外進出・輸出の事例紹介（宇治の露

製茶（株） 桐島氏） 

写真２. セミナー開催中の様子  

 

 セミナー終了後のアンケート実施とアンケート結果 

 各ブロックのセミナー終了後に、セミナー内容に関する意見徴収、また今後のセミナー

運営開催に役立てるためアンケートを実施した。アンケートは７項目から成り、セミナー内

容全体や今後の運営について確認する３設問と各講演の満足度を図る４設問で構成した。

アンケートひな形は別添４とし本報告書に添付する。 

 同アンケートは回収率の向上を目指し、セミナー終了後に参加者の画面にアンケート項

目を表示誘導し回収を行った。なお、パネリストや運営事務局はアンケートの対象に含めて

いない。 

 各ブロックのアンケート結果を取りまとめ、以下の通り示す。 
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（１） 静岡ブロックアンケート集計結果 

回収率：63.4％ （参加者 52 名、回収数 33） 

 

設問１：セミナー満足度 

 

 

設問２：本セミナーの役に立った点や改善すべき点等アドバイスについて 

役に立った点について 

・モロッコの話は以前から耳にしていたが、直接社長のお話が聞けて良かった。 

・実際の輸出例等もあり、とても理解しやすかった。 

・全体的に分かりやすかったです。輸出対象国ごとの情報等は、大変参考になりました。 

・実際に輸出に携わる人の生の声や、新な知見に触れることができて良かった。 

・いろんな事例が聞けてとても勉強になりました。ありがとうございます。 

・本日はとても貴重はお話を聞かせていただきました。 

・海外市場の状況についてのまとめ、とアフリカへの展開可能性ついての説明、輸出に取り

組まれている企業様のお話を伺うことができ、どのお話も大変参考になりました。 

・モロッコは以前からガンパウダーの消費地と考えていましたが、欧州への拠点という考え

方は参考になりました。ただ、後ろに中国の影が感じられました。 

・JA 鹿児島の発表が役に立った。 

・kg 当たりの価格の国別ランキングや、緑茶輸入国別ランキングなど、とても興味深く、ま

た、京都おぶぶ茶苑さんの取り組みや丸善さんのモロッコでのスキームがとても勉強になり

ました。ありがとうございました。 

・モロッコ輸出事例、茶ツーリズムの重要性、海外への機能性情報発信の方法（が役になっ

た、という意図と推測。括弧内は共同事業体による補足）。 

19

13

1

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

大変満足（58％）

まあ満足（39％）

未回答（3％）

普通（0％）

不満（0％）
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内容に関する改善点コメント 

・これまであまり知らなかった海外（特にモロッコ）への展開の現状と問題点及び対応策等が

実際に現地で取り組まれている企業の実態験として聞くことができたこと。時間の制約で難

しいとは思いますが、欧州や北米等の実情も一緒に聞けたらなお良かった。 

運営面に関する改善点コメント 

・進行の方・中村先生・鹿児島の方のお声が小さめで聞こえにくかったので、もう少し大きい

と助かりました。京都おぶぶ茶苑の方のお話は大変聞きよく、内容も大変勉強になりました。

ありがとうございました。 

・スライドの進め方が早い方がいらっしゃいましたので、少し長かったら見逃しが少なかっ

たのではないかと思います。 

・参加者同時での意見交換もできれば、参加者の実利に繋がるヒントを得られる、より活発な

会になるのではないかと感じました。 

 

設問 3：各講演内容について 

①海外市場の特性と輸出戦略（静岡県立大学茶学総合研究センター長 中村順行特任教授） 

 

・海外の学会で茶の機能性を PR していく際に、どのような学会が対象となってくるでしょう

か？茶業者自身は研究成果を持っていないので、業界団体としてそういった学会に参加する

のは困難かと思います。業界団体としてできることはあるのでしょうか？例えば、機能性表示

の取得にあたって、静岡県立大学様にご支援やご監修をお願いしたり、その結果をターゲット

国での学会で発表する、といったことは可能なのでしょうか？ 

・とても参考になりましたが、以前同じお話を聞いていたので２（参考になった）を選択しま

した。 

・統計の方法、出典が不明だった点があった。 

 

 

 

19

14

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

大変参考になった（58％）

参考になった（42％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）
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① 欧州への有機緑茶輸出及びアフリカへの展開可能性（㈱国際開発センター） 

 

・欧州での有機緑茶の重要性がよく分かりました。 

・とても詳しく調査されており参考になりました。 

・以前、おそらく国際開発センター様のお二人が書かれた、アフリカ市場進出に関するリア

ル・オプション的な考え方の論文を拝見したのを思い出しました。丸善製茶様と連携すること

で Sunk cost も最小限に抑えられるため、まずは同社様にご相談するのが良いかと思いまし

た。ありがとうございます。 

 

③海外進出・輸出の事例紹介 

京都おぶぶ茶苑 

 

・ティーツーリズムや国際茶協会の活動に興味がわいた。特に、国際日本茶協会の組織の実態

と世界緑茶協会や日本茶輸出組合、日本茶業中央会等との連携等がどうなっているか知りた

かった。 

・松本さんのお話は特に興味深く、世界及び日本のお茶のブランディングに対して素晴らし

い展開をなさっていると感じました。ありがとうございました。 

・新規就農で海外輸出までされており、とても勇気づけられます。 

・とても面白く勉強になりました。 

・鹿児島県志布志市でも同様の取り組みを実施しつつありますので、大変参考になりました。 

22

11

0

0

0 5 10 15 20 25

大変参考になった（67％）

参考になった（33％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

23

9

1

0

0 5 10 15 20 25

大変参考になった（70％）

参考になった（27％）

あまり参考にならなかった（3％）

視聴しなかった（0％）
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・ティーツーリズムの採算性について、具体的にご教授くださいまして誠にありがとうござ

います。専属スタッフをつけることができるか、という点については非常に苦しいところです

が、対応を考えなければならないと思った次第です。 

 

JA 鹿児島県経済連 

 

・鹿児島県内の生産輸出体制は理解できたが、サプライチェーンを通じて北米・欧州等とどう

いう連携を保っているか紹介されなかったのは残念。 

・知りたいのは、元気の良い茶業者（西製茶、霧島製茶等）が育っている理由、その Facts と

鹿児島経済連の取り組みとの関連性。 

・声が聞きづらくよく分かりませんでした。 

・鹿児島抹茶構想以外にビジョンがないような気がしました。 

 

丸善製茶株式会社 

 

・とても興味深い取り組みです。 

・今後も日本茶業界を牽引して行ってください。 

・モロッコ用のお茶として、欧州の残留農薬基準クリアについては承知しましたが、それ以外

に求められる特性等はあるのでしょうか？ 

8

13

12

0

0 2 4 6 8 10 12 14

大変参考になった（24％）

参考になった（40％）

あまり参考にならなかった（36％）

視聴しなかった（0％）

21

12

0

0

0 5 10 15 20 25

大変参考になった（64％）

参考になった（36％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）
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設問４：（参加者・参加企業や団体の）海外展開への取り組みについて 

 

海外展開に取り組んでいる、もしくは興味があると回答のうち、対象国については以下の

通り。 

北米・アジア等、日本茶の認

知がある地域（うち、一部欧州

や中東含） 

欧州・中東・アフリカメイン

（本セミナーの対象地域） 

その他 

・米国、ドイツ、台湾、他 

・北米、台湾、欧州 

・US 欧州 豪州 台湾 

・モロッコ、タイ等 

・オーストラリア、米国 

・北米・カナダ・欧州・オース

トラリア・台湾・タイ・シンガ

ポール 

・米国、欧州、アラブ首長国連

邦、マレーシア 

・北米、欧州、台湾、東南アジ

ア（所属的なターゲット） 

・個人的には、欧州からのそれ

なりに所得のある層の交流人

口が多いチュニジアをターゲ

ットにしたいと思っておりま

す。 

・欧州、中東 

・ドイツ、イギリス、フランス

以外の欧州諸国 

・具体的には決めていない

が、可能性があればチャレン

ジしたいと思っています。 

・対象国というより、まだハ

ードルの高さを感じている

段階です。 

・世界 50 か国。アフリカを

除く地域。 

 

設問５：本セミナーに参加して、（今後の）海外展開についての取り組みについてどのよう

な変化があったか。 

 

15

9

6

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

すでに海外展開している（45％）

海外展開に向けて取り組んでいる（27％）

海外展開に興味がある（18％）

未回答（9％）
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設問６：今後実施してほしいセミナーテーマについて 

日本茶の輸出について 

・日本茶の海外輸出関連の様々なテーマに関するものがあれば、是非参加したいと思います。

弊社は小規模小売店ですが、弊社のような企業が海外輸出に取り組む場合の具体的なサポー

トなどについて、詳しく知ることができるような内容のものがあれば参加したいと思ってお

ります。 

・海外での日本茶を扱っている現地の団体、企業の日本茶に対する評価等。 

・日本の企業だけではなく、海外の現地で面白いお茶の事業展開をしている企業、日本茶輸入

企業様にあれば、直接好むお茶の傾向や現状を直接聞ける機会があれば助かります。 

残留農薬規制、認証や保険等輸出の中の特定のテーマについて 

・各国の残留農薬規制対応について、各国の包装資材規制について。 

・有機認証、TRACES の仕組み、Phytosanitary Certificate 等に興味があります。 

・海外 PL 保険、残留農薬検査など具体的なこと。 

 

設問７：今回の WEB 配信への評価・改善点等、意見・要望について 

・大変参考になるセミナーで、有意義だったと思います。講師の皆様、事務局の皆様、ありが

とうございました。 

・これからもこのような取り組みは進めて欲しい。 

・全体的にとても良い内容だったと思います。 

・大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 

 

14

7

9

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

具体的に取り組みたいと思った（43％）

興味が沸いた（21％）

変わらない（27％）

未回答（9％）
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（２） 鹿児島ブロック（宮崎含む）アンケート集計結果 

回答率：47.8％ （参加者 23 名、回答数 11 名） 

 

設問１：セミナー満足度について 

 

設問２：本セミナーの役に立った点や改善すべき点等アドバイスについて  

・モロッコでの原産地生産の件かなり役に立ちました。 

 

設問３：各講演内容について 

①海外市場の特性と輸出戦略（静岡県立大学茶学総合研究センター長 中村順行特任教授） 

 

②欧州への有機緑茶輸出及びアフリカへの展開可能性（㈱国際開発センター） 

 

8

3

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大変満足（73％）

まあ満足（27％）

普通（0％）

不満（0％）

6

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7

大変参考になった（55％）

参考になった（45％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

6

4

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

大変参考になった（55％）

参考になった（36％）

あまり参考にならなかった（9％）

視聴しなかった（0％）
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③海外進出・輸出の事例紹介 

京都おぶぶ茶苑 

 

大塚製茶株式会社

 

 

丸善製茶株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大変参考になった（73％）

参考になった（18％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

未回答（9％）

8

3

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大変参考になった（73％）

参考になった（27％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

8

3

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大変参考になった（73％）

参考になった（27％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）
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設問４：（参加者・参加企業や団体の）海外展開への取り組みについて 

 

海外展開に取り組んでいる、もしくは興味があると回答のうち、対象国については以下の

通り。 

北米・アジア等、日本茶の認

知がある地域（うち、一部欧州

や中東含） 

欧州・中東・アフリカメイン

（本セミナーの対象地域） 

その他 

・米国、欧州、アセアン諸国 

・フランス、香港 

・デンマーク、マレーシア、ド

イツなど 

 

 

設問５：本セミナーに参加して、（今後の）海外展開についての取り組みについてどのよう

な変化があったか。  

 

 

 

設問６：今後実施してほしいセミナーテーマ、及び設問７：今回の WEB 配信への評価・

改善点等、意見・要望については、は回答が無かった。 

 

7

2

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

すでに海外展開している（64％）

海外展開に向けて取り組んでいる（18％）

海外展開に興味がある（18％）

7

1

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

具体的に取り組みたいと思った（64％）

興味が沸いた（9％）

変わらない（18％）

未回答（9％）
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（３） 福岡ブロック（熊本・佐賀含む）集計結果 

回収率：52％ （参加者 25 名、回答数 13） 

 

設問１：セミナー満足度について 

 

 

設問２：本セミナーの役に立った点、改善すべき点等アドバイスについて、は回答が無か

った。 

 

設問３：各講演内容について 

①海外市場の特性と輸出戦略（静岡県立大学茶学総合研究センター長 中村順行特任教授） 

 

②欧州への有機緑茶輸出及びアフリカへの展開可能性（㈱国際開発センター） 

 

10

1

2

0

0 2 4 6 8 10 12

大変満足（77％）

まあ満足（8％）

普通（15％）

不満（0％）

10
3

0
0

0 2 4 6 8 10 12

大変参考になった（77％）
参考になった（23％）

あまり参考にならなかった（0％）
視聴しなかった（0％）

10
3

0
0

0 2 4 6 8 10 12

大変参考になった（77％）
参考になった（23％）

あまり参考にならなかった（9％）
視聴しなかった（0％）
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③海外進出・輸出の事例紹介 

京都おぶぶ茶苑 

 

大塚製茶株式会社 

 

丸善製茶株式会社 

 

 

設問４：海外展開への取り組みについて 

8

4

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大変参考になった（62％）

参考になった（31％）

あまり参考にならなかった（7％）

視聴しなかった（0％）

6

6

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

大変参考になった（46％）

参考になった（46％）

あまり参考にならなかった（8％）

視聴しなかった（0％）

9
4

0
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

大変参考になった（69％）
参考になった（31％）

あまり参考にならなかった（0％）
視聴しなかった（0％）
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海外展開に取り組んでいる、もしくは興味があると回答のうち、対象国については以下の

通り。 

北米・アジア等、日本茶の認

知がある地域（うち、一部欧州

や中東含） 

欧州・中東・アフリカメイン

（本セミナーの対象地域） 

その他 

・米国、香港 ・フランス  

 

設問５：本セミナーに参加して、（今後の）海外展開についての取り組みについてどのよう

な変化があったか。   

 

 

設問６：今後実施してほしいセミナーテーマについて、は回答が無かった。 

 

設問７：今回の WEB 配信への評価・改善点等、意見・要望について 

・声が聞き取りにくかったり、音の大きさが一定していないので改善できれば聞き取りやす

いです。 

 

 

3

5

5

0 1 2 3 4 5 6

すでに海外展開している（23％）

海外展開に向けて取り組んでいる（38.5％）

海外展開に興味がある（38.5％）

6

7

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

具体的に取り組みたいと思った（46％）

興味が沸いた（54％）

変わらない（0％）
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（４） 京都ブロック集計結果 

 回収率：42.8％ （参加者 21 名、回答数９） 

 

設問１：セミナー満足度について 

 

 

設問２：本セミナーの役に立った点、改善すべき点等アドバイスについて 

・私自身、ポジションが少し異なるので直接は参考にできる点は少なかったのですが、日本茶

の海外輸出にかかわる者として大変刺激になりました。 

 

設問３：各講演内容について 

①海外市場の特性と輸出戦略（静岡県立大学茶学総合研究センター長 中村順行特任教授） 

 

② 欧州への有機緑茶輸出及びアフリカへの展開可能性（㈱国際開発センター） 

2

6

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

大変満足（22％）

まあ満足（67％）

普通（11％）

不満（0％）

3

4

1

1

0 1 2 3 4 5

大変参考になった（33％）

参考になった（45％）

あまり参考にならなかった（11％）

視聴しなかった（11％）
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③海外進出・輸出の事例紹介 

京都おぶぶ茶苑 

 

・一緒に世界へ飛び出したいですね。 

・大変勉強になりました。 

 

MATCHA KAORI JAPAN 株式会社 

 

・メキシコ向け輸出大いに興味があります。もし京都、宇治田原の抹茶、玉露にも興味がおあ

りでしたら是非、弊社へも新規引合いお願い致します。従業員８人程度の中小企業ですので小

回りが利き、迅速な引合い対応します。 

・大変勉強になりました。 

 

2
5

0
1
1

0 1 2 3 4 5 6

大変参考になった（22％）
参考になった（56％）

あまり参考にならなかった（0％）
視聴しなかった（11％）

未回答（11％）

5

3

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6

大変参考になった（56％）

参考になった（33％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

未回答（11％）

5

3

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6

大変参考になった（56％）

参考になった（33％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

未回答（11％）
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丸善製茶株式会社 

 

・大変勉強になりました。 

 

設問４：海外展開への取り組みについて 

 

海外展開に取り組んでいる、もしくは興味があると回答のうち、対象国については以下の

通り。 

北米・アジア等、日本茶の認

知がある地域（うち、一部欧州

や中東含） 

欧州・中東・アフリカメイン

（本セミナーの対象地域） 

その他 

・シンガポール   

 

設問５：本セミナーに参加して、（今後の）海外展開についての取り組みについてどのよう

な変化があったか。   

4

4

0

0

1

0 1 2 3 4 5

大変参考になった（44％）

参考になった（44％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

未回答（11％）

4

1

1

2

1

0 1 2 3 4 5

すでに海外展開している（44％）

海外展開に向けて取り組んでいる（11％）

海外展開に興味がある（11％）

海外展開は考えていない（22％）

未回答（11％）
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設問６：今後実施してほしいセミナーテーマについて、は回答が無かった。 

 

設問７：今回の WEB 配信への評価・改善点等、意見・要望について 

・質疑応答の際に、質問者回答者双方がリアルタイムで発言できるのが良かった。 

・ありがとうございます。まだ活動開始をしたばかりですので、このような情報は大変助かり

ます。今後とも事例共有や取り組み事業者さんの紹介を実施していただけると大変助かりま

す。 

 

（５） 三重ブロック（愛知含む）集計結果 

 回収率：47.0％ （参加者 34 名、回答数 16） 

 

設問１：セミナー満足度について 

 

設問２：本セミナーの役に立った点、改善すべき点等アドバイスについて 

・モロッコの話は以前から耳にしていたが、直接社長のお話が聞けて良かった。 

・違うアプローチでお茶輸出に取り組まれている事業者のそれぞれの例がとても参考にな

りました。 

0

1

5

3

0 1 2 3 4 5 6

具体的に取り組みたいと思った（0％）

興味が沸いた（11％）

変わらない（56％）

未回答（33％）

11

4

1

0

0 2 4 6 8 10 12

大変満足（69％）

まあ満足（25％）

普通（6％）

不満（0％）
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・京都おぶぶ茶苑さんの取り組みはとても参考になりました。狭山茶もティーツーリズムを

始めようと、準備をしていたのですが、コロナで一時中断しています。来年度から仕切り直

したいと思っています。また丸善さんのモロッコ拠点のお話には、新しい視点をいただきま

した。 

・京都おぶぶ茶苑の松本さんのご活動・茶ツーリズムのお話、丸善製茶の古橋さんのモロッ

コへの荒茶輸出のお話、大変興味深く拝聴いたしました。ありがとうございます。 

 

設問３：各講演内容について 

①海外市場の特性と輸出戦略（静岡県立大学茶学総合研究センター長 中村順行特任教授） 

 

・直近の統計上の数字や情報を知ることができて感謝しております。 

・都合により途中からしか視聴できませんでしたが、ターゲットを絞った生産、商品設計の

重要さを感じました。 

 

③ 欧州への有機緑茶輸出及びアフリカへの展開可能性（㈱国際開発センター） 

 

・データをもとにご説明頂き参考になりました。 

・Q&A でもあったが、残留農薬管理について更に詳しく知りたかった。 

 

③海外進出・輸出の事例紹介 

3

11

1

1

0 2 4 6 8 10 12

大変参考になった（19％）

参考になった（69％）

あまり参考にならなかった（6％）

視聴しなかった（6％）

2

13

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14

大変参考になった（13％）

参考になった（81％）

あまり参考にならなかった（6％）

視聴しなかった（0％）
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京都おぶぶ茶苑 

 

・具体的な取り組みを知ることができました。 

・日本茶ファンおよびブランドファンを増やす取り組みの例として大変参考になりました。 

・お茶ツーリズムを活用し、海外個人向け販売を積極的にされている例がとても参考になり

ました。 

・見ている方向が似ているので、参考になる点がたくさんありました。 

 

宇治の露製茶株式会社 

 

・商標登録の維持や店舗運営など、ブランディングに成功された後の課題も知ることができ

参考になりました。 

・長年海外とかかわっていらっしゃるので、一時の勢いが枯れる時期も出てくるのでしょう。

でも福寿園さんにはこの苦難の時期を乗り越えて、勢いを取り戻していただきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

13

2

0

1

0 2 4 6 8 10 12 14

大変参考になった（81％）

参考になった（13％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（6％）

4

10

0

2

0 2 4 6 8 10 12

大変参考になった（25％）

参考になった（63％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（12％）



 

83 

 

丸善製茶株式会社 

 

・モロッコ経由の再輸出、グループ内ですべて完結する仕組みなど、大変興味を持って拝聴さ

せて頂きました。 

・モロッコ活用という発想が興味深かった。 

・お茶輸出の新しい形態でとても興味深く、参考になりました。 

・是非、ご連絡をしてみたいと思いました。 

 

設問４：海外展開への取り組みについて 

 

海外展開に取り組んでいる、もしくは興味があると回答のうち、対象国については以下の

通り。 

北米・アジア等、日本茶の認

知がある地域（うち、一部欧州

や中東含） 

欧州・中東・アフリカメイン

（本セミナーの対象地域） 

その他 

・米国 

・北米、欧州、東南アジア、オ

ーストラリア等 

・フランス、イタリア 

・フランス 

・モンゴル 

11

5

0

0

0 2 4 6 8 10 12

大変参考になった（69％）

参考になった（31％）

あまり参考にならなかった（0％）

視聴しなかった（0％）

7

3

4

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

すでに海外展開している（44％）

海外展開に向けて取り組んでいる（19％）

海外展開に興味がある（25％）

海外展開は考えていない（6％）

未回答（6％）



 

84 

 

・シンガポール、マレーシア、

インドネシア、タイ、台湾、香

港、米国など 

・欧州、アジア諸国 

・シンガポール 

・東南アジア（タイなど） 

・台湾向け 米国向け 

・台湾 

 

設問５：本セミナーに参加して、（今後の）海外展開についての取り組みについてどのよう

な変化があったか。   

 

 

設問６：今後実施してほしいセミナーテーマについて、は回答が無かった。 

 

設問７：今回の WEB 配信への評価・改善点等、意見・要望について 

・貴重なお話をお聞かせ頂きありがとうございました。 

・面白かったです。またこのような機会があれば、参加したいと思います。 

 

  

5
5

6

0 1 2 3 4 5 6 7

具体的に取り組みたいと思った（31％）
興味が沸いた（31％）
変わらない（38％）
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6. 日本茶の PR 用資料作成 

 動画 DVDの作成 

農水省作成の 15 分程度の日本茶プロモーション用動画の DVD を基に、ロシア語、ドイ

ツ語及びアラビア語でのナレーションと字幕付きの DVD を作成した。作成にあたり、事前

にナレーション原稿を作成し、原稿に沿って音声収録を行った。タイムコードとナレーター

原稿は、別添資料５として本報告書に添付する。 

 

（１） 実施日時・場所 

日時：2021 年２月 24 日（水）9:00～15:15 

場所：イン・プランスタジオ 

 

（２） 実施内容 

ロシア語：9:00-11:00 (２時間) 

ドイツ語：11:00-13:00 (２時間) 

アラビア語：13:00-15:15 (２時間 30 分) 

 

（３） 納品日 

2021 年３月 19 日（金） 

 

 PR 用パンフレットの作成 

農水省作成の資料（A4 版８枚程度）の日本茶プロモーション用パンフレットを基に、ロ

シア語版、ドイツ語版、アラビア語版資料を作成した。別途、ロシア語版、ドイツ語版、ア

ラビア語の対訳表を別添資料６として添付する。 

（１） 納品日 

2021 年３月 19 日（金） 
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参考資料 

 

 農林水産省 茶の輸出戦略 
  https://www.maff.go.jp/e/export/kikaku/pdf/cha.pdf 
 同省 茶の輸出戦略検証シート 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/pdf/kensyo_tea.pdf 
 同省 茶をめぐる情勢（令和２年 12 月） 
 同省 農林水産物・食品の輸出促進対策 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/ 
 財務省貿易統計 
  https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm/  
 e-STAT 
  https://www.e-stat.go.jp/ 
 鹿児島県 かごしま有機抹茶輸出促進基本構想 

https://www.pref.kagoshima.jp/ag06/documents/64999_20180327123259-1.pdf 
 日本貿易振興機構（JETRO）競合国輸出環境調査（中国・緑茶）報告書 
 同機構 JETRO センサー2016 年８月号 EU 緑茶市場で競争するには 
 同機構 農林水産物・食品の輸出支援ポータル 

https://www.jetro.go.jp/agriportal/ 
 公益社団法人日本茶業中央会「令和２年度版茶関係資料」令和２年６月

 日本茶輸出促進協議会 
  http://www.nihon-cha.or.jp/export/index.html 
 全国茶生産団体連合会・全国茶生産府県農協連連絡協議会 

https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/index.htm 
 株式会社野村総合研究所 令和２年度 COVID-19 によるグローバル・フードバリュー

チェーンへの影響分析調査業務（アフリカ地域） 

 アクセンチュア株式会社 「平成 29 年度輸出戦略実行事業」日本茶の輸出拡大に向け

た課題調査報告書 

 同社 「輸出先国での日本茶消費実態調査及び流通緑茶収集調査報告書」2016 年 10 月 

 株式会社 JTB コーポレートセールス「平成 29 年度農林水産物・食品輸出促進対策事業

のうち食品産業グローバル展開推進事業」事業完了報告書（平成 30 年３月） 

 株式会社国際開発センター「平成 30 年度茶の流通合理化に関する調査委託事業」平成

31 年３月 

 丸善製茶株式会社 

http://www.maruzen-tea.jp/ 

 大塚製茶株式会社 

http://www.osei.co.jp/ 
 宇治の露製茶株式会社 

http://www.ujinotsuyu.co.jp/ 
 京都おぶぶ茶苑 

https://www.obubu.com/ 



 

 

 FAOSTAT 
  http://www.fao.org/faostat/en/#home  
 UN Comtrade Database  
  https://comtrade.un.org/ 
 International Tea Committee “Annual bulletin of Statistics” (August 2020) 
 International Trade Centre  
  https://www.intracen.org/ 
 Trend Economy 
  https://trendeconomy.com/  
 Panjiva Global Trade Insites  
  https://panjiva.com/  
 The German Tea Association 
  https://www.teeverband.de/ 
 CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) 
  https://www.cbi.eu/ 
 Tea and Herbal Infusions Europe 
  https://www.thie-online.eu/ 
 Babu Tea and Coffee Center   
    https://www.babuteacoffee.com 
 World tea news “China Green Tea Origins” 

https://www.worldteanews.com/Features/china-green-tea-origins  
 Challenge.ma 

https://www.challenge.ma 
 Global Business Insight onCoffee and Tea 

https://stir-tea-coffee.com/ 
 DMCC Tea Centre 

https://www.dmcc.ae/gateway-to-trade/commodities/tea/dmcc-tea-centre 
 MARUZEN Premium Japanese Teas  
  https://www.maruzen-tea-morocco.com/ 
 Societe Imperiale des Thes & Infusions 

https://siti-tea.com/ 
 Societe Marocaine des Thes and Infusions 

https://www.sultan-tea.com/en/sultan-a-l-international 
 Tea Premium 

http://www.teapremium.ma/ 
 Lichuan Jinli Tea Industry Co., Ltd 

http://www.jltea.com 

 Zhejiang Chunli Tea Co., Ltd 

https://www.chunlitea.com/ 

 Zhejiang Wafa Tea Co., Ltd 

http://www.wafatea.com/ 
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