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「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデルの骨子

１．背景
沖縄県では、過去実施した振興策を通じ、沖縄県産品及び同県輸出事業者等による食品の輸出取扱量が大きく改善された。
しかしながら、沖縄県を経由する他県産品の集荷、並びに県内の輸出向け食品加工施設を活用したフードバリューチェーンが依然として十分に整備されておら
ず、沖縄県が物流ハブとして効果的に機能する際のボトルネックとなっている。

2．沖縄物流ハブの現状
○立地特性➜東アジアとの近接性
・沖縄国際物流ハブ（那覇空港）は、約20億人の巨大マーケットである東アジアの中心に位置する沖縄県の地理的優位性、那覇空港を基点とした豊富
な国内線・国際線ネットワークを活用した、国際物流拠点となっている。
・平成19年のアジア・ゲートウェイ構想に基づき、沖縄県と全日本空輸（ANA）で那覇空港の国際物流拠点形成に関する合意を締結したことから具体化
され、那覇空港貨物ターミナルの規模拡大、航空貨物ハブ事業の運用、大手運輸会社進出、海運航路の拡充、国際物流特区の拡充等各種施策が進
められている。

○輸出特性➜高いハブ機能。食料品・飲料の輸出額が伸展（那覇空港）
・航空路線別貨物重量の輸送実績は、那覇便の占めるウェートが高く、航空貨物のハブ機能として大きな役割を果たしている。
・平成21年の沖縄物流ハブ事業の開始以降、那覇空港における食料品・飲料の輸出額は伸びており、平成30年には、10億円を超えている。

○那覇港
・那覇港における整備（リーファー電源の増設、ガントリークレーン増設、総合物流センターの整備等）、海運会社による積極的な投資（RORO船整備、
物流センター整備等）等から近年ハブ機能が強化されている
・一方、輸出の半分が空コンテナということが課題となっている。

○沖縄県における加工特性
・沖縄県内の食品製造業は、事業者数は限られるものの、農林水産加工品、菓子、惣菜加工業等の多様な加工品目がある。
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3．ビジネスモデルの概要
3-1 ターゲット市場と市場規模
・日本食飲食店の多いアジア地域のうち、沖縄物流ハブにおける現在の航空便、航路の状況、日本食の普及状況から、ターゲット市場をタイ王国とした。
・タイ王国は、日本食レストランの数が多く、日本食材への需要が高い。また、急増する寿司店等日本食レストランに対し、食材の取扱いや調理法に不慣れ
な従業員が多く、冷凍食材・一次加工（カット処理等）等厨房作業の簡便化のニーズがある。
・飲食店数は、現在、3,004店舗、うち、バンコク1,718店舗（寿司店450店舗）、さらに増加が見込まれていることから、「寿司ネタ」に注目し、ビジネスモ
デルを構築した。
・タイ王国の日本食レストランにおける小売販売価格帯は、安値から高値まで幅広いが、1切れ280円程度までであれば、中程度の価格帯の飲食店向け
に十分に市場性を持つと考えられた。輸送コスト等を考慮しても、収支が合うと想定されるため、サンプル輸出を行った。
3-2 事業推進のための提携
○地域商品供給
安定的な供給が可能であること、物流コスト面で有利なことから、沖縄県内（イカ類、マグロ類）、九州地域（アジ、ブリ類）を地域商品供給元とした。
○加工機能
HACCP認証を取得しており、海外市場への展開に積極的に取組む、高品質の急速凍結機を用いた冷凍食品製造の企業とした。
○輸入卸機能
タイ国において、日本の水産物輸入卸売を行い、タイ国輸入や水産物の取扱いに精通しており、日系、タイ系双方の飲食店との広範なネットワークを有し、
飲食店や消費者のニーズに精通している企業とした。
3-3  対象商品の特徴
外食産業向け冷凍水産物の製造輸出。主に、日本食系の飲食店向けに、一次加工（カット処理等）等厨房作業の簡便化へのニーズに対応した瞬間
凍結等日本の技術を用いた冷凍切り身とした。
○商品仕様
・冷凍水産物（切り身:刺身、寿司ネタ、しゃぶしゃぶ）
・内容量︓1㍶ 10ｇ×10個
・消費期限︓2ヶ月
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3-4 サンプル実証結果
○地域産品の活用
沖縄物流ハブ機能の検証を目指し、サンプル施策の原材料として、各地から、マグロ（沖縄産）、ソデイカ（沖縄産）、カンパチ（鹿児島産）、サーモン

（長野産）、ヒラメ（青森産）、アジ（神奈川産）を集荷した。
○サンプル品の評価
サンプル品を製造し、卸売、飲食店に配布、品質等の評価を実施した。高級店を除き、低から中程度の単価帯までの飲食店からは、概ね商品として妥当
との評価を頂いた。このため、タイ系の飲食店のうち、中価格帯の店舗がターゲットとなる考えられる。

3-5 ビジネスモデルの数値計画
○目標卸売価格の設定
タイ国内卸売価格については、製造原価や運送費、バンコクにおける類似商品の販売価格から、50円/10gを目標（15バーツ）とした。
タイへの輸送経費、国内配送費は、10円/10g（1000円/㎏）程度であり、沖縄県からの出荷価格は、40円/10gの想定とした。
○年間の収支計画
当面、10店舗向け、週1回の製造からスタートし、60店舗取扱いの水準（寿司店450店舗の10％強のシェア）、沖縄側で約2.5億円規模の製造、
バンコクの小売段階で約5億円市場を目指す。

3-6 ビジネスモデルの全体像
○ビジネスモデルの全体像
水産物や水産加工品の生産地であるタイ王国内の他、中国、台湾、韓国、ノルウェー等からの輸入もあるため、ドリップの出ない高品質な冷凍技術及び
日本らしい食材を強みとしたビジネスモデルを検討した。
○ビジネスモデルの展望
本事業モデルの今後の展望としては、先ずは、日本食の店舗数が多く食材供給ニーズの高いタイ王国における市場シェアの獲得を目指し、将来的には、

沖縄県における衛生管理の体制強化を前提に、九州地区との連携強化、県内の高付加価値の冷凍技術のネットワークを活用し、インバウンド対象のホテル
需要といった県内市場、タイ王国同様に日本食が普及し、かつ、フェリーを活用できる台湾市場への挑戦等の展開が考えられる。
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○立地特性➜東アジアとの近接性
・沖縄国際物流ハブは、約20億人の巨大マーケットである東アジアの中心に位置する沖縄県の地理的優位性、那覇空港を基点とした豊富な国内線・国際線ネッ
トワークを活用した、国際物流拠点となっている。
・平成19年のアジア・ゲートウェイ構想に基づき、沖縄県と全日本空輸（ANA）で那覇空港の国際物流拠点形成に関する合意を締結したことから具体化され、
那覇空港貨物ターミナルの規模拡大、航空貨物ハブ事業の運用、大手運輸会社進出、海運航路の拡充、国際物流特区の拡充等各種施策が進められている。

1.沖縄物流ハブの現状の整理
「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書

沖縄貨物ハブの現状
資料︓全日本空輸資料に基づき㈱RPI作成

○空路
国際貨物ハブ事業は全日本空輸（ANA）が取組んでいる。令和2年3月現在、那覇空港を拠点とする貨物専用機は、羽田便や成田便含め週50便が運航
されている。
○航路
那覇港を発着する国内航路は、東京便、名古屋便、大阪便、博多便、鹿児島便等がある。
国外航路は、北米便（釜山経由）、上海便、フィリピン便、台湾便がある。

那覇港への定期航路の現状
資料︓那覇港管理組合資料に基づき㈱RPI作成

72H

36H

36H

13D

31D
※所要時間︓那覇→当該港

5



○輸出特性➜高いハブ機能。食料品・飲料の輸出額が伸展（那覇空港）
・航空路線別貨物重量の輸送実績は、那覇便の占めるウェートが高く、航空貨物のハブ機能として大きな役割を果たしている。
・平成21年の沖縄物流ハブ事業の開始以降、那覇空港における食料品・飲料の輸出額は伸びており、平成30年には、10億円を超えている。

1.沖縄物流ハブの現状の整理

那覇空港からの食料品・飲料関係の輸出額の推移（千円）
資料︓貿易統計

順位 路線別 貨物重量
（ｔ）

上位10位
（％）

1東京（羽田）－福岡 151,351 24.7%
2東京（羽田）－新千歳 144,283 23.6%
3東京（羽田）－沖縄（那覇） 127,216 20.8%
4東京（羽田）－大阪 69,411 11.3%
5大阪－沖縄（那覇） 32,361 5.3%
6東京（羽田）－鹿児島 22,196 3.6%
7福岡－沖縄（那覇） 16,973 2.8%
8関西－沖縄（那覇） 16,785 2.7%
9東京（成田）－沖縄（那覇） 16,086 2.6%
10東京（羽田）－広島 15,209 2.5%

路線別輸送実績上位10位路線（H30）

資料︓航空輸送統計年報

沖縄空港を利用する貨物重量は、上位10位までの中で、全体の3割を超える比率であり、航空貨物のハブ機能としての役割は大きい。
平成30年現在、沖縄地区税関からの輸出総額は 285 億 43 百万円である。食料品については、「魚介類及び同調製品」が11億円（4.1％）、「肉類及び
同調製品」が６億円（2.4％）となっている。同年の全国の品目別輸出額に占める食品の割合が0.9%であることから、輸出額に占める食料品関係の割合は全
国的な平均とくらべて高い。

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書

空港 食料品輸出額
（億円）

新千歳 200
成田 355
羽田 128
関西 224
福岡 129
那覇 15

主要空港食料品輸出金額(H30)
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1.沖縄物流ハブの現状の整理

那覇港における外貿コンテナ貨物量の推移(輸出入、千ｔ)
資料︓貿易統計

平成30年現在、那覇港の取扱量のうち、外貨コンテナ貨物量は、輸出303千ｔ、輸入772千ｔとなっている。近年、量的には安定的に推移している。
農林水産関係については、輸出は、119千ｔ、水産物、その他等の品目となっている。量的な変動が大きく、水産物取扱が5割に達すること等の特徴がみられる。
那覇港における整備（リーファー電源の増設、ガントリークレーン増設、総合物流センターの整備等）、海運会社による積極的な投資（RORO船整備、物流セ
ンター整備等）等から近年ハブ機能が強化されている。
輸出の半分が空コンテナということが課題となっている。

那覇港からの農林水産関係の輸出量（外貨コンテナ）の推移（千ｔ）
資料︓貿易統計

H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年

穀物類 18 0 0 35 0 0 0 93 142 36 0

水産物 176 0 124 106 388 299 283 408 89 66 18

その他 213 0 0 35 336 53 180 204 355 28 101
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○沖縄県における加工特性
・沖縄県内の食品製造業は、事業者数は限られるものの、農林水産加工品、菓子、惣菜加工業等の多様な加工品目がある。

1.沖縄物流ハブの現状の整理

食品製造業については、農林水産加工品、菓子、惣菜加工業等の多様な加工品目がある。一方、食品輸出において求められることの多い製造施設の登録等
で必要な衛生管理への対応（HACCP認証取得）については、進んでいない。

企業名 所在地 加工分野 加工品目等

1㈱A 糸満市 製塩 早くから輸出事業に取組んできた。

2K㈱ 糸満市 健康食品 健康食品原料（ウコン・フコイダン等）。

3(有)Ｎ 南城市 健康食品 春ウコン利用に特徴。農事法人。

4Ｏ㈱ 西原町 パン・麺類 老舗の食品事業者。

5A㈱ うるま市 冷凍寿司 高品質冷凍機メーカーの系列。惣菜、冷凍水産品
等。輸出事業に積極的。

6Ｏ㈱ 読谷村 食肉加工・飲料 農林事業者との連携商品、レトルト加工等にも実績

県内企業の状況（HACCP認証を有する企業）

A㈱社

取扱品目、技術特性、衛生
管理体制、輸出意欲から本
事業の協力企業として選定

※A㈱社では、現在、シンガポール等海外市場を対象に、弁当、寿司、おせち等の食品を輸出している。
企業としては、沖縄県の持つアジアとの近接性が活きる沖縄国際物流ハブを活用し、全国から原材料供給を受け、沖縄県で高
品質の日本らしい特徴を持つ商品を製造し、日本食の需要の高いアジア市場における市場拡大を目標としている。

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○ターゲット市場
・日本食飲食店の多いアジア地域のうち、沖縄国際物流ハブにおける現在の航空便、航路の状況、日本食の普及状況から、ターゲット市場をタイ王国とした。
・タイ王国は、日本食レストランの数が多く、日本食材への需要が高い。また、急増する寿司店等日本食レストランに対し、食材の取扱いや調理法に不慣れな従業
員が多く、冷凍食材・一次加工（カット処理等）等厨房作業の簡便化のニーズがある。
・飲食店数は、現在、3,004店舗、うち、バンコク1,718店舗（寿司店450店舗）、さらに増加が見込まれていることから、「寿司ネタ」に注目し、ビジネスモデルを
構築した。

２．ビジネスモデルの検討
2-1 ターゲット市場と市場規模

上海

国際物流ハブ機能のうち、直行便の活用を前提とすると、輸出ターゲット市場の候補は、上海、タイ王国、シンガポールの3地域・国に絞られる。
このうち、人口や日本食飲食店数のほか、①購買力の伴った日本の食材への関心と需要、②輸入手続き等の透明性が高いこと、③現地国内の配送の確実性等
も勘案し、タイ王国を選定した。

直行便対象
地域・国

タイ王国

シンガ
ポール

○人口︓約2,420万人（2018）
○空輸所要時間︓2時間5分～
○日本食レストラン︓2,936店

輸入許可や通関手続きに時間がかかる。
○加工または保管施設の事前登録
○衛生証明書
○輸入許可証の取得

日本食が定番化。寿司店が急増中。
○人口︓約6,765万人（2018）
〇空輸所要時間︓6時間40分～
〇日本食レストラン︓3,004店

フグを除き、水産物の輸入規制はない。
空輸便が多く、日本からの鮮魚輸入がスムーズ。
○FDA手続き
○通関者登録の取得

○人口︓約570万人（2019）
○空輸所要時間︓5時間10分～
○日本食レストラン ︓1,105店

○シンガポール税関に登録
○食品・家畜庁からライセンス取得等

タイ王国

○2019年のタイ向け農林水
産物の輸出額は、395億円。
○このうち、水産物輸出は約206億
円で、カツオ、ビンナガ等加工原材
料が主体である。
○加工原材料等を差し引いた、飲
食店向け生鮮魚介類は、おおよそ
140億円程度とみられる。

市場特性 主な輸入手続き ターゲット市場

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○タイ王国及び水産物市場の概要
タイ王国は、水産業生産が盛んであり、東南アジアで有数の漁業生産国である。しかし、従来からの加工原材料に加え、所得の向上により、水産物の輸入が増え
ている。主な輸入相手先は、中国、インド、台湾等となっている。日本の輸出額は、サーモンの主要輸出国（ノルウェー・チリ・米国）の1/3半分程度の規模となってお
り、サーモンから多様な品目を供給できる日本産水産物への転換を図ることで、市場の拡大余地がある。
なお、タイ王国への輸送手段には、航路、空路がある。航路は、第3国経由で10日間以上（経路による）、航路は6時間40分と空路の利便性が高い。

２．ビジネスモデルの検討
2-1 ターゲット市場と市場規模

概要
首都 バンコク
人口 6,765万人（2018）
GDP 487.24(10億ドル)(2018)
一人当たり
名目GDP

6,992（ドル）

通貨 バーツ
1バーツ＝3.5円程度
（2020.1）

那覇からの
運搬

○空路︓那覇から週3便
6時間40分

○航路︓第3国経由
10日間以上

その他 ✓日本食が普及
レストラン︓3,004店

水産業
生産量 漁業生産 2,493千ｔ（2016 FAO）

養殖生産 963千ｔ（2016 FAO）
主要品目 イカ、エビ
概要 東南アジア地域有数の漁業生産国。

海面漁業では、イカ、エビ、養殖業ではエビが多い。
国内消費あるいは再輸出向けの水産物輸入も多い。

水産業輸入
（競合状況）

輸入相手先は、中国、インド、台湾、韓国等。日本は上位
10番目程度。
上位5位 (生鮮+冷凍魚 2017 タイ通関ベース）
中国 14,399百万バーツ
インド 9,300百万バーツ
台湾 8,953百万バーツ
米国 8,250百万バーツ
韓国 7,054百万バーツ
日本 5,918百万バーツ
※ノルウェー 5,471百万バーツ
チリ 4,725百万バーツ

日本産水産物
のシェア拡大

【強み】
○日本食の普及

○高品質・簡便性

○サーモン以外の
多様な品目提供
が可能

サーモン供給国
（ノルウェー・チリ・米国）
金額ベースで日本の3倍

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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２．ビジネスモデルの検討
2-1 ターゲット市場と市場規模
○タイにおける水産物輸入事情（日系卸売業者ヒアリング）
・バンコク市内では、日本食、寿司店は増えている。ブームではなく、タイ人の食生活に根差した食文化の一つとなった。
・バンコク市内では、最近、日本産水産物の品ぞろえ、鮮度が改善されている。日本国内の地方都市よりも手に入りやすい状況といわれている。
・マグロ、サケについては、特に競合が厳しい。品ぞろえも多く価格も安い。イカ、エビも競合が厳しいが、刺身にしてる等の付加価値、価格も相応であれば、買い
手もあるかもしれない。
・品目としては、ブリ類、アジ・サバといった、日本らしいものがあれば良い。
・現在、各地から冷凍水産物の売り込みがある。この中で、高品質をうたう凍結品は多くみられ、品質には定評がある。半面、定番化した感があり、価格や品質
等で特徴のある品目でなければ、高品質冷凍だけでは、販売が難しいと感じている。ただし、冷凍商品は、漁況、天候に左右されない面で店側には安定供給
の魅力があるので、一定の需要はある。

バンコクにおける寿司店の様子

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○地域商品供給
安定的な供給が可能であること、物流コスト面で有利なことから、沖縄県内（イカ類、マグロ類）、九州地域（アジ、カンパチ）を地域商品供給元とした。
○加工機能
現在、シンガポール等海外市場を対象に、弁当、寿司、おせち等の食品を輸出を行い、HACCP認証取得（惣菜）している、高品質の急速凍結機を用いた冷凍
食品製造の企業とした。
○輸入卸機能
食の海外流通プラットフォーム形成を目指し、外食産業の海外進出支援業務を行うほか、タイ国において、日本の水産物輸入卸売、百貨店内フードコートの運営、
自治体フェアの企画運営、飲食店の運営を行っている企業とした。

２．ビジネスモデルの検討
2-2 事業推進のための提携

○中核となる加工機能について
本事業では、輸出への意欲・実績、品質・技術の優位性、安定供給の可能性、衛生管
理体制（HACCP認証の取得等）導入状況を勘案し、連携企業を選定した。
連携企業は、シンガポール等海外市場を対象に、弁当、寿司、おせち等の食品を輸出を
行い、HACCP認証取得（惣菜）しており、高品質の急速凍結機を用いた冷凍食品製
造の企業である。

○輸送手段
製品の発送は、直航で週3便設定のあること、発注から納品までのリードタイムを短縮でき
ることから、空輸とした。

冷凍水産物

事業

地域商品
（沖縄・九州）

現地輸入卸
冷凍食品

製造企業

✓日本らしい品目
✓物流コストの低減

✓輸入業務
✓現地飲食店とのネットワーク

✓高品質の冷凍
✓輸出への高い意欲

※採用した技術の特性（A㈱社による）
・急速凍結の環境下に均等磁束と電磁波を加えて凍結(冷凍)することで、食品・食材
の鮮度や食感、風味を維持する冷凍技術。
※急速凍結とは、食品・食材の温度が最大氷結晶生成温度帯(0℃～-7℃くらい)を
より早く通過させて凍結を行う冷凍技術。

・食品の細胞破壊を防ぎ、解凍時のドリップ・離水量を少なくする。食品の本来の品質
を保つ。

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○地域産品の活用
沖縄物流ハブ機能の検証を目指し、サンプル施策の原材料として、各地から、キハダマグロ、ソデイカ、カンパチ、サーモン、ヒラメ、アジを集荷し、加工した。

○サンプル製造︓高品質な冷凍水産物（切り身）
外食産業向け冷凍水産物の製造輸出を実施した。主に、日本食系の飲食店向けに、一次加工（カット処理等）等厨房作業の簡便化へのニーズに対応した瞬
間凍結等日本の技術を用いた冷凍刺身を目指した。

２．ビジネスモデルの検討
2-3 対象商品の特徴

○想定した商品の仕様
基本的には、下記の商品仕様とするが、飲食店からのニーズに応えて、品目、大きさ等は、
調整可能とする。
・冷凍水産物（切り身:刺身、寿司ネタ、しゃぶしゃぶ）
・内容量︓1㍶ 10ｇ×10個
・消費期限︓2ヶ月

○ターゲット
主に、業務用（BtoB）。
・和食料理店（ローカル向け、一般大衆店のうち、やや高単価の店舗）
・ホテル（ビュッフェ向け）

○商品特徴
・多用途︓刺身盛り、寿司ネタ、丼、しゃぶしゃぶまで。
・簡便性︓調理場の手間を省き、高品位の魚介類を提供。
・取引先の希望により、寿司、切身の調整が可能。

本事業の強みを発揮する要件

○沖縄ハブ機能の活用
✓九州地域を含む広域連携により、原材料の安定供
給が可能

✓また、「日本らしい」特徴のある品目の提供が可能
✓深夜便利用で迅速に現地ニーズに対応できる

優位性を出し得る技術・体制

○高度な冷凍技術
✓ドリップの出ない品質
✓消費期限の長さ

○現地ネットワークの広い卸との連携により、飲食店の意向
に合う仕様に対応が可能

キハダマグロ カンパチ ソデイカ

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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２．ビジネスモデルの検討
2-4 サンプル実証結果

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書

○サンプル実証の流れと確認事項
地域産品の集荷、加工、タイ王国内搬入までの全体工程は下記の通り。
第1回の実証では、商品の包装、輸送中の温度管理に課題があった。第2回では、真空包装を改善、ドライアイスの利用等の改善により、到着品質は向上した。
なお、第1回の実証時には、タイ王国側の通関手続きに3日間時間を要したが、第2回の実施時には、2日間に短縮された。こうした不測の事態でも品質を保持で
きる包装、梱包を考慮する必要がある。

地域産品
沖縄県内
鹿児島
青森県・長野県

✓遠隔地からの集荷では、時間
を要する⇒タイムリーな製造が
難しくなる。日本らしい品目で
ある、ブリ、カンパチ、アジ等を供
給できる九州地域との連携が
魅力。
✓航路が活用できる地域は輸送
が安く、検討する必要。

加工センター
高度な凍結技術
切身加工

✓高度な技術で差別化が必要。

✓長期的には、HACCP認証の
取得が望ましい。

✓タイ王国の場合、FDA登録
が必要。登録には、現地卸売
業者を選定する必要。

那覇～タイスワンナプーム

✓積込・積降し時の温度帯
変動を考慮した包装・梱包が
必要。

✓相手国通関に意外に時間を
要する場合を想定した輸送ス
ケジュールを立てる必要。

深夜便活用で翌日到着
製造日翌日に到着（+通関）
週3便

タイ王国
日本食 1718店舗
タイ人は日本食好き
高級店から大衆店まで幅広く立地

✓飲食店の仕入れ方針を理解
する。（冷凍品への考え方）

✓対象店舗のニーズ（品目、量
目、味付け等）の把握。

✓1回の発注当たりの仕入価格
・仕入ロットを確認。 14



○目標卸売価格の設定
タイ国内卸売価格については、製造原価や運送費、バンコクにおける類似商品の販売価格から、50円/10gを目標（15バーツ）とした。

２．ビジネスモデルの検討
2-5 ビジネスモデルの数値計画

○希望現地卸売価格の考え方
卸売価格については、製造原価や運送費、バンコクにおける類似商品の販売価格から、目標卸売価格は、50円/1切れ（10g・1貫分）と設定した。
なお、タイへの輸送経費、国内配送費は、10円/10g（1,000円/㎏）程度、沖縄県からの出荷価格は、40円/10gの想定。

・沖縄県の主要産品
・高鮮度・安定供給

○ローカル寿司（低価格）
・15店舗運営
・寿司 39円/1貫（安いもの）
・サーモン 60円/1貫

目標
タイ国内卸売価格
（50円/10ｇ）

想定小売価格
125円/10ｇ程度

実現可能なレベル

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書

地域産品

沖縄産
○キハダマグロ
○ソデイカ

九州産
○カンパチ

○ローカル系寿司店（中価格）
・7店舗運営
・寿司セット 280円/1貫

タイ王国

その他
○サーモン
○ヒラメ
○アジ

概要

・沖縄までの輸送時間
が短い
・養殖品目で安定供給
・日本らしい食材

・出荷地から沖縄までの
輸送時間が長い
（鮮度保持が課題）

○日系小売店
・寿司 150円/1貫

加工センター

○高品質な製品

○現在の能力
10,000食/日

小売価格は、店の購買層に合わせて、幅が広い。沖縄国際物流ハブの活用で全国から集荷可能。

15



○サンプル品の評価
サンプル品を製造し、卸売、飲食店に配布、品質等の評価を実施した。サンブル評価は、2回実施した。2回目は輸送時の温度管理、商品包装を改善し、新たに
アジを加えた。結果的としては、1回目に評価の低かったキハダマグロの評価が改善され、高級店を除き、低から中程度の単価帯までの飲食店からは、概ね品質面で
は妥当との評価を頂いた。
特に、タイ系の寿司チェーン店のうち、サンプル品の評価が高く、中価格帯の店舗（下記F社）が今後の取引候補となると考えられる。

２．ビジネスモデルの検討
2-5 ビジネスモデルの数値計画

A社（日系卸売）

B社（日系卸売）

C社（日系小売）

Ｅ社（日系飲食）

Ⅾ社（タイ系飲食）

F社（タイ系飲食）

仕入現状

生鮮:30ｔ 日本産
生鮮:105ｔ
冷凍:45ｔ

生鮮 日本産
その他

生鮮 日本産

生鮮:4ｔ
冷凍:2t 日本産

生鮮・31ｔ 日本産

・直営寿司店持つ
・広いネットワーク
・ホテル納品あり
・広いネットワーク

特徴

・高価格帯
・高級小売店

・中価格帯
・老舗居酒屋

・低価格帯
・15店舗運営

・中価格帯
・7店舗運営

切身サンプル評価
キハダ イカ サーモン ヒラメカンパチ

280円/1貫

日本産
その他

☆商談へ

日本産

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書

アジ

推計
販売価格

○︓良い
△︓まあまあ
×︓不適
※赤字は2回目の結果
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卸
売

小
売

飲
食

低価格帯

高価格帯

G社（日系飲食） その他冷凍・高価格帯
・冷凍エビ取扱

I社（タイ系飲食）

H社（タイ系飲食） ・高価格帯

・高価格帯

生鮮:10ｔ
冷凍:10t
生鮮:30ｔ
冷凍:1t

日本産
その他（冷凍）



○年間の収支計画（事業シミュレーション）
当面、10店舗向け、週1回の製造からスタートし、60店舗取扱いの水準（寿司店450店舗の10％強のシェア）、沖縄側で約2.5億円規模の製造、バンコクの
小売段階で約5億円市場を目指す。

２．ビジネスモデルの検討
2-5 ビジネスモデルの数値計画

切身商品
ＢtoＢ

50円/10ｇ

※原材料費・輸送
費・加工費を含む

現地卸売価格の設定に基づき、本事業により想定されるビジネスモデルに関して、収支計画（イメージ）の試算を行った。

特徴 推計方式

【積上式】
生産能力と取引店舗数から
積み上げ。
○現在の生産能力（想定）
10,000個/日
（100㎏/日製造）

○想定ケース
✓当初期
10店舗向け
週1回製造・空輸
✓普及期
20店舗への供給を目指す
週3回製造・空輸
✓確立期
60店舗への供給を目指す
週5回製造・空輸

収支計画（イメージ）

当初期

○50万個/年生産
（5t/年）
○10店舗
（5,000人前/店・年間）
バンコク内寿司店450店
舗の2％

○週1便程度

○商品仕様の調整
物流の効率化

普及期

○300万個生産
（30t/年）
○20店舗
（15,000人前/店・年間）

○週1便程度

○商品仕様の確立
生産体制の整備

確立期

○500万個生産
（50t/年）
✓60店舗
（8,000人前/店・年間）
バンコク内寿司店450店
舗の13％

バンコク
小売段階
約5億円へ

○売上規模
0.25億円/年

○売上規模
1.5億円/年

○売上規模
2.5億円/年
（加工センター）

※那覇空港食料品輸出
額15億円（2018）
の16％の水準

○急増する日本食店
・食材供給
・簡便で店舗の手
間がない
・日本らしく、多様
な品目提供

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○年間の収支計画（年次別シミュレーション）
ビジネスモデルの年次別のシミュレーションは下記の通り。
4年目にビジネスモデルが確立、設備投資等生産体制の強化の段階へと進む。

２．ビジネスモデルの検討
2-5 ビジネスモデルの数値計画

切身商品
ＢtoＢ

50円/10ｇ

1）想定シェア
品目・項目

年次
1年目（当初期） 2年目（当初期） 3年目（普及期） 4年目（確立期） 5年目以降

2.0％ 2.0％ 4.0％ 10.0％

2）想定損益計算

原材料費
7,500千円

原材料輸送費
5,000千円

○売上規模
25,000千円売上

支出

人件費
10,000千円

○売上規模
150,000千円

原材料輸送費
30,000千円

原材料費
45,000千円

人件費
60,000千円

営業利益
2,500千円利益 営業利益

15,000千円

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書

○売上規模
250,000千円

原材料輸送費
50,000千円

原材料費
70,000千円

人件費
100,000千円

営業利益
30,000千円

50万個生産 50万個生産 300万個生産 500万個生産 1,000万個生産

原材料費
7,500千円

原材料輸送費
5,000千円

○売上規模
25,000千円

人件費
10,000千円

営業利益
2,500千円

○売上規模
500,000千円

20.0％
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原材料輸送費
100,000千円

原材料費
140,000千円

人件費
200,000千円

営業利益
60,000千円



○ビジネスモデルの視点
・ 「アジアのセントラルキッチン︓小分け・アソートによる高品質日本ブランド製品の輸出」
全国から地域産品を集約し、沖縄県内で一次加工（カット・冷凍・包装・アソート等）を行い、日本の食品需要の高いアジア諸国に輸出する。
アジアのセントラルキッチンとして、相手先市場の細かなニーズに応えた商品の提供により、相手先の在庫の安定化、需要の拡大を図ることを目指す。
・一方、日本食の普及と日本食材への需要が強まるタイ王国では、冷凍食材・一次加工（カット処理等）等厨房作業の簡便化が求められており、「冷凍水産
物」の市場拡張の可能性は大きい。

２．ビジネスモデルの検討
2-6 ビジネスモデルの全体像

○新たなビジネスモデル
（現状）
急増する日本食店。
多様な食材需要への対応、日本食を調理する人材の確保等で大きな
課題。消費者の知識も豊富になり、産地情報や様々な品目へのニーズ、
多様性が高まってきた。

（ビジネスモデル）アジアのセントラルキッチン
利便性の高い、沖縄国際物流ハブを活用し、日本の各地から効率的に食
材を集荷すると共に、深夜便を利用できるメリットを活かし、タイ王国の各店舗
からの細かなニーズに迅速に応える高品質な商品を供給する。

卸
売
関
係
者

タイ王国
日本食店

産
地

産
地

産
地

日本国内
産地

人材不足
産地情報不足

産
地

沖縄物流ハブ
セントラルキッチン

タイ王国
日本食店

産
地

産
地

産
地

日本国内
産地

○物流の効率性
○高い加工技術タイのニーズに

あった産地選定

○ニーズにあった品目
○利便性の高い商品

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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迅速な対応
（深夜便）
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○ビジネスモデルのまとめ
水産物や水産加工品の生産地であるタイ王国内の他、中国、インド、台湾、ノルウェー等サーモン生産国からの輸入もあるため、ドリップの出ない高品質な冷凍技
術及び日本らしい食材を強みとしたビジネスモデルを検討した。

２．ビジネスモデルの検討
2-6 ビジネスモデルの全体像

ターゲット市場、規模と顧客ニーズ
○ターゲット市場
✓タイ国（バンコク）
・日本食レストランの数が多い。
・日本食材への需要が高い。
・食材取扱いや調理法に不慣れな
従業員が多く、冷凍食材・一次加
工（カット処理等）等厨房作業
簡便化へのニーズがある。

○市場規模
✓日本産水産物 200億円規模
寿司店の増加に伴い、さらに増加す
る見込み。

○商品特性
✓調味期限が長い
✓日本食向け高品質冷凍切身
✓日本食店・ホテル向け

開発状況

○競合
✓タイ王国内生産他、中国、インド、
台湾、サーモン生産国からの輸入が
ある。

○技術
✓我が国の高品質の冷凍技術は定
評がある。

○規制
✓水産物の規制は少ない。
✓製造所登録が必要。

事業の強み・弱み
○強み
✓沖縄国際物流ハブ（空輸）は便
数が多く、利便性が高い。

✓深夜便の利用で迅速な対応可能。
✓ドリップの出ない高品質な冷凍技
術は認知度が高い。

○弱み
✓沖縄から遠い産地からの原材料
仕入れの場合、コストが高い。

技術・規制・競合

○開発状況
✓輸送時の温度変化に耐える包装・
梱包方法を確立する。

事業モデルのまとめ
○ターゲット市場での競争の本質
✓増加する日本食材ニーズへの対応
✓簡便化
タイ国に立地する日本食レストラン・ホテル等に対す
る簡便化商品の提供
✓多様化
寿司、刺身、しゃぶしゃぶ等多様なニーズへの対応

○モデル事業の要点
✓日本らしい商品づくり
高品質な冷凍品、刺身
✓沖縄物流ハブ機能の活用
利便性の高い空輸のほか、消費期限の長さを活か
した船便活用

○モデル事業の拡張（横展開）
✓地域連携
日本らしい原材料（ブリ、カンパチ、アジ等）の主
要産地である九州方面との連携
✓県内事業者の確保・育成
冷凍加工、衛生管理体制の強化

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○ビジネスモデルの展望
本事業モデルの今後の展望としては、先ずは、日本食の店舗数が多く食材供給ニーズの高いタイ王国における市場シェアの獲得を目指していく。将来的には、沖縄
県における衛生管理の体制強化を前提に、九州地区との連携強化、県内の高付加価値の冷凍技術のネットワークを活用し、インバウンド対象のホテル需要といった
県内市場、タイ王国同様に日本食が普及し、かつ、フェリーを活用できる台湾市場への挑戦等の展開が考えられる。

２．ビジネスモデルの検討
2-6 ビジネスモデルの全体像

ビジネスモデルのステップ（中長期の見込み）

顧客ニーズの把握 製品仕様・生産体制の確立 シェア向上 他市場への展開

○市場規模の具体的な積み上げ

○顧客ニーズの詳細な把握と整理
✓好まれる品目や量目の確定
（商品仕様の確定）

○価格（50円/10g）調整

STEP1 （当初期）
✓1年目～2年目
商品のブラッシュアップ、効率的な生産体制の構築を図る。

○効率的な原材料供給ルートの確定

○タイ王国内卸売との連携強化
✓現地飲食店との密な情報交換に
より、製品仕様をブラッシュアップ

○製造ラインの増加
※HACCP対応等新規設備
投資等

○安定出荷（300㎏/回出荷）
※コンテナ輸送の支援等
○高品質な冷凍技術を持つ沖縄
県内企業との連携
✓生産能力や加工品目の拡大
✓共同仕入れによるコスト縮減
○取扱店舗における評価の向上

STEP3（確立期）
✓4年目以降
確立した体制に基づき、他市場
への展開を図る。

○沖縄県内需要の取り込みによる
市場拡大

○台湾等沖縄物流ハブを活用で
きる地域・地区への事業展開へ
準備

目標とする市場シェア︓バンコク内寿司店450店舗に対し4％程度を目指す 最終的に目標とする市場シェア
︓10％強程度

STEP2（普及期）
✓3年目
確立した体制に基づき、生産体
制の拡充を図る。

「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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（事業モデルの拡張ケース（想定例））
輸出拡大を目指し、HACCP等認証取得を前提とした、加工場の新設ケースとした。
・年間売上高︓5億円
・主要施設設備︓1000㎡（工場部分のみ）サニテーションルーム、作業室、冷凍庫、梱包室、急速凍結機等
・施設整備費︓2億円 ※類似施設からの推定。

このケースについて、活用できる支援策は下記の通り。
○農林水産省 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備支援事業
農林水産物・食品の輸出促進対策としては、食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備支援事業等各種支援施策が設けられている。
なお、施設の新設だけでなく、設備の増設等も含めた幅広い支援内容となっている。
○食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備支援事業 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/
加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の整備に関わる経費への支援。
・補助対象︓食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
・補助率︓1/2

○航空コンテナスペース確保（沖縄国際物流ハブ活用推進事業 沖縄県） https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/asia/kikaku/documents/container.html
航空会社のコンテナスペースを沖縄県が借り上げ、県産品輸出事業者等へ提供するもの。
本事業のケースでは、普及期には、300㎏/回の輸送が想定され、適用可能となると考えられる。

・対象者︓県産品輸出事業者等（生産者、製造業者、商社等卸業者、流通業者）
・対象貨物︓農畜産物、水産物、加工食品、精密機械等（航空輸送に適するもの）。
・対象地域︓香港・上海・バンコク・シンガポール・クアラルンプール
・参加資格︓継続して航空輸送を計画する者（3年間の事業計画）等
・利用条件︓最低ロットは1社または混載で300㎏以上を目安。原則としてひと月の累計貨物量の50％（重量ベース）超は沖縄県産品とする等

※上記の支援策の内容は、年度により内容に変更がある場合があり、実際に支援策を用いる場合にには、最新の情報を確認する必要がある。

３．活用可能な支援策
「沖縄物流ハブ機能」を活用した事業モデル計画書
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○事業モデル確立から展開期における事業拡張時に活用できる支援策
今回の事業モデルにおいては、事業の各段階で、公的支援を活用することが可能である。特に、普及期以降には、生産設備の増設あるいは新施設の整備等生
産体制の強化と安定出荷体制の構築を図ることが想定される。なお、沖縄県内のHACCP等対応施設の普及状況に鑑み、輸出事業の展開にあたっては、早急な
施設改善が求められることからも、公的支援活用の検討の必要があると考えられる。


