GFP 輸出商社部会

「コールドチェーン確保に関わる勉強会」

報告書

本報告書は令和 2 年 3 月 9 日までに４回開催したコールドチェーン勉強会での有識者等
の発言内容を 3 月 13 日に関係者に確認し、作成しました。

2020 年 3 月
（委託先：アクセンチュア株式会社）

１．勉強会の概要
（１）目的


生産者と輸出商社とのマッチング強化、輸出商社同士の交流による底上げを図
るため、農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）に「GFP輸出商社部会」を設置。



「GFP輸出商社部会」の一環として「コールドチェーン確保に関わる勉強会」を設
置し、食品輸出における国内外のコールドチェーンに関する課題等について物
流業者等の有識者へヒアリングを行い、ご意見を整理し、必要に応じて今後の施
策に反映させる。

（２）開催経過
第１回（10月4日）

水産物

第２回（11月26日）

青果物

第３回（1月31日）

畜産物・加工食品

第４回（3月9日）

第1回～第3回の取りまとめ（メール開催）

（３）参加者


コールドチェーン有識者（常時出席）
Wismettacフーズ（株）、（株）OCS、（株）シティ・スーパー・ジャパン、（株）ジーブ
リッジ、（株）ニチレイフーズ、日本通運（株）、（株）MARS Company、三井住友海
上火災保険（株）、ヤマトホールディングス（株）、郵船ロジスティクス（株）



品目別有識者
【水産物】イヨスイ（株）、（株）epoc、（株）萌す、北海道漁業協同組合連合会
【青果物】石光商事（株）、静岡県経済農業協同組合連合会、
（株）日本農業、東京シティ青果（株）
【畜産物・加工食品】東京共同貿易（株）、豊田通商（株）、（株）ミヤチク、
日本酒類販売（株）、よつ葉乳業（株）



省庁側
農林水産省、国土交通省、経済産業省、国税庁
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２.コールドチェーン確保に向けた有識者等から出た論点
本勉強会の論点をとりまとめるに当たり、水産物、青果物、畜産物・加工食品の計3回の勉強
会における有識者の発言の多かった内容を以下の6項目に分類してとりまとめた。とりまとめた
内容については、必要に応じて今後の施策に反映させる。

（１）国内外での冷蔵・冷凍庫の不足
＜国内における不足の実態＞
都市部・地方部を問わず、冷蔵・冷凍庫の不足がコールドチェーン確保に向けた課題と
して挙げられる。特に、水産物は生産地である地方部を中心に冷凍庫の設備拡充が必要
である。
また、大都市部を中心に空港・港湾周辺における冷蔵・冷凍庫の不足も見られる。大都
市部の港湾においては、船舶の寄港が集中する傾向にある上、海外からの畜産物輸入に
際して動物検疫が必要なため、物資が滞留しやすい点も背景にある。
＜国内における不足の対応策例＞
このような状況に対して、卸売市場では輸出拠点化に向けて大容量の冷蔵庫を新設し、
倉庫不足解消に取り組むケース（豊洲市場等）や輸出事業者においてはこれまで利用して
いない地方部（北海道・仙台・九州・沖縄等）を含めて、輸出の拠点としている空港・港湾の
分散を図る等の工夫も見られる。
また、冷蔵・冷凍設備が不足している地方空港等から輸送する場合、保冷性能の高い包
材を活用して、短期保管の工夫を行っている事業者も見られる。
＜海外における不足の実態＞
輸出先の現地空港を中心に冷蔵・冷凍設備が不足している。空港で冷凍庫が不足し、
通関時に冷凍商品が冷蔵庫に入れられたケース（米国等）や消費地への流通に向けた冷
蔵中継施設が不足し、店頭までコールドチェーンを確保できないケース（東南アジア等）が
見られる。
＜海外における不足の対応策例＞
このような状況に対して、海外においては、日系の物流業者や日本人の指示系統下での
高品質な物流網を確立し、徹底した温度管理を行っているケースも見られる。
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（２）羽田空港や東京港周辺の物流施設不足
＜羽田空港の国際線発着枠拡大と地方便の小型化の実態・課題＞
2020年夏ダイヤ（2020年3月29日～）から羽田空港の国際線発着枠拡大等により、羽田
空港を発着する航空機の貨物室が増えることで、航空貨物の需要増加による空港周辺の
物流関連施設の不足が懸念されている。
一方、地方空港は使用機材の小型化が進展しているが、小型機に搭載できる保冷コンテ
ナがないため、輸送品質の低下や今後の更なる小型化が懸念されている。
＜東京港への一極集中の実態・課題＞
大手海運会社の統合により、地方港への寄港が減り、東京港への一極集中が進んでい
る。このため、羽田空港・東京港周辺の物流関連施設（倉庫・冷蔵・冷凍庫等）の不足が顕
著であり、東京オリンピック・パラリンピックに伴う需要増加により、更なる状況の悪化が懸念
される。
東京港周辺に関しては港湾エリアのコンテナ運搬車両の不足に加えて、荷受時間が現
状では16:30までと制限されているため、周辺渋滞を招き、コールドチェーン確保上のネック
となっている。
＜地方分散に向けた対応策例＞
このような状況に対して、物流事業者の中には羽田空港・東京港から地方部（北海道・仙
台・九州・沖縄等）の空港・港湾への分散を図るケースや地方のターミナル港において早朝
や夜間（20:00まで）の受入時間延長を行い利便性の向上を図り物流の分散の効果を挙げ
ている例もある。
また、国土交通省においては地方便の小型化の進行を見据えて、小型機を活用した輸
送の実証実験及び地方産地から海外までの一貫した高品質なコールドチェーン物流の提
供を可能とする新型航空保冷コンテナの開発によるコールドチェーン構築が進められてい
る。

（３）国内輸送リソース（人材・トラック等）の不足
＜国内リソース不足の実態・課題＞
働き方改革の影響もあり、一定の距離を走る国内トラックの確保が難しく、輸出の拠点と
なる空港・港湾までの国内輸送のリソース確保が輸出に向けた国内物流面の課題となって
いる。
また、人手不足等もあり、海運業者の荷受け・倉庫の付帯作業（例:輸出向けラベル貼
付）などの迅速な対応が難しくなっている。
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＜物流業者による対応策例＞
このような状況に対して、物流業者が内航船や鉄道へのモーダルシフトを推進してお
り、内航船で生鮮品の取り扱いを実施しているケース等、物流ルートの多様化が進んでい
る。また、輸送包材のパレット化を推進し、トラックドライバーの作業時間の短縮・倉庫作業
の効率化に取り組む事業者も見られる。

（４）輸出先国側での検疫・通関
＜米国の検疫・通関に関する課題＞
輸出先国側での植物・動物検疫・通関に時間が掛かり、その間に屋外に放置され、コー
ルドチェーンが途切れるケースが見られる。米国向け和牛輸出においては、現地規制当局
であるUSDAによる検査を受ける必要があり、約１週間程度留め置かれ、販売期間が短くなっ
てしまうケースがあった。そのため、和牛と混載して輸出する場合、他の品物も留め置かれ
てしまうため、混載可能な品物も限定されてしまう。なお、米国内ではロサンゼルス等他の都
市に比べて、ニューヨークでは通関に時間がかかり、販売できる期限が短くなっている。
＜台湾の検疫・通関に関する課題＞
台湾においては、通関時にランダムで抜き打ち検査が行われることがあり、対象となった
場合に、放射能検査に2～3日、微生物検査に５日を要すため、商品の販売期間が約１週
間短くなってしまい、牛乳等賞味期限の短い商品は、売場や問屋での売れ残りが発生して
いる。

（５）輸出先国側での輸送インフラの不足
＜現地輸送インフラ不足の実態・課題＞
輸出先の現地側では、冷蔵・冷凍施設や輸送用車両といったハード面に加え、輸送ノウ
ハウに関するソフト面も含めて輸送インフラの不足が見られる。東南アジアを中心に、消費
地への流通のための冷蔵中継施設が不足している上、輸入中古車の利用が多いこともあ
り、複数の温度帯で同時運送可能な輸送用車両が少ない状況である。商品が販売される
店頭までの一貫したコールドチェーン確保が難しい。
また、現地側での輸送作業時に、荷扱いの乱雑さ・昼食時の放置等の在庫・輸送管理が
適切でないケースが散見され、現地事業者の輸送に関するノウハウ・意識の不足も見られ
る。
＜現地でのオペレーション改善に関する対応策例＞
このような状況に対して、現地事業者と密に連携した上で、輸送の手順書やオペレーショ
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ンを構築するとともに、輸出手順が定着するまでは日本人・日系事業者の指示系統での管
理を行うことでコールドチェーンを確保している事例が見られる。
また、国土交通省は我が国業界団体や物流事業者と連携の上、ISO等のコールドチェー
ン物流サービス規格の策定に向けた取組を行っている。
＜包材を活用した対応策例＞
高品質な日本製保冷シッパーの利用、結露防止のためのコンテナ内への除湿剤の同
梱、日本酒ラベルへのフィルム・エアーキャップの取り付け等の“自己防衛策”を積極的に
採用して効果を上げている例も見られる。

（６）輸出に向けた証明書発行等の効率化
＜証明書発行等の効率化の必要性＞
輸出に必要な各種証明書の申請・発行に時間や手間がかかることが、コールドチェーン
確保の観点からも課題として挙げられており、電子発行や各国向けの手続書類フォーマット
の共通化等を通じて、手続を簡略化することがコールドチェーン確保にも繋がる。
特に、青果物の場合、農業者の高齢化が進行しているため、産地側に負担をかけず、よ
り速い輸出を可能にするために卸売市場内で証明書の発行や植物検疫をワンストップで行
える体制の検討も必要である。
＜国による対応策例＞
証明書等の申請が一元的にシステムで行えるように、農林水産省中心に各省庁と連携し
て進めていくこととしており、法整備等も進んでいる。また、牛乳輸出に伴う衛生証明書は電
子申請が可能となっており、手続き数の削減・コールドチェーン確保に繋がることも期待され
ている。なお、非特恵原産地証明書の申請・発給手続の電子化は本年度より、一部商工会
議所から実施されることとなった。

（７）その他
＜長期鮮度保持及び物流に強い農産物・食品の開発の必要性＞
輸出には長距離の輸送や相手国の検疫手続きなど国内の流通と異なり、多くの時間を
要するため、長期鮮度保持や長期輸送に対応した農産物・食品の開発が求められている。
＜農産物・食品の開発の対応策例＞
（独）酒類総合研究所においては、劣化しにくい日本酒の製法開発を進めている。
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また、農林水産技術会議事務局では輸送時の衝撃に強い硬肉の桃の育種選抜技術開
発を進めている。
＜輸送パレットの共通規格化の必要性＞
国内・米国・EU等各国で輸送に用いるパレットの規格が異なり、現地で乗せ換えの必要
性が生じていることもコールドチェーン確保上の課題であり、輸出先国を見据えた上でのパ
レットの選択が求められる。
＜航空貨物運賃の低減の必要性＞
物流の前提となる航空運賃が特に輸出便に関して高い点についても指摘がなされた。運
賃は競合する航空会社の動向も見据える中、基本的には市場原理に基づいて決定されて
いるが、鮮度保持の設備投資コスト等も影響している。
＜航空貨物運賃の低減の対応策例＞
地方空港からの輸出力強化のために、地方空港へ就航しているLCCを活用して海外へ直
接輸出することで、輸送コストの縮減や輸送時間の短縮を実現するための実証実験などを
予定している。

３. コールドチェーン確保に向けた方向性
＜多様な輸出ルートの確立＞
高騰化する国内トラック輸送による輸送距離を減らすほか、成田空港、羽田空港・東京港
からだけでなく、主要な地方空港・港湾に広げていくには、地方に存在する輸出産地、事業
者を意識した輸出物流網の構築を輸出商社・物流業者が行政と連携した上で進める必要
がある。
また、新たな長期保存技術を活用して、海上輸送を更に活用することもコスト低減につな
がることとなる。
このためにも行政としては、主要な地方空港・港湾周辺における冷蔵・冷凍庫などの物流
施設の整備や地方空港・港湾から主要輸出先国への直行便の確保に繋がる施策の展開
が求められる。
＜輸出先国に対応した輸出体制の構築＞
輸出商社・物流業者は個社の取組を超えて、輸出先国の通関及び事業者の状況に対応
した適切な温度管理の徹底、海外輸送を前提とした包材・パレットの使用等、輸出を見据え
た流通体制の構築に向けて連携することが重要である。
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また、海外においては、現地事業者と密に連携した上で、輸送のオペレーションを構築
するとともに、輸出手順が定着するまでは日本人・日系事業者の指示系統での管理を行う
等の対応が求められる。
このため、アジア諸国に対して、関係省庁で連携し日本の物流システム、規格・基準及び
技術を有機的に活用した、高品質で環境に優しいコールドチェーンの普及推進や輸出用
包材等の開発支援が必要である。
＜輸出手続きの効率化＞
コールドチェーン確保の観点からも重要度の高い、輸出に向けた証明書の申請・発行に
係る手続の一元化・簡略化に関しては、農林水産省に新設される司令塔組織「農林水産
物・食品輸出本部」が中心となり、民間事業者の課題認識を継続的に把握しつつ、推進し
ていく必要がある。
また、米国・台湾をはじめとする現地での検疫・通関に関する課題に関しては、関係省庁
が連携し、検疫・通関に係る時間・手続の短縮等を輸出先国へ求めていくことが必要であ
る。

※なお本勉強会で整理した課題の対応については、今後も関係者及び関係省庁が連携し
フォローアップしていくこととする。
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コールドチェーンに関わる課題（水産物関連）
産地・製造地

施設

輸送
インフラ

• (水産)地方部を中心に冷凍庫
が不足している(季節による需給
バランスも課題)
• (共通)人手不足等もあり、倉庫
での付帯作業（例:輸出向けラ
ベル貼付）などの迅速な対応が
難しくなっている

• (共通)冷蔵トラックの台数が
不足し、必要なタイミングでト
ラックを仕立てるのが困難

空港/港湾

輸送

• (空港)冷蔵庫が不足し、常温
で数時間放置される場合がある

• (水産)商品を一時保管する中
間施設が不足している

• (水産)東京港に集中し、東京
港の倉庫がキャパシティオーバー
となっている

• (海運)大手の統合・働き方改
革の影響で、荷受け可能日・地
方港への寄港減少が見られる

現地販売

• (空港)冷蔵庫が不足し、常温
で数時間放置される場合がある

• (港)冷蔵庫に補助電源が無い
ため、停電時のリスクが高い

• (空港)夜間に通関を通過でき
ない商品を一時保管する施設
が不足している

現地輸送

• (水産)鮮魚用の冷蔵設備が不
足

➢ 特にアジア圏は道路混雑もあり
必要性が高い
• (共通)航空便の運賃が高い
• (空港)航空機内の冷蔵が保て
ず15～20℃に達することがある
• (水産)青果物等との混載が困
難(臭い等)

• (共通)現地の冷蔵車が不足
し、常温車で輸送せざるを得な
いケースも(特にアジア圏)

• (共通)小売の店頭で荷受施設
が不足し、コールドチェーンが途
切れる

• (共通)輸出時にパレタイズできておらず、小口での輸送・積降作業が発生するため、コールドチェーンが途切れ
る（冷凍食品等を含む）
➢ パレットでの大ロット輸出を前提とする倉庫や物流設計になっていない
➢ 国内でパレットの規格が統一されておらず、コンテナへの積込みが非効率

包材

• (水産)発泡スチロール等の包材の耐久性の実証が必要(マグロ等で底が抜ける)
• (空港)空港・運送会社により包材指定が異なる
• (水産)航会社や機材によって、ドライアイスが危険物扱いとなる
• (共通)リサイクル可能包材を利用しても、日本へ戻ってくることがあまりない
• (水産)発泡スチロールに大量の
氷を入れているため、輸送費が
かさむ

輸送
ノウハウ

手続

• (共通)最終的にどのようなメ
ニュー・品質で消費するのか把握
した上で、CC設計が必要

• (共通)リーファーコンテナの理解不足
➢ 貨物の配置や温度設定等を誤り、貨物が凍る・傷む等の
問題が起こるケースがある
• (共通) 衛生証明書やその他証明書の電子発行や各国の手続書類
フォーマットの共通化等がコールドチェーン確保にも繋がる
• (水産)空港の納品締切が早く、
利便性が低いケースがある(沖
• (EU・水産) 輸出向けに国内専
縄等)
門機関の目視査察が必要で、
輸出タイミングが調整しづらい
• (水産)証明書発行機関が休み
の間、手続きが停止してしまう

出所：事業者ヒアリング、第1回勉強会における有識者等の意見

• (共通)店頭での温度管理等ノウ
ハウ教育が不足している

• (水産)通関に時間が掛かり、そ
の間、空港等において屋外に放
置されるケースがある

• (水産)通関に時間が掛かり、ロ
スが生じる
➢ 特に新規インポーターは時間
がかかる傾向

コールドチェーンに関わる課題（青果物関連）
産地・市場

空港/港湾

輸送

現地輸送

現地販売

• (空港)冷蔵庫が不足し常温で数時間

施設

• (共通)卸売市場の輸出拠点化に向け
て冷蔵庫等の施設整備が必要

放置される場合がある。特に羽田周辺
は成田からの羽田シフトの影響がある

• (空港)ベトナムやインドでは、商品到

着後の冷蔵施設が不足しているという
情報があり、新規開拓先市場として選
択しづらい

• (青果)東京港に輸出物流が集中し、
東京港の倉庫がキャパシティオーバー
(働き方改革の影響で倉庫内通路を
空ける必要が出たのも要因の一つ)

• (市場・空港)通路内に凹凸や継ぎ目、坂があり、衝撃で商品が傷む
• (空港)夜間に通関を通過できない商

• (共通)冷蔵トラックの台数が不足し、

輸送
インフラ

必要なタイミングでトラックを仕立てるの
が困難

• (共通)働き方改革の影響もあり、一

定の距離を走る国内トラックの確保が
難しく、輸出拠点の空港/港湾までの
国内輸送のリソース確保が困難な状
況である

品を一定の温度下で一時保管する施
設が不足

• (海運)大手の統合・働き方改革の影
響で、荷受け可能日・地方港への寄
港減少が見られる

• (共通)国によっては日本への輸入よ

り、輸出に関する航空便の運賃が高
いケースがある

• (青果)現地トラックの性能が悪く、エン

ジンを切ると冷蔵機能も切れる場合
がある。南アジア等では輸入中古車の
トラックが利用される場合が多く、保冷
を保った運送が難しい

• (共通)地方便は飛行機の小型化により保冷コンテナ自体が詰めないことがある
• (青果)航空便のコストが高く、シャインマスカットやイチゴ等の輸送手段が航空便に限られる品目は販売価格に影響する

• (青果)前提として鮮度保持・物流に
強い品種改良が期待される

包材

• (青果)エチレン発生抑制処理を行う
場合の導入費が高額

• (空港)空港・運送会社により包材指

• (共通)海外のように日本も輸出向け包材の規格化を検討するべきである

輸送・
管理
ノウハウ

• (共通)日本製の保冷シッパーは高品

定が異なる。ドライアイスが危険物扱い
となるケースもある

質で、現地輸送インフラが整わない状
況下では利用を拡大させるべきである

• (共通)日本のクール宅配便をISO化し、特殊な梱包やハード面を含めて各国の企業
とアライアンスを組んで標準化を進めていくべきである

• (共通)荷扱いの乱雑さや、休憩時の商品放置等、在庫・輸送管理が適切でない場
• (青果)産地・市場側でのコールドチェー
ンに関する全体的な意識の向上が必
要(サツマイモのキュアリングや、予冷・
温度管理、輸出を意識した梱包等)

• (共通)パレタイズされた商品の炎天下

合がある。

での放置や、雨の中カバーのない状態
での商品の放置が見られる場合がある

• (青果)現地輸入業者の倉庫管理・温
度/湿度管理が不十分なケースが見ら
れる。先入れ・先出しができていなケー
スもある

にクーラーを切られるケースがある等店
頭での教育が不足

• (青果)一度保冷した商品を常温下で保管すると結露が生じるため、コールドチェーンを途切れさせないことと、温度の一定管理が重要である。
• (共通) 衛生証明書やその他証明書の電子発行や各国の手続書類フォーマットの共
通化等がコールドチェーン確保にも繋がる

• (青果)卸売市場は長期保管を前提と

手続

• (青果)小売店において閉店後の夜間

していないため、コールドチェーンが途切
れるケースがある

• (青果)手続迅速化に向けて、市場内

での植物検疫や産地証明書・衛生証
明書等の発行が必要

• (青果) 高齢化が進む生産者サイドには負担が大きいため、流通事業者で手続きを
対応できる仕組みが必要である

出所：事業者ヒアリング、第２回勉強会における有識者等の意見

• (青果)植物検疫・通関に時間が掛か
り、外部に放置されるケースもある(特
に国際イベント開催時等に通関に時
間がかかる)

コールドチェーンに関わる課題（畜産物・加工食品関連）
産地・市場

空港/港湾

輸送

現地輸送

現地販売

• (港)東京港に輸出物流が集中し、東京港
の倉庫がキャパシティオーバーとなっている

• (空港)現地側の空港で冷凍施設が限られ
ており、冷凍商品が冷蔵庫へ格納される場
合がある

• (港)コンテナ運搬車両が不足している。倉

施設

• (日本酒)チルドではなくドライの倉庫へ納

品され、温度管理が徹底されないことがあ
り、特に夏場は地酒等の品質に影響する

庫代わりにコンテナを利用している事業者も
存在しており、回収も必要

• (共通)東南アジアでは冷凍倉庫の割合が
高く、冷蔵倉庫が不足している

• (港)荷受時間が16:30までと短い点がネッ
クとなっている

• (共通)米国では消防法等倉庫関連の規
制が今後厳しくなることも想定される

• (港)予冷用冷蔵倉庫への急な格納に関
する柔軟な受入対応ができていない

• (牛肉)人手不足のため小ロット輸出に物

流業者が対応できず、認定施設から輸出
までに何回もの積み替えが必要になる

輸送
インフラ

• (牛肉)産地の地方空港から輸出をする国
内空港に運ぶまでのトランジット中にコール
ドチェーンが途切れるケースがある(チルド)

• (共通)働き方改革で拠点空港までの長距
離トラックの確保が難しい

➢ 製造工場からの直接輸出や、内航船・
鉄道への切り替えを検討

• (空港)夜間に通関を通過できない商品を
一定の温度下で一時保管する施設が不
足。冷凍商品は溶けてしまう

• (空港)空港内の建屋・冷蔵庫内で温度が
上がり、チルド牛肉の品質が落ちるケースが
ある

• (牛乳)チルド品で賞味期限が短く、コンテ
ナが満載になるまでの待機は不可能であ
り、積載率が課題

• (牛肉)船積みの場合、和牛積載コンテナが

現地で検疫目的で留め置かれるケースが多
く、リリースされるまでの日数とコンテナ返却ま
での費用を加味する必要がある(混載可能
品目が限定される)

• (共通)現地では複数の温度帯で同時運
送可能な車が少ない

• (牛肉)生産地に近い地方港を輸出拠点と
して十分に活用できていない

• (共通)特に新たな国との取引開始時には、輸送用段ボールへデータロガーを設置すべきである
が、航空便でバッテリーが搭載できず対応不可な場合がある

• (牛乳)日本はプラスチックパレットが一般的

だが、海外の木製パレットは使用後ばらして
処分が可能

• (牛肉)既存の包材業者が、冷凍牛肉の

包材

輸送に対応できる包材を有していないケー
スがある
登録が必要となる

が必要

増加し、リサイクル可能資材の検討が必要

• (共通)米国では発泡スチロール等の使用が
今後厳しくなることも想定される

• (日本酒) 夏場常温倉庫の扉が開けたまま
で日本酒の温度が上昇していることがあった

• (日本酒) 蔵元及び現地事業者と密に連携した上で輸送や温度管理の手順書やオペレーションを作る必要がある

• (共通) 衛生証明書やその他証明書の電子発行や各国の手続書類フォーマットの共通化等が
コールドチェーン確保にも繋がる

• (牛乳)通関時に抜き打ち検査に合うと、商
品が劣化し、販売不可能となるケースがあ
る(例：台湾)

• (共通)原産地証明書の原本を現地へ郵

手続

• (牛乳) 衛生証明書がメールで申請可能と
なったため手続きが簡素化されるが、原産
地証明書は商工会議所とのやり取りが従
来通り発生する

• (牛肉)現状以上に輸出量が増加した際、

食肉をカットした翌日の食品衛生検査場か
らの証明書発行が実現するか不安

出所：事業者ヒアリング、第３回勉強会における有識者等の意見

➢ 箱から取り出す際に剥がれることもあ
るため、フィルムやエアーキャップを付
ける等の工夫が必要

• (共通)米国では環境保護意識が高い方が

れても品質劣化が起きづらい輸出向け資
材を検討すべき

• (日本酒) 劣化しづらい日本酒の製法研究

定でないことで結露が生じ、ラベルが柔ら
かくなってしまう場合がある

• (共通)日本のパレットサイズは米国の倉庫
サイズに対応できず、積替えが必要となる

• (牛肉)包材を変更すると現地当局へ再度
• (共通)自己防衛策として、現地で放置さ

輸送・
管理
ノウハウ

• (日本酒)現地輸送時に温度管理が一

送しており、紛失のリスクがある(例：台湾)

• (加工品)通関中の品質劣化や破損の賠

償責任が生じる。特に乳・卵を含んだスイー
ツは通関で止められやすい

• (牛肉)米国、特にニューヨークへの輸出の

際、USDAの検査で現地到着～リリースに
最低1週間を要す。チルド輸出の肉は賞味
期限が短いため、販売可能期間が短くなる

•

(牛乳)往復用レンタルパレットの借り方
によっては片道用よりコストがかかる

• (牛乳)小売の売場で、コールドチェーンが
途切れるケースがある

