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（1）香港 Hong Kong

各国・地域への輸出に向けて3 章

平成26年 平成28年

生産量（百万トン）
消費量（百万トン）
輸出量（万トン）
輸入量（万トン）

＊
＊
＊
33.0

＊
＊
＊
33.1

＊
＊
＊
34.7

平成27年
市場の特性

香港で消費されるコメは、すべてが輸入米

タイ、ベトナム、中国、日本、オーストラリア、
カンボジア、米国、パキスタン、台湾、インド

 　香港で消費されているコメは、基本的にはすべてが輸入米で
す。コメの消費量は年間30万～34万トンで推移しています。
香港で流通しているコメの品種は、インディカ米が3分の2、
ジャポニカ米が3分の1とされています。
　日本からの精米及び玄米の輸出は、ともに拡大を続けていま
す。特に玄米は、2015年には2012年と比較して日本からの輸
入量が10倍以上に拡大しました。玄米の状態で日本から輸出
し、香港にある冷蔵倉庫で保管、注文を受けてから精米して販
売する、というビジネスモデルの参入により、玄米輸出が大き
く拡大していることも一因となっています。
　また、既に多数の輸出事業者が香港マーケットに参入してお
り、現地で日本産米同士の競争が生じているとの報告もありま
す。これまで日本産米、コメ加工品が入っていない新たな領域
を開拓していく意識が不可欠です。

　家で料理を作って食べる内食と、レストランなどでの外食の
割合は「２対８」と外食率の方が高くなっています。また、コメ
の販売先の比率で見ると、小売とレストランでおよそ「１対９」
となっています。
　現状では、家庭で日常的に日本産米を消費しているのは、現
地在住の日本人や一部の富裕層などに限られており、日本産米
は外食分野で多くの割合が消費されているといえます。日本食
レストランの数は香港では伸長が続いていますので、今後も需
要の核となることが期待されます。

市場の特性と消費の傾向

A

消費の傾向B

表-1 コメの生産・消費・輸出入の状況

平成26年 平成28年

1,744
285
70
26

3,342
252
84
42

平成27年

2,519
262
85
33

表-2 日本からのコメの輸出状況

平成26年 平成28年

輸出量（トン）
輸出額（百万円）

698
811

578
725

輸出量（トン）
輸出単価（円/kg）
輸出事業者数
１者当たり輸出量（トン）推計

平成27年

664
826

表-3 日本からの米菓の輸出状況

● 人口：731万人
● 名目GDP：3,092億米ドル
● 1人当たり名目GDP：42,295米ドル
● 名目GDP成長率：6.18％

● 日系企業数：1,358社
● 在留邦人数：27,429人
● 日本食レストラン等の状況：約1,400店。幅広いジャン
　ルがあり増加中。好きな外国料理で日本食がトップ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2015年）

基礎データ 日本との関係

コメの主な輸入先国（2016年）
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　コメは年間契約で輸入量を決め、年数回に分けて輸送するケースが多く見られます。香港では多くの輸入業者
や貨物取扱業者がオンラインによる通関システムを導入しており、香港の輸入業者が申告に必要な書類と，引渡
し指図書によって貨物の引き取りを行う場合が多いのが実際です。小売業者は、日本で精米処理した日から1か
月以内の販売を目標としています。

（1）香港 Hong Kong

日本産米の流通経路

（出典）日本貿易振興機構（JETRO）「平成22年度 香港における米市場調査」

コメは輸入ライセンス保有業者の介在が必要

日本産米の流通経路図-1

流通チャネルと取引慣行　

A

加工食品の流通経路

出典）信金中央金庫総合研究所「アジア業務室情報 Vol.65-3日本産食品・食材の海外販路拡大に向けて（No.3）－近隣アジア諸国のビジネス環境（香港）」（2009年6月）

B

取引慣行C

日本食品の流通経路図-2

　コメの輸出には、輸入ライセンスを保有する輸入業者が介在する必要が
あります。香港に輸入後は、輸入業者から小売店や飲食店に納品されます。

　日本産の食品の多くは、日本国内の商社、現地輸入商社(インポーター)を
経由して、小売店に卸されます。コメ加工品も同様となっています。

日本 香港特別行政区

高級料理飲食店
ファーストフード
寿司専門店

デパート　スーパー
米販売店

外食
販売

販売

販売

販売

卸

小売業
二次代理店

輸入
日本産米 ストックホルダー

輸出入業者
（米専用ライセンス保持者）

日本の
生産者・卸業者 香港の輸入業者

香港の卸売業者 香港の中小
小売業者

香港の大手
小売業者

香港の消費者
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関税割当枠と関税

関税割当枠、輸入関税はなし

表示は中国語又は英語、あるいは両言語で

　食品の残留農薬規則（Pesticide Residues in Food 
Regulation）により規定されています（2014年8月より施
行）。ポジティブリストが採用され、同規則に掲載されていな
い農薬が食品から検出された場合は、食物環境衛生署
（FEHD）の判断により、輸入・販売が禁止されます。
　コメについては、貴金属（カドミウム、ヒ素等）の基準値や
その設定状況が日本と香港で異なっているため、輸出に際し
て香港の基準値に適合を図る必要があります。

東京電力福島第一原発事故に関連した輸入規制

　コメ、コメ加工品に関しては、香港にてサンプル検査
が実施されています。野菜、果実、牛乳、乳製品、粉ミル
クに関しては、規制対象の５県（福島、茨木、栃木、群馬、
千葉）については輸入停止されています。

　香港には、コメ、包装米飯、米菓についての輸入関税はありません。従って、関税割当枠もありません。

製品表示の内容

a. 食品の名称
b. 重量あるいは容量の多い順に並べた成分の一覧 
c. 消費期限（use by date) あるいは賞味期限（best before date)  
d, 保存方法あるいは使用方法（該当する場合のみ）
e. 製造業者あるいは包装業者の名称及び住所 

f. 食品の個数、重量あるいは容量 
g. アレルゲンを含む場合は成分一覧に表示 
h. 包装済み食品の原材料に含まれる添加物は、
   当該添加物の機能分類及びその名称と
   国際登録固有番号を明記

主な関連法規

●食品関連法規

●食品表示規格
　（包装済食品）
●食品包装に関する規制

公衆衛生及び市政条例第132章第V部 食品及び薬品

香港食品薬品成分及び表示規則2004 

明確にはなし

検疫制度A

食品規制B

検疫制度と食品規則　

残留農薬基準

　コメは輸入検疫の対象となっておらず、日本側で植物検疫証明書を取得する必要はありません。
　香港の輸出入監督官庁は、食物環境衛生署（FEHD: Food and Environmental Hygiene Department）と
その食品安全管理業務を担う食品安全センター（CFS: Center for Food Safety）です。
　コメ・コメ加工品の輸入通関の際に特別な食品検査はありませんが、食品安全センター（CFS）の
検査官が輸入、卸売、小売のレベルで、市場に出回る食品の調査・監視を行っています。

（平成29年1月6日現在）



*2016年7月末為替レート：１香港ドル＝13.5円
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原産国（産地） 販売 単位 円換算*商品名

日本（北海道）

日本（秋田）

日本（宮城）

日本（新潟）

日本（富山）

日本（三重）

日本（徳島）

タイ
米国
中国

オーストラリア

2kg
2kg
2kg
2kg
1kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg

1,620
1,877
1,620
1,688
1,553
1,472
1,349
674
1,289
458
525

北海道米　ゆめぴりか
日本産米　あきたこまち
特別栽培米　ひとめぼれ
魚沼こしひかり　香港精米
こしひかり
三重のコシヒカリ
Kumai Tokushima Rice

Royal Elephant Thai Healthy Rice
田牧米 クラシック
Honokaori Premium Japonica Species
Double Ram，Austrailian Calrose Rice

120
139
120
125
115
109
99.9
49.9
95.5
33.9
38.9

価格（香港ドル）

円換算*原産国商品名 販売単位 価格（香港ドル）

日本AEON 食物繊維入り　麦ご飯 170g 9.9 134

日本AEON 新潟県南魚沼産
コシヒカリ　ごはん 180g 12.9 174

日本サトウのごはん あきたこまち 200g 17.9 242

日本新潟県産コシヒカリ
日本のごはん 120g×4 27.9 377

日本Style One ごはん 200g×3 39.9 539

日本玄米ごはん 160g×3 59.9 809

日本
※米国産もち米を使用ふっくら赤飯 160g×3 59.9 809

日本赤飯 160g×3 55 743

日本あったかごはん 200g 13.9 188

日本
※米国産もち米を使用ふっくら赤飯 160g 16.9 228

日本富山県北ｱﾙﾌﾟｽの天然水仕立て
ふんわりごはん富山県産こしひかり 200g×3 44.9 606

日本ごはん 200g×3 44.9 606

日本たきたてご飯　山形県産つや姫 150g×4 50.9 687

韓国Ottogi Cooked Rice Five Grains 210g 9.9 134

韓国Ottogi Cooked Rice - Sushi Rice 210g 7.9 107

❺ 小売店の店頭価格

コメの価格は、タイ産の約３倍、米国産の1.5～２倍程度
表-4

　調査した4店舗（日系スーパー３、現地大手スー
パー１）のうち、日本産米は、主に日系スーパーで取
り扱われており、現地系のスーパーではごく一部の
取扱いにとどまっています。販売価格を他国産と比
較すると、タイ産・中国産・オーストラリア産のおよ
そ3倍、米国産のおよそ1.5～２倍程度です。

　日本産と韓国産の販売が確認されました。日系
スーパーでは日本産の商品のみを、現地系大手スー
パーでは韓国産の商品のみを取り扱っていました。
　1食入りで価格を比較すると、日本産は10～18香
港ドル（135～243円）程度、韓国産は8～10香港ド
ル（108～135円）程度の価格帯でした。

　日本産米菓は、16香港ドル（216円）前後の価
格帯で販売されていました。地場系のスーパーで
販売されている米菓は、中国産が中心となってい
ました。

コメの販売価格A

包装米飯の販売価格B

米菓の販売価格C

コメの販売価格（調査月：2016年6月～7月）

原産国（産地） 販売単位 円換算*商品名

日本
日本
日本
日本
中国
中国

90g
111g
168g
180g
400g
136g

404
228
216
174
323
169

柿の種
越後 樽焼
雪の宿
大番あられ

29.9
16.9
16.0
12.9
23.9
12.5

価格（香港ドル）
表-6 米菓の販売価格（調査月：2016年6月～7月）

包装米飯の販売価格（調査月：2016年6月～7月）表-5

Want Want Shelly
Senbei Rice Crackers
Want Want Seaweed
Rice Crackers
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❼

❻

産地直送、日本から香港への越境Ｅコマースが活発化
　日本産の精米、包装米飯、米菓は、香港の大手ECサイトや日系ECサイトでさまざまな種類が販売さ
れています。価格は、実店舗で購入する場合と大差はありません。
　また、近年「産地直送」をテーマとして、日本から香港へ向けた越境ECが活発化しており、多くの事業
者が参入しています。これは、商業用ではなく個人の消費用であれば、4,000香港ドル以下（コメの場合
はこの条件に加えて15kg以下）は、国際宅配便や国際郵便で通関申告なしで日本から香港に販売でき
ることが関係しています。

　香港では、正常なインターネット取引を促進するために、以下ような法規制が整備されています。
　『版権条例』 （香港法例第528章） ・・・知的財産権の保護 
　『個人資料（私隱）条例』（香港法例第486章） ・・・個人情報の保護
　『電子交易条例』 (香港法例第553章) ・・・電子商取引を促進 
　ECサイトの多くはサイト上に「香港個人情報（プライバシー）条例」を遵守する旨を記載しており、
個人情報保護に関する方策を説明しているサイトも多くあります。
　中国本土で行われているウェブコンテンツを管理、規制するICP（Internet Content Provider）規
制はありません。また、日本のように『電子消費者契約法』（電子商取引などにおける消費者の操作ミスの
救済、契約の成立時期の転換などを定めたもの）や「特定商取引法に関する法律」は制定されていません。

インターネット取引の最低限の法規制は整備　

香港のEコマース利用率は2割程度
　2014年のインターネット世帯普及率は78.7％、15歳以上のＥコマース（EC）利用率は23.4％です
（香港統計局）。他の先進国の都市と比較して、ＥC利用が浸透していないとされています。東京都の約
半分の面積に約750万人の人口が密集し、店舗が集中する中心街へのアクセスが容易なことなどが影
響していると考えられます。2015年のインターネット小売市場は141億香港ドルで、これは小売市場
全体の約3％です。

　外食の比率が高いマーケットであるため、業務用販売に重点を置きつつ、小売の可能性を探っていく
取組が中心となると思われます。よって、業務用ニーズに合った商品提供や外食・中食事業者と連携した
PR・キャンペーン等を進めていくことが重要だと考えられます。　
　包装米飯は、商品カテゴリー自体の存在感がまだうすいため、玄米や雑穀米などの包装米飯は美容や
健康という価値で需要を喚起するなど、検討の余地があります。米菓は他国産との価格差は大きくない
ので、輸出拡大のためにはパッケージの質感や表示内容による訴求力が重要だと考えられます。

主要ECサイト
a.HKTVmall
b.AEON CITY
c.Oisix香港　

http://www.hktvmall.com（中国語／英語）
https://www.aeoncity.com.hk（中国語／英語）
https://hk.oisix.com/（中国語／日本語／英語）

インターネット販売の実態

輸出拡大に向けて


