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（6）タイThailand

平成26年 平成28年

生産量（千トン）
消費量（千トン）
輸出量（トン）
輸入量（トン）

18,750
10,500

9,697,906
6,861

平成27年

15,800
9,800

8,758,931
22,526

市場の特性

世界有数のコメ輸出大国であり、日本食人気も定着

オーストラリア、インド、日本、パキスタン、
ノルウェー、中国、ベトナム、イタリア、
ロシア、トルコ

 　タイは世界有数のコメの輸出大国で、2015年には玄米と精
米の合計約876万トンを輸出しています。一方、輸入量は約2万
トンで、そのほとんどを精米が占めています。輸入先の首位は
ラオス（7,718トン）、日本は第7位（221トン）でした（2015
年調べ）。
　日本からタイへの精米の輸出量を財務省貿易統計で見ると、
2013年までは数トンから20トン程度で推移していましたが、
2014年に43トン、2015年には208トンと急激に増加してい
ます。
　米菓の輸出は、東日本大震災の影響もあり2011年に落ち込
みましたが、翌年には倍増。2015年は輸出量約45.3トン、輸出
金額約6,837万円で、近年最大となりました。

　タイ中部と南部はコメ、北部と東北部はもち米が主食であり、
麺類はコメの粉を使ったものが主流です。一般に消費するコメ
は長粒米（インディカ）で、特にジャスミンライス（香米）のホー
ムマリ種が高級品種と位置づけられ、国内外で高い人気です。
　食の多様化が進み、特に大都市では日本料理をはじめとする
様々な国の料理が楽しめます。日本食は健康食として人気が集
まっており、和食レストランや寿司屋などが幅広く好まれてい
ます。日本食人気が定着し、日本産米の消費は今後も増加する
と推測されますが、品質に顕著な違いのないタイ産の日本品種
米とは価格差が3～5倍以上あり、その消費はプレミア市場の
一部にとどまっています。日本産のブランド力や品質の差や調
理方法等のさらなる周知が必要と考えられます。

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

43
348
10
5

395
180
15
27

＊
＊
＊
＊

平成27年

208
178
11
18

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）

35
　　51

37
53

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

45
　　68

表-3 日本からの米菓の輸出状況

● 人口：6,884万人
● 名目GDP：3,953億米ドル
● 1人当たり名目GDP：5,742米ドル
● 名目GDP成長率：－2.23％

● 日系企業数：1,725社
● 在留邦人数：67,424人
● 日本食レストラン等の状況：日本食レストランが
  地方も含め毎年10％以上増加し、現在約2,100店舗。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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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　日本産米の販売小売店は、日本系デパートやタイ資本高級デパートなど、まだごくわずかです。最近では、日本
人駐在員を対象に日本産日本米のみを宅配する日本人経営業者の参入も見られます。
　タイ系の大手小売は、確実に売れる商品以外は棚代を徴収します。この場合、サプライヤーが棚代の20～30％
を負担しなければなりません。

　日本産の輸入米は、関税割当を持つ輸入業者が直接
小売業者や日本食レストランなどの外食産業へ販売し
ています。また、タイ国内で生産された日本品種米は、
業者が農家と契約取引し、卸売業者または直接バンコ
クを中心とした小売業者、日本料理や韓国料理のレス
トランなどに販売されます。

　輸入業者から小売業者への流通が最も一般的です
が、卸売業者を介するケースや、小売業者が日本から
直接買い付けるケースも見られます。

（6） タイ Thailand

日本米（輸入、国内生産）の流通経路

民間による直接取引が主体

流通チャネルと取引慣行　

A 日本産包装米飯・米菓の流通経路B

取引慣行C

（出典）農林水産省「平成19年度 海外貿易制度等調査報告書（タイ編）」

日本産包装米飯・米菓の流通経路図-2

輸出業者（日本国内）

輸入業者

小売業者

消費者

卸売業者

（出典）農林水産省「平成19年度 海外貿易制度等調査報告書（タイ編）」

消費者

日本食レストラン

生産農家

中間商人

小売業者

卸売業者

輸入業者

日本米（輸入、国内生産）の流通経路図-1

日本米奨励業者
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関税割当枠

関税

精米の関税割当数量は年間24万9,757トンです。
包装米飯と米菓には関税割当枠の設定はありません。
「基本税率（MFN）」のほか、「WTO税率」、「日タイ経済連携協定（JTEPA）税率」、「日アセアン包括
的経済連携協定（AJCEP）税率」のいずれかの適用を受けられます。JTEPA税率、AJCEP税率の
権利を得るには、日本からの原産地証明書が輸入時に必要です。
精米：基本税率（MFN）＝従量税 2.75バーツ/kg 　WTO税率＝割当内 30% 割当外52%　 　
　　　 JTEPA税率＝割当内 2.73%（2017年4月1日より無税） 　AJCEP税率＝除外品目
包装米飯：基本税率（MFN）＝60%　 WTO税率＝40%　 JTEPA税率＝無税
　　　    AJCEP税率＝無税（2017年1月1日時点）
米菓：基本税率（MFN）＝60%　 WTO税率＝20%　 JTEPA税率＝無税
　　 AJCEP税率＝無税（2017年1月1日時点）

主な関連法規

●食品関連法規
　
●食品添加物関連法規
●食品表示規格

）品食済装包（  
　
　

●食品包装に関する規制

保健省「食品法」、商務省「輸出入管
理法」、農業協同組合省「植物検疫法」
食品医薬品局「特定管理食品」規制
特定管理食品」「品質規格管理食
品」「表示管理食品」の3分類に属す
る食品はラベル貼付を義務付け、
使用許可の事前取得が必要
保健省「第295号告示：プラスチッ
ク製容器の品質及び規定」

東京電力福島第一原発事故に関連した輸入規制

　2015年4月28日付けで、タイ向けに輸出されるコメ・
コメ加工品に関する輸入規制はすべて解除されました。

❹

関税割当枠と関税

精米には関税割当枠が設定されています

事前の食品登録と食品輸入業務許可証が必要

　農業協同組合省「残留農薬：最大残留基準値
（PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE 
LIMITS）」により規定されています。

精米の製品表示（タイ語ラベル）の内容

a. 食品名
b. 輸入者の名前及び住所並びに製造国名
c. メトリック法による食品の重量または体積
d. 製造年月日又は製造年月、賞味期限の年月日又は食品
　 の品質を維持できる期限の年月日
  消費者保護法に基づく表示義務
e. 包装精米の種別又は種類の名称
f.  使用方法又は炊飯方法
g. 種別又は種類の名称以外の精米を混合している場合は、
　 その混合した精米の種類とその量

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

　タイに輸入される食品は、タイ保健省食品医薬品局（Food and Drug Administration: FDA）への食品登録
などの事前手続きと食品輸入業務許可書が必要です。
　精米の輸出には、日本の植物検疫証明書とタイ商務省外国貿易局の輸入承認を要します。籾米及び玄米の輸出
はできません。
　包装米飯は食品の輸入業務許可証のみで輸出できますが、赤飯など他の原材料とともに調理した米飯は、その
含有量によって食品登録番号の事前取得が必要です。米菓も食品登録番号を事前に取得します。



〈調査対象店舗担当者などの声（抜粋）〉

〈調査対象店舗担当者などの声（抜粋）〉

〈調査対象店舗担当者などの声（抜粋）〉
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*2016年9月末為替レート：1バーツ＝2.95円

❺
日本産のコメ、米菓価格はタイ産商品の約３倍

　全５店舗（日系スーパー3、輸入系スーパー2）で調
査。日本産米の取扱いは日系スーパーがメインです
が、日本品種のタイ産米と一緒に販売されています。
日本産米は2kg400～600バーツの商品が多く、タイ
産米は2kg約120～200バーツ程度で、日本産米は約
3倍の価格です。

コメ研ぎの必要がない無洗米の需要があると思わ
れる。

　包装米飯は、調査した全5店舗で日本産商品のみが
確認されました。日本産は1食入りが65～122バーツ
程度で販売。6食入りの価格は265バーツで1食当たり
にすると44バーツとなります。

新しく、清潔で、よく保存でき、よいパッケージであ
ることが商品仕入れの選考基準。
日系スーパーでは商品の品揃えも多く、安定した売
り上げである。

　日本産米菓の販売は日系スーパーが中心でした。日
本産米菓はタイ産米菓の約3倍の価格で、タイ産と同
価格帯の中国産米菓も確認されました。

ブランドや生産国で商品を選ぶ。大抵は日本の工場
に直接注文する。

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

小売店の店頭価格

商品名 原産国（産地）

原産国

販売単位 価格
（バーツ） 円換算*

日本（新潟）新潟県産こしひかり
登米産ひとめぼれ
北海道米きらら397
新潟産コシヒカリ
さぬきの米「おいでまい」
もち米
あきたこまち秋田県産
KING ELEPHANT
みのり

2kg 550 1,623
日本（宮城） 2kg 480 1,416

日本（北海道） 2kg 425 1,254
日本（新潟） 2kg 500 1,475
日本（香川） 2kg 590 1,741

日本（秋田）

タイ
タイ

日本（国内産） 1kg 366 1,080

5kg 301 888
2.27kg 155 457
2kg 571 1,684

コメの販売価格（調査月：2016年8月～9月）表-4

包装米飯の販売価格（調査月：2016年8月～9月）表-5

商品名 販売単位 価格
（バーツ） 円換算*

赤飯
たきたてご飯ふっくらつや炊き大盛
たきたてご飯国産こしひかり
サトウのごはん新潟県産コシヒカリ
新潟県産コシヒカリごはん
食物繊維入り麦ごはん
山形県産はえぬき
新潟県産コシヒカリ

160ｇ

250ｇ×3

200ｇ

150ｇ×6

200ｇ
180ｇ×3
170ｇ

200ｇ

75
249
265
95
159
65
103
122

221
735
782
280
469
192

304
360

米菓の販売価格（調査月：2016年8月～9月）表-6

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

タイ

タイ

タイ

中国

111g

85g

70g

75g

140g

144g

20g

115g

150g

56g

108

90

180

75

119

87

29

55

42

24

319

266

531

221

351

257

86

162

124

71

商品名 原産国 販売単位 価格
（バーツ） 円換算*

越後樽焼ごま
えびうす焼
おむすび名人
柿の種
ぼんち揚 
ぽたぽた焼
PRIZE : Cheddar Cheese Flavor

Rice Cracker with Pork Floss

Bin Bin : Snow Rice Crackers

DOZO : Japanese Seweed
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❼

主要ECサイト

a.Tarad
b.WeloveShopping
c.Lazada
d.Zalora
e.Cmart（Cdiscount）
f.Central
g.Ensogo
h.WeMall
i.Munkong Gadget　

http://www.tarad.com/
https://portal.weloveshopping.com/
http://www.lazada.co.th/
https://en.zalora.co.th/
http://www.cmart.co.th/
http://www.central.co.th/
http://ensogo.com/
http://www.wemall.com/
https://www.munkonggadget.com/

❻

食品カテゴリーのネット販売はごく少数　
　インターネット販売が普及段階にあるタイでは、食品カテゴリーがあまり目立った取扱いをされ
ていません。大手のECサイトでの日本産商品の取扱いも一部の米菓に限られており、極めて限定的
な状況です。

　日本の事業者がタイへの越境ECを行う場合は、タイ国内にウェブサイトを開設する方法と、日本で
タイ人向けのショッピングサイトを開設する方法が考えられます。
　しかし、小口貨物としての日本からのコメの輸送が原則的に禁止されているため、日本産米のイン
ターネット販売による輸出については、「現地の代理店を通じて行う」、「現地で法人を設立する」など、
タイ国内に拠点を設ける必要があります。現地に拠点を設置することで、大手ショッピングモールサイ
トでの出店が可能になります。

越境ECにはタイ国内の拠点設置が必須

インターネットの普及は発展段階
　2013年のタイのインターネット利用率（6歳以上）は28.9％で、9割近い先進国の水準と比べると
発展段階にあります（タイ国家統計局調べ）。一方で、携帯電話の利用率は73.3％と高く、今後スマート
フォンからのインターネット利用が増加していくと予想されます。Eコマース（EC）市場規模は、推定
で約7,444億バーツ。B to Bが38.0％、B to Cが16.3％を占めます（2012年時点）。

　日本からタイへの日本産米の輸出量は直近3年間で急速な拡大を遂げています。日本食の定着や
経済成長による富裕層の増加などが輸出拡大に向けた追い風になっていますが、タイ産の日本品種
米に対する評価も低くはなく、日本産米の更なる品質の優位性の追求が求められます。
　包装米飯の消費は一定数で安定していますが、インターネット販売においてはタイ産や韓国産の
商品も確認されており、今後の競合が激しくなる可能性があります。米菓は現地の一般的な層にも
購買されており、調査した小売店舗ではギフト商品としての品揃えにも注力したいという声もあり
ました。

インターネット販売の実態

輸出拡大に向けて


