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１．事業の実施概要 
【本事業の位置づけ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【各事業の検討事項・検討方法】 

産
地
市
場
と
し

て
の
機
能
強
化 

道内外又は国外の消費地市場

等への販路を拡大する事業 

【富良野産農産物の香港及びロ

シア市場への販路開拓】 

今年度事業 中長期的な目標 

①香港・ロシア市場への販路開拓 

②海外でのブランド浸透を通じた国内

での富良野産農産物のブランド強化 

消
費
地
市
場
と
し
て
の

機
能
維
持 

卸売市場の買受人への販路を

拡大する事業 

【東山地区における生鮮食料品

等の提供】 

【市民・観光客に開かれた卸売

市場の機能強化】 

①今後増加が見込まれる小売店空白

地域への商品供給 

②へそ市場やすずかけ、カフェの観光

資源化とそれに伴う地域活性化 

③地産地消の推進 

【富良野産農産物の香港・ロシア市場への販路開拓事業】 

■検討事項 

・香港人・ﾛｼｱ人のﾆｰｽﾞ把握（品種・大きさ・価格等） 

・さらなる取引先の確保、関係者とのﾈｯﾄﾜｰｸ構築 

・輸出における損益分岐点の検討 

・今後の生産計画の見通し（生産ロット等） 

・輸送コストの低減に向けた手法検討 等 

【東山地区における生鮮食料品等の供給方法の検討】

■実証事業 

・テスト販売 

・商談会出展 等 

■実証事業 

・公民館を活用した定期

販売の実施 

【市民・観光客に開かれた卸売市場の機能検討】 

■実証事業 

・地元農産物を活用したメ

ニューを提供するカフェの

企画・活用 

連
携
推
進
会
議
の
設
置
・
開
催
（
３
回
） 

連
携
事
業
実
施
計
画
の
策
定 

■検討事項 

・公民館を活用した定期販売のニーズ把握 

・移動販売などの商品供給方法の検討 

■検討事項 

・カフェのコンセプト・メニューづくり 

・観光資源化の可能性検討（へそ市場、セリ見学も含め

た検討、体験農園の検討、市や観光協会との連携） 

・市民・観光客のニーズ把握 等 
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２．事業実施結果 

２．１ 富良野産農産物の海外市場への販路拡大事業 

（１）香港市場への販路開拓事業 

昨年度の事業を通じて、香港の大手ディストリビューターである味珍味有限公司と

の繋がりをつくり、平成 22 年 8 月 11 日５品種のメロンを試験的に出荷し、富良野産

メロンの需要の高さを実感した。 

それを踏まえ、中秋節（中国では旧正月に続くお祝いの時期）の時期を狙い、出荷

を予定していたが、道内の異常気象により出荷量が確保できず、実現できなかった。 

その後、味珍味社の意向により、同年 9 月～12 月に３回、西瓜、じゃがいも（キタ

アカリ等）、玉葱（規格外含む）をサンプル出荷した。 

こうした結果を踏まえ、今年度は、香港への定期的な出荷、富良野産農産物の PR や

現地スーパーにおける試食会の実施により消費者ニーズの把握に努めた。 

 

年月  

2011 年 7 月 ①香港味珍味有限会社の呉会長が富良野に来られ、現地にて圃場、工

場、商品等を案内した。 

②香港味珍味有限会社にメロン（赤肉のルピアレッド）を 100 ケース（40

万円相当）を出荷した。 

③香港ジャスコの２店舗（黄埔店、康怡店）にて、富良野メロンの試販

売、試食を実施した。（現地に 2 名職員を派遣した。） 

2011 年 8 月 ①香港味珍味有限会社にメロン（赤肉のルピアレッド）を 300 ケース（120

万円相当）を出荷した。 

②香港「フードエキスポ 2011」に出向き、富良野ブースとして出展した（メ

ロンの販売、試食を実施した）。 

③香港のスーパー「そごう」、「UNY」、「JUSCO」、「一田」にて富良野メロ

ンを試販売した。 

2011 年 12 月 ①玉ねぎ、じゃがいもの見積と輸出諸経費の情報を香港味珍味有限会

社に提示した。 

2012 年 1 月 ①玉ねぎ、じゃがいもの見積と輸出諸経費の情報を香港味珍味有限会

社に提示した。種類が少ないため、出荷を断念した。 
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 ① 香港味珍味有限会社の呉会長との打ち合わせ 

 メロン、夏場～秋口にかけてにんじん、たまねぎ（規格品あるいは規格外品）をコンテ

ナでどう出したらいいか。味珍味社から、東京からの航路はついているので、北海道の生

鮮食料品の供給基地を富良野市場にお願いできないかという依頼があった。 

 問題は輸送と輸送日数、着荷後の品質管理が非常に重要。着荷後ディストリビューター

にわたるまでに温度 37～8℃、湿度 99%程度(7 月)の中に最低でも 1時間は放置される。7

月香港に行って日通を含め検討することとなった。 

 香港は着荷状態が悪い。商品が割れる、箱自体が損傷を受ける。メロンは１つずつエア

パッキンで包装が必要との結論となった。 

 

参考 香港のディストリビューター・ 
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② 富良野メロンの試食・販売の実施 

■実施日 平成 23 年 7 月 28 日（木）～7月 31 日（日） 

ア 視察 

 香港の高級スーパー「TaSTe」、「SOGO」、「City’s Super」及び一般の青果市場を視察し

た。 
イ 試食・試販売 

 味珍味有限公司と協力し、香港のチェーンスーパー・ジャスコの２店舗（黃埔店、康怡

店）にて、富良野メロンの試食・試販売を実施した。 

 香港の一般市民は、「日本糖度一」、「初めて香港で販売」されたことに惹かれ、試食時に

殺到した。また、「北海道」、「富良野」になじみが深く、現場で訪ねたところ半数の人が「知

っている」「行ったことがある」と回答していた。 

 富良野メロンの価格設定は 108 香港ドル（約 1,050 円）で、当店舗で販売していた韓国

メロンは 45 香港ドル（約 450 円）、中国内陸のハミ瓜は 26 香港ドル（約 250 円）だった。 

 なお、今回の試販売のメロンの品種は、赤肉のルピアレッドのみであった。 

 

【ジャスコ黃埔店】 

 正午以降の半日は約 30 玉販売 

 来客数は一般的で、メロンも特に包装を加えず、希望者のみに一玉用の化粧箱を無料提

供し、メロン一玉購入されるたびにラベンダーの花束をプレゼントした。 

 

【ジャスコ康怡店】 

 40 玉ほど販売（試販売日は土曜日） 

 来客数はかなり多い店舗であり、メロンにグリーンのシールを巻いていた。希望者のみ

に一玉用の化粧箱を無料提供した。 

■実施日 平成 23 年 8 月 11 日（木）～8月 14 日（日） 

【試食・試販売】 

 香港のスーパー「そごう」、「UNY」、「JUSCO」、「一田」にて富良野メロンを試販売した。 

（メロンの品種：赤肉のルピアレッドのみ） 
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 ③ 香港フードエキスポ 2011 への出展 

■実施日 平成 23 年 8 月 11 日（木）～8月 14 日（日） 

 香港最大のグルメ祭典「フードエキスポ」に出店し、ＪＥＴＲＯの日本フード宣伝ステ

ージで、富良野メロン及び富良野の農産物などのプロモーションを実施した。 

 クイズ形式で当選者に富良野ギフト（富良野ワイン、乾燥したラベンダーの花束、富良

野産菓子、メロン等）をプレゼントした。 

 また、販促としてメロンの試食を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 富良野メロンの出荷 

・香港味珍味有限会社にメロン（赤肉のルピアレッド）を出荷 

  平成 23 年 7 月  100 ケース（40 万円相当）を出荷 

  平成 23 年 8 月  300 ケース（120 万円相当）を出荷 

・来年度、ＵＮＹ社向けに 2,000 ケースの出荷の打診を受けている 

 

【出荷における課題】 

・今回の出荷はテスト販売の位置づけもあり、味珍味社の要望により一玉 700 円程度で販

売することとなった。 

・メロンの鮮度を維持するため、航空便を使用せざるを得ないが、今回その輸送費は１玉

670～700 円かかった。この時点で輸送コストと販売価格は同レベルであるが、富良野地

方卸売市場㈱におけるメロン生産者への支払い分が１玉 500 円程度であるため、その金

額分、赤字となった。 
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・同じく香港で販売されていた静岡産のアールスメロンは 1,500 円程度で販売されている

ことを踏まえると、一玉 1,500～2,000 円程度で販売できるよう、味珍味社と協議してい

く必要がある。 

 

参考 香港でのメロンの小売価格（2011.8 時点） 

 JETRO が調べた香港でのメロンの小売価格は、アールスメロンが 2,980 円（1香港ドル 10

円換算）、山形マスクメロンが 1,580 円となっている。 

 

参考 北海道からの航空輸送ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【輸出手続きについて】 

・輸出手続きは、富良野市場がインボイス発行手続きを行い、通関業務（書類作成を含む）

及び集荷業務を日通航空に依頼した。 
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・香港は他の国と異なり産地証明書あるいは衛生証明書などを発行する必要がないため、

手続き上の煩雑性はほとんどなかった。 

・貿易条件（インターコムズ）はＣＩＰ（輸送費・保険料込み条件）を採用した。 

・決済は円決済とし、小売価格を抑えるため、商社等の中間業者を入れない条件となった。 

 

 

 

 ⑤ 富良野メロン以外の農産物の出荷の検討 

  ・玉ねぎ、じゃがいもの見積と輸出諸経費の情報を香港味珍味有限会社に提示（H23.12）。 

  ・玉ねぎ、じゃがいもの見積と輸出諸経費の情報を香港味珍味有限会社に提示した。  

      種類が少ないため、出荷を断念した（H24.1） 

 

通関業者 
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（２）台湾市場への販路開拓事業 

当初計画していなかったが、富良野地方卸売市場の海外への販路拡大に関するアド

バイザーをお願いしているアジアネットの田中氏の紹介により、台湾のディストリビ

ューター商田實業有限会社等との繋がりをつくり、2011 年 10 月以降、幅広い道産農水

産物を出荷している。 

また、2012 年 2 月から台湾雲林東勢果菜生産合作社から人参を輸入し、国内販売を

開始した。 

 

年月  

2011 年 8 月 ①台湾の人参生産・輸出会社：雲林東勢果菜生産合作社の社長に富

良野市場の人参洗浄選別工場・玉ねぎ選別工場・圃場を案内した。

2011 年 9 月 ①台湾のバイヤー：商田實業有限会社の会長、シティースーパーの

担当者を富良野まで誘致し、現地にて圃場、工場、商品等を案内し

た。 

2011 年 10 月 ①台湾の商田實業有限会社に北海道産「熊笹茶（ペットボトル）500

ｍｌ」の商品見本を発送した。 

②台湾の商田實業有限会社に水産物商品の見本（鮭カマ、冷凍サケ、

冷凍蟹、干物セット、北海道チーズなど）を計 26 種類、発送した。

③台湾の商田實業有限会社に２０Ｆリーファーコンテナを一台出荷

し、出荷した青果物は玉ねぎ、にんじん、じゃがいも、かぼちゃ、

白菜、キャベツ、レトルトコーンの 7種類。 

2011 年 11 月 

 

①台湾へのコンテナが到着と同時に、現地に職員を行かせ、出荷状

態を確認した。 

②台湾の商田實業有限会社に水産物（鮭カマ、干物、冷凍蟹など）

の見積と商品情報を提示した。 

2012 年 2 月 

 

①台湾雲林東勢果菜生産合作社から洗い人参を４０Ｆリーファーコ

ンテナを２台輸入し、国内販売をした。 

②台湾雲林東勢果菜生産合作社に北海道産のゆりね、長芋の情報を

提示した。今年価格高騰、品薄のため、値段提示、出荷までは至ら

なかった。 

2012 年 3 月 ①台湾の人参生産・輸出会社：雲林東勢果菜生産合作社から洗い人

参を４０Ｆリーファーコンテナを３台輸入予定。 
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① 商田寶業有限公司との商談など 

■実施日 平成 23 年 7 月 31 日（日）～8月 3日（水） 

台湾の大手ディストリビューターである商田實業有限公司 林会長同行のもと、高級デ

パート微風広場、高級スーパーSOGO 忠孝店を視察。 

商田實業有限公司、高級スーパーCity’s Super と商談。 

 

 ② 道内農水産物の出荷 

 平成 23 年 10 月に台湾の商田實業有限会社に２０Ｆリーファーコンテナを一台出荷

した。出荷量・出荷コスト、出荷における課題等は以下の通り。 

 

【出荷における課題】 

・平成 23 年 11 月台湾へのコンテナが到着と同時に、現地において既存職員が出荷

状態を確認した。 

・当初予定の輸送期間を大幅に超え、ロスの発生を心配したが、農産物を個別に新

聞紙で包装して対応したことが功を奏し、ほとんどロスは発生しなかった。 

 

参考 北海道からの海上輸送ルート 
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② 台湾産人参の輸入 

 台湾雲林東勢果菜生産合作社から洗い人参を４０Ｆリーファーコンテナを２台輸入

し、国内販売をした。 
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 （３）ロシア市場への販路開拓事業 

一昨年 10 月中旬に北海道経済産業局からの紹介で、北海道銀行が主催するロシア極

東農業ミッションに参加し、ウラジオストクの大手ディストリビューターである Graps

社とのネットワークを構築。同社が運営するスーパー「パールス」（ウラジオストク、

サハリンなど極東地域に７店舗展開）へのテスト販売を実施した。 

今年度事業では、４月以降月２回ペースで、パールス社に対し、富良野産農産物（玉

葱、ニンジン等）をテスト販売（20 フィートコンテナ１台分：円建てでの取引）する

予定でいたが、３月１１日の東日本大震災の風評被害が大きく、また、香港や台湾の

ようなディストリビューターとの信頼関係の構築に時間をかける必要性を感じ、今年

度の同国への販路開拓は断念した。 

 

【GRAPS 社の概要】 
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２．２ 東山地区における生鮮食料品等の供給方法の検討 

昨年度、買い物過疎の懸念がある東山地区における生鮮食料品等の供給方法として、

ふらのへそ市場（株）が主体となり、東山地区でのコンビニエンスストア出店の検討

に向け、（株）セイコーマート及びその子会社である北海道スパー（株）との協議を実

施し、最終的にセイコーマートよりも損益分岐点の売上高が低いスパーの出店を検討

した。 

しかし、小面積（２０坪程度）での営業を前提に、東山地区の人口・購買金額、交

通量等様々な角度から検討を行った結果、当地区でのコンビニエンスストアの事業展

開は採算ベースとしては成立しないとの結論に達した。 

今年度は、富良野市役所東山支所・東山公民館を含めた既存の施設を活用し、ふら

のへそ市場（株）が主体となり、週１回程度生鮮食料品を定期販売の実施方法につい

て検討した。 

 

【検討結果】 

東山の商圏人口は1,000人で採算

が合わないが、山部の商圏人口

2,500 人を含めると採算ラインを確

保できる可能性があるとの仮説の

もとで検討することにした。 

下記の観点で検討を重ねたが、採

算の取れるビジネスモデルの構築

には至らず、引き続き検討を継続す

ることとした。 

 

■販売・集荷拠点 

山部のドライブイン（現在閉鎖中）施設を月 5,000 円で賃貸できることになり、様々

な商品を取り扱う店を出店、同施設を集荷拠点とした移動販売のビジネスモデルを検

討した。 

■移動販売車 

冷蔵庫が完備されている専用の移動販売車は通常 800 万円ほど購入費がかかるため、

軽トラック（150 万円程度）に別途冷蔵庫を搭載する形でイニシャルコスト軽減を図る

ことを検討した。 

■運営主体 

店舗での販売、移動販売の運営主体は市内 NPO とし、卸売市場は同 NPO に生鮮食料

品・日用品等を安定供給することで役割を果たすこととした。 
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２．３ 市民・観光客に開かれた卸売市場の機能検討 

昨年度、「すずかけ」を開設し、予想以上の市民・観光客が利用し、一定の成果が得

られた。 

H23 年度は、卸売市場のさらなる事業展開として、同市場が保有するガソリンスタン

ド跡地に提携している上富良野の農園や農業生産法人富良野ピュアテイストで生産す

る野菜・果物を活用したスイーツやピザ等を提供するカフェを開設し、富良野産農産

物の販路拡大・ブランド化支援並びに同市場の事業（すずかけやへそ市場を含む）の

観光資源化を図ることとした。 

 

【実施結果】 

「すずかけ」は、売上が落ちることなく順調に運営できている。当初は、観光資源

としての PR も積極的に展開する予定であったが、予想以上に地元住民の利用が多く、

地域食堂としての認知度・利用が高まっている。 
そのため、今後も引き続き富良野産あるいは道産生鮮食料品を活用した地産地消の

メニューを利用しやすい価格で提供することをコンセプトに運営を続け、市民に愛さ

れる食堂を目指していくことにした。 
一方、同食堂の調理人が独立を希望し、昨年 12 月に五条商店街に出店した。「すず

かけ」の名称を譲り、卸売市場敷地内の食堂は「市場食堂」に名称変更し運営を継続

している。 
「イエローブリックロード」もオープン

し順調に運営できている。HP を開設し情

報発信を図っている（http://ybr.co.jp/） 
富良野ホテルの元シェフが料理長を務め

ており本格的なイタリアン料理を提供でき

ることが強みとなっているとともに、富良

野産農産物の反応・評価をいただくテスト

マーケティングの場としても機能している。 
また、へそ市場は４月～１２月まで毎週土・日曜日に開催した（１２月は２日間開

催）。新鮮な魚や野菜を格安で販売しており、延べ 30,000 人の来客があり、市民に開

かれた卸売市場のイベントとして定着したと考えている。 
へそ市場を開催することで、市場周辺の小売店から売上高への影響に関する反発が

懸念されていたが、買受人以外の小売店からへそ市場への出店依頼があるなど、同イ

ベントに対する理解が高まっていることを実感している。 
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３．今後の展開について 

本事業を通じて、まずは、香港・台湾ともに信頼できるディストリビューターとの

ネットワークを構築できたことが大きな成果といえる。 
北海道産あるいは富良野産というブランド力は高く評価され、現地百貨店からの取

引依頼もあったが、個別小売事業者への出荷になると、販路先の開拓が制限される（う

ちだけで扱わせて欲しいというニーズ等）デメリットが生じる。そうした意味でも、

取引先としてディストリビューターを確保することで、幅広い業態の小売店での販売

が可能となる。 
香港へのメロンの出荷については、鮮度保持の観点から、収穫から現地での販売ま

での期間に制約があり、航空輸送に頼らざるを得ず、輸送コストは相当かかる。 
そのため、輸送コスト分を十分ペイできる出荷ロットの確保、販売価格への転嫁が

求められる。 
フードエキスポへの出展や現地百貨店・スーパーでの試販売を通じて、香港人の富

良野ブランドあるいは富良野メロンの品質の評価が高いことが明らかとなった。また、

既に来年、2,000 ケースの出荷依頼があり、現状のメロンの生産体制から注文ロットが

増えても対応可能である。 
現状では、香港において静岡産アールスメロンが 2,000 円～3,000 円で販売されてい

る。今回、富良野メロンの宣伝、マーケティングという位置づけから、価格を 700 円

で販売したが、アールスメロンと同等価格で消費者に受け入れられるか、さらなるテ

ストマーケティングが必要となる。 
一方、台湾については、日持ちのする大根、人参、ジャガイモの輸出が実現した。

航空輸送よりも格段に輸送コストが安いとはいえ、本州と比べて高コストの問題はあ

るが、ディストリビューターの意向により今後、富良野産農産物だけではなく、道内

の幅広い産地の生鮮食料品を扱える可能性があり、ロットの確保による単位当たりの

輸送コスト削減を実現し、採算性のとれるビジネスモデルを確立していきたい。 
市民・観光客に開かれた卸売市場を目指し、市場内の施設を活用し、買受人組合の

運営により野菜・果実・塩干類・魚卵・生鮮などを販売する「へそ市場」を開催し、

延べ 30,000 人の市民が参加した。 
今後も継続展開し、卸売市場の認知度向上や、買受人と消費者の接点づくりに寄与

していきたい。 
買い物過疎の懸念がある東山地区における生鮮食料品等の供給方法として、コンビ

ニエンスストアを含めた出店、移動販売等、様々な観点から検討したが、事業として

継続しうるモデル確立まで至らなかったが、買い物難民問題は、富良野市としての社

会的課題であり、今後も引き続き、富良野市や幅広い協力者の賛同を得ながら、検討

を進めていきたい。 
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４．連携推進会議の開催 

  ア 設置年月日        

 平成２２年８月２３日        
  イ 構成員        

 １１名      
  ウ 代表者職氏名        

 富良野地方卸売市場株式会社 代表取締役社長 中西 章氏 
  エ 開催結果 

 開催日 
出席 

委員数 
議事概要 

第１回 23 6 30 １１ 平成 23 年度の事業計画について協議した。 

第 2 回 23 12 15 １1

海外への販路拡大事業、買物弱者対策事業等

の中間報告をおこない、今後の取組課題等につ

いて協議した。 

第 3 回 24 3 6 １1
事業の実施結果について報告するともに、次年

度以降の実施方針について協議した。 

 

  オ 検討委員 

【卸売市場】 

  ・富良野地方卸売市場（株）代表取締役社長 中西 章氏 
  ・同連携コーディネーター 沙 冠華 
【生産者】 

  ・富良野ピュアテイスト有限会社 取締役 名和 政範 
【買受人】 

・富良野市公設地方卸売市場 買受人組合 組合長 藤林 秀夫 
【行政】 

  ・富良野市公設地方卸売市場 市場長 川上 勝義 
【消費者】 

  ・富良野消費者協会 会長 高井 敏子 
【輸出関連専門家】 

  ・アジアネット 代表 田中 豊 
【関係機関】 
  ・社団法人富良野観光協会 専務理事 会田 系伍 
 ・富良野蔬菜振興会 会長 藤田 勝博   
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【学識経験者】 

・（社）北海道市場協会 専務理事 川村 將官 
・㈱北海道二十一世紀総合研究所 調査研究部 河原 岳郎 

【事務局】 

・一般社団法人北海道市場協会、富良野地方卸売市場株式会社 
・㈱北海道二十一世紀総合研究所
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■参考資料１ 先進事例（あまおう） 

  香港への果物の輸出先進事例として、「あまおう」の輸出状況と課題等について整

理した。 

 

１．「あまおう」の生産・輸出概況 

・あまおうの輸出量が最も多い JA ふくおか八女は、八女市、筑後市、広川町にまたが

る年間取扱高 200 億円以上に達する県内最大の単協。 

・主要な農産物である、いちご（あまおう）は、年間約 5,000 トンが生産。 

・11 月上旬から翌年の５月下旬にかけて全国各地に出荷されている。このうち輸出向け

は全生産量の１パーセント程度にすぎず、20 年度産で 14 トン、21 年度の（12 月- ２

月まで）の契約数量は 11,000 パック（3.3 トン）、主な輸出先は香港。 

 

２．輸出チャネル・ルート 

・「あまおう」の輸出は期間契約によって、月別の出荷数量と価格を毎月取り決め、現

在、火曜日と金曜日の週２回航空便で香港などに輸送。 

・クリスマスなどで需要が増える年末から２月（バレンタインデーの時期）にかけては、

国内消費が旺盛であることから、輸出に回せるいちごが品薄となり、量の確保をめぐ

って競争状態になる。 

・いちごの収穫量は、気温が上がる３月期に入って大幅に増えるため、出荷最盛期であ

る３月以降を含めた長期契約を結ぶことによって生産農家に輸出のメリットが生ま

れるため、輸出期間を４月まで延長して対応。 

・県全体では、平成 17 年度産が 40 トン、同 18 年度産が 52 トン、同 19 年度産が 70 ト

ン、同 20 年度産が 65 トンほど輸出されている。 

 

【輸出チャネル】  

  福岡通商（平成 20 年に JA 福岡中央会を中心に設立された会社。その後、県内の 21

の単協、九州電力、西日本鉄道、JR 九州、福岡大同青果、県茶商工業協同組合、県酪

農協、県畜産協会が資本参加）経由で輸出される「あまおう」の輸出チャネルは、JA

ふくおか八女から福岡通商および香港の輸入会社を通じて香港の量販店で販売され

る。 

  一方、市場経由で出荷される「あまおう」は、JA ふくおか八女から、福岡大同青果

（卸売市場）および仲卸業者を通じて香港の量販店となっている。 

 

【輸出ルート】 

・輸出に航空便を利用した場合、朝取りした「あまおう」が 15 時には香港に到着し、

夕方には店頭に商品が陳列されるため、東京向け出荷に比べて、より鮮度の良い商品
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が香港の店頭に並ぶ。 

・輸送用の包装は 300 グラム詰めパック１段、１箱２パックで、規格は DX（デラックス）

８～ 11 個入り、Gクラス５～ 11 個入りで３L以上の大玉（香港の一部の量販店では、

「あまおう」は大型いちごという評価が定着している）、EX クラスの化粧箱サイズで

９～ 12 個入りもある。 

・香港以外では、昨年、東京市場の仲卸業者社経由で米国市場（西海岸向け）に輸出し

た。 

 

３．輸出上の課題 

・輸出によるメリットが少なく、逆に取引上のリスクが大きい 

・現状では、海外市場で国内価格の３倍、10 倍で販売できたとしても、物流コストや流

通マージンがかさむため、生産者の手取りは国内取引とほとんど同じであり、輸出に

よって一定の利益が確保できる輸出体制の整備が求められている。 

・第二の課題は、輸出に向けた生産（供給）体制が整備できていない点である。現在の

いちごの輸出は国内出荷と同じ条件の下で実施されているが、海外市場と国内市場と

では消費者の嗜好や消費形態が異なる場合が多く、海外市場で需要が大幅に増加した

ような場合には、国内出荷の延長線上での輸出は十分な量のいちごを確保できずに供

給が滞る可能性もある。 

・輸出先の市場条件に適合した品質や産地の育成が輸出事業の今後の大きな課題。 

 第三の課題は、輸出はスポット的な取引形態が多く、必ずしも継続取引になっていな

い。現状は一部を除いてスポット的な取引が多く、継続取引が求められた場合の対応

が困難。現在のように異なる国内産地が海外市場にまで産地間競争を持ち込むようで

は結果的に共倒れする危険性が高い。 

・複数産地が連携することによって海外の市場需要に対応したリレー出荷を実現するな

どの戦略的なマーケティングが求められている 

（JA 全農ふくれんとホクレン通商は、産地間連携による輸出体制を構築） 

 

（参考資料 月報野菜情報 2010.5 「輸出応援農商工連携ファンドの創設によって農

産品の輸出拡大を目指す福岡県の取組みとその課題」（日本大学生物資源科学部教授 

下渡敏冶氏） 
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■参考資料２ 香港への青果物の輸出に向けた関連情報 

 

 第 1 回東北地域農林水産物等輸出促進シンポジウム（東北農政局主催）におけるホクレ

ン通商 坂井氏の講演録を参考に香港への青果物の輸出に向けた関連情報を整理した。 

 

１．香港の小売店の状況 

（１）日系小売店 

・香港に青果物等を輸出する際に、一番相談しやすいのは、日本人バイヤーがいて、商

習慣が日本と共通で話ができる日系小売店である。厳密に日系資本の百貨店というの

ではなく、日本の食品や農水産品を、商業ベースで販売できる小売店という観点で対

応する。  

・日系小売店は、60 年代の日本企業の進出を背景に、大丸百貨店が進出。80 年代には、

伊勢丹、三越、松坂屋が進出したが、その時点では、大丸百貨店を除き、非食品の百

貨店という売り場展開であった。大丸百貨店は 80 年代初頭、香港初の食品スーパー

をコーズウエイベイにオープンさせた。これが、日系小売店の基礎になった。  

・80 年代中盤になると、ヤオハン、ユニー、ジャスコ、西友、西武百貨店日本の量販店

が進出し、日本式の店舗がオ－プンした。店舗は、香港に住む日本人だけを相手にし

ていたわけでなく、日本からの観光客、地元富裕層、欧米居住人、韓国人などのアジ

アの人を中心に日本食を中心とする商売を行い、日本食ブームがおこり、日本食が浸

透した時期であった。これは、ローカルな人達に向けた販売も行った成果でもあった。  

・その後、アジア通貨危機がおこり、不況の波にさらされ、倒産、撤退、地元資本への

売却により、事実上、日本の百貨店がなくなった。現時点で、食品扱いのある日系資

本の小売店は、ユニー、ジャスコだけとなった。  

・ユニーは、高級住宅街に店舗があり、郊外店舗は日本人をターゲットに絞っており、

国内と遜色ない品揃えとなっている。ジャスコは、現地の人をターゲットにした展開

をしており、日系小売店では最大の売り場をもっており、店舗の立地はさまざま。西

友（現地では西田という。1 店舗）は、香港資本となっており、日本産の青果物、食

品の豊富な売り場を持っている。 

・現時点では、商業ベースの青果物や食品の輸出を考えた場合、従来のような、香港居

住の日本人や日系店舗を中心とした販売戦略だけではなく、地元資本の小売店や現地

の消費者にも受けいれられるような販売戦略も必要になってきているといえる。  

 

（２）香港資本の小売店について 

・地元の小売店は、90 年代前半までは、青果物の扱い等が悪かったが、それ以降改善さ

れてきている。  

・パシフィックプレースという地域にある西武百貨店の地下にオープンしたパークンの
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店舗「グレート」は、フラッグシップ店としてオ－プンした。日本の百貨店並みの高

級食料品店といえる店舗で、立地的にも、欧米居住者を含め、高所得者層が多く住む

地域にある。日本の青果物も多種多様に並んでいる。一方、ウエルカムは、スーパー

としては、香港では最大の店舗数を有している。  

・日本の青果物、菓子、調味料、寿司（ロボット寿司）は、ほぼどのス－パーに行って

も売っている。ローカルな人をターゲットとして、日本の青果物等を輸出する際には、

パークンやウエルカムといったスーパーは、非常に魅力的マーケットといえる。  

・その他のローカルな特徴的なスーパーとしては、シティスーパーがある。西武百貨店

の食品担当者が香港資本と立ち上げた高級スーパーであり、日本食及び欧米食品の品

揃えが豊富であるため、日本人、欧米居住者、現地富裕層に人気高い。特定の青果物

等を売り込むような輸出をする際には、非常に良いターゲット。  

・この他の地元小売業としては、セブンイレブンをはじめ、コンビニも数多く展開され

ている。しかし、日本と比べると、店舗面積は小さく、品揃え、アイテム数が少ない。

しかし、果物、菓子に絞り込めば、販売量を期待できる小売業態。  

・小売業への販売については、輸出する商品の性質や価格政策により、どのような販売

業態を選択するかということが先決。 

・ローカルの人を対象とする場合は、地元資本の小売店も視野に入れて戦略を組み立て

る必要があり、日本人居住者を対象とする場合は、日本人が多く住む店舗を選択しな

ければならない。ただし、香港の場合、日本人居住者は 3万人程度なので、その規模

で収支採算がとれる工夫を検討する必要がある。  

・輸出の場合、営業のフォローができにくいので、対象を絞って、輸出者、輸入者、販

売者それぞれが、しっかりと収益を確保できるモデルを構築することが長続きするコ

ツ。 

・香港のマーケット情報は、流れるのが速いので、成功例の情報は、他の小売店にもす

ぐ流れるため、流通経路を最初にきちんと整理できれば、マーケットは自然に広がっ

て行くと考えられる。  

 

２．業務用（レストラン等）向けについて 

・小売業と違って、個人経営が圧倒的に多い。香港におけるレストランは、大きく分け

ると 3タイプに分けられる。  

（1） 高級レストラン  

（日本人調理人がいて、食材も日本から輸入しており、国内と変わらないクオリティー

の料理を提供）  

（2） 専門レストラン  

（ラーメン、カレー、焼き鳥店など）  

（3） 日本式レストラン  
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（日本人調理人がいない。料金安い。）  

・しかし、日本人が納得できる日本食は価格が高く、食事とお酒で 1，000 香港ドルぐ

らい。現在、香港にある日本食レストランは、相当の店舗数があるといわれており、

農水産物等を輸出する際には、かなり大きなマーケットといえる。 

・香港では、コンビニの青果物や菓子、回転寿司等で、本格的日本食を目にしたり食べ

たりする機会が増えているので、香港の人達の日本食レストランに対する認識が年々

上がっている。現在、日本式レストランが淘汰され、逆に、システム化（メニュー、

食材供給等）された居酒屋、専門店が増えている。リーズナブルだけれども、本格的

な日本の味を楽しめる店が、第 4の分野として増えている。この傾向は、他のアジア

地域でも見られる。  

・これに伴い、日本産農産物・食材の販売チャンスが増すと期待（同社の香港向け青果、

食品輸出においても、業務用向けで増加）  

・同社では、業務用輸出拡大を目標に、「業態輸出」に取り組んでいる。飲食業態その

ものを輸出して、それに伴って農林水産物の輸出(業務用)も拡大させるというもので

あり、国内で有望な飲食業態をリサーチして、香港サイドの資本とマッチングさせる

手法で、成約すれば日本からの食材輸出を、当社がエクスクルーシブで行う考え方。  

・最初に手がけた業態輸出が、「魚や一丁」であり、日本からの居酒屋チェーンの香港

進出の第 1号となった。これが大ヒットして、和民、かまど等の多くの居酒屋チェー

ンが進出している。  

・業務用食材を持っている事業者には、こうした手法も食品輸出の手段。 

  

３．販売流通チャンネルについて 

・香港は、アジアの中では富裕で魅力的なマーケットであるが、狭い地域なので市場競

合が激しい。一度ルートを決めて商品を流通した場合、ルート変更は難しいので、慎

重にルートを選択することが重要となる。  

・また、農林水産品の輸出の場合、現地の流通問屋が総代理店制をとる場合がある。ブ

ランド化された青果物については、そういった例も多々見受けられる。いわゆるソー

ルエージェントということで、その流通経路以外では流せない。  

・このため、総代理店制なのかどうか、事前に交渉する必要がある。香港には、国内の

ような総合問屋は、数社しかない。まして、全温度帯をカバーして、保管輸送できる

問屋はさらに少ない状況。商品の流通を問屋経由で行う場合は、問屋が小売店やエン

ドユーザーとの日常の接点になるので、流通ルートの選択が輸出の成否を左右するこ

とになる。末端のユーザーフォローまで考えて販売するのか、輸出業者とだけ話して、

後は輸出業者にまかせるのかは、まず、最初に決めなければならない問題である。  

・このような商流は、商品の特性やどういうマーケットをターゲットにするのか、ある

いは、香港での輸出金額の見込みといったことを勘案して選択することが重要。  
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・また、ルートによっては、輸入業者と現地の問屋を兼ねている場合があるが、この場

合、流通ルートが短くなるので、一般的には現地での価格競争力は増すと考えられる。  

・現在、香港の主な食品問屋は、それぞれ扱い品目や販売先の得意・不得意があり、全

温度帯をあつかえない問屋があるので、輸出者側の戦略にそってどのルートを利用す

るか検討することが必要。また、日本側に指定の輸出業者を抱えている問屋もある。  

・問屋のルートを使わない手法では、小売店や業務店への直接販売という方法も考えら

れる。実際、当社も小麦や醤油などは、直接、エンドユーザーのセントラルキッチン

に輸出する形態をとっているものもある。納品後、再加工する原材料の輸出の際は、

この様な流通形態をとることも有効と考えられる。  

 

４．具体的輸出状況と広域連携について 

・東アジア向けの青果物輸出の主要品目は、野菜類では、ながいも、大根、人参、ごぼ

う、かぼちゃ、白菜、キャベツ、たまねぎ、トマト、さつまいも等、果物類では、り

んごを筆頭に、なし、ぶどう、みかん、いちご、メロン、ももなど、合計 150 アイテ

ムを取り扱っている。国内の量販店に並ぶ商品を、ほぼ全て輸出している。主要 5品

目のりんご、ながいも、かぼちゃ、白菜、大根の、2005 年の輸出額は、約 7億円にな

る。  

・この 5品目で、東アジアに輸出する野菜の輸出額の 7割を占めている。この他、国内

産の冷凍食品、乳製品、加工食品、小麦、水産物を輸出している。 

・物流については、香港、台湾には、40 フィートコンテナで週に 1便から 2便、シンガ

ポールへは隔週 1便の海上コンテナが定期的に出荷されている。 

・航空便は週に 2便程度（いちご、ぶどう、こねぎ、おおば、みつば等）  

・安全性や品質が評価され、定番品目の物流頻度が増えている。定番品目は、安定的か

つ定期的に納品することが、国内販売同様、海外のユーザーからも求められている 

・同社のアジア向け輸出青果物は、品目特性により、大きく 2つに分けられる。  

（1）なし、りんご、いちご、のように、一定期間しか販売できなく、現地での販売期

間も特定される果実類。  

（2）だいこん、ながいも、白菜、ゆりね、キャベツ、のように、比較的、長期間供給

できる野菜類。  

・物流特性により分けると、  

（1）なし、りんご、ながいも、かぼちゃ、のように、単品で海上コンテナで輸出でき

る品目。  

（2）他品目との混載により輸出される野菜や果実類に分けられる。  

・現地の消費者に一定期間の供給と認知されている品目以外は、商業ベースで輸出を成

功させるためには、価格対策も大切だが、もうひとつの重要な要素として安定した供

給を実現することが必要である。  
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・しかし、多くの青果物は、その供給や品質が保たれる期間が限られており、単一の地

域では、獲得した業務先や小売店、売り場を維持していくことができずに、結果的に

他の国や競合品に市場を譲ることになる。  

・北海道は、産地としては最も北端に位置し、供給期間の短い青果物が多いため、他の

国内産地と広域連携して、安定した供給を目指している。  

・JA 全農ふくれん（以下、「JA ふくれん」という。）と提携し、確実に自分たちが品質

を確認できる商品を、出来るだけ長期に亘って輸出するとともに、お互いに品目の補

完を図ることにより、有利な販売、輸出を目指し、輸出先の市場を確保することが目

的。  

・JA ふくれんの青果アイテムを、同社コンテナへ混載も実施。  

・地域間連携を進める場合、すでに青果物を輸出している地域同士が連携するには、国

内や輸出先の販売・供給ルートの調整、品目・出荷時期の調整等、クリアしなければ

ならない問題がある。  
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■参考資料３ 香港の農林水産物・食品小売価格（JETRO 資料）
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