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道産食品の輸出拡大に向けた検討業務

報告書（概要版）
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北海道開発局 港湾空港部 港湾計画課
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１．業務概要

■業務目的 ■業務フロー
●北海道総合開発計画(H28.3)では、「食」と「観
光」を北海道の戦略的産業に位置付け、数値
目標として来道外国人旅行者数500 万人(H32)、
道産食品輸出額1,500億円(H37)を掲げている。
●道産品の輸出は、輸送コストが高額であること
や、海外現地における嗜好の把握が難しいこ
と等、多くの課題を抱えている状況にある。

●本業務は、道産食品輸出額の目標値を達成す
るため、海外輸出の実証実験の実施及び結果
の整理・分析を行い、今後の輸出促進方策を
検討するものである。

照査・

着手時打合せ

照査・

中間打合せ

照査・

報告時打合せ

3．海外輸出の実証実験

(2)商品の輸出

(1)輸出商品募集のための説明会の開催

(3)商品の販売

1．計画準備

5．報告書の作成

成果納品

4．調査結果のとりまとめ

・北海道輸出情報ポータルサイト(仮称)の今後の商業運用の可能性

・海外における道産食品に対する嗜好や価格感度の把握

・混載輸送における物流コストの低減効果

・輸出実績に基づく事務手続きの簡素化

2．北海道輸出情報ポータルサイト(仮称)の開発と
商業運用に向けた分析

(2)サイトの広報活動

(1)サイトの開発

(3)サイトの試験運用
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２．北海道輸出情報ポータルサイト(仮称)の開発と商業運用に向けた分析

・小口貨物混載便（LCL）を活用して道産食
品の輸出拡大を図るためには、商品情報
を広く海外バイヤーにPRし、販路を確保す
ることが重要
・そのため、販路拡大ツールとしてのWebサ
イト「道産食品輸出チャンネル」を作成した

■サイトの開発

Webサイト「道産食品輸出チャンネル」の構成 道産食品輸出チャンネルのトップページ

商品登録

テスト 販売の流れ

輸出サービス情報

輸出関連サイト

テスト 販売の概要

商品登録の流れ

登録用ファ イル DL

商品カタログ

台湾テスト 販売

輸出サポート

サイト 利用規約
プライバシーポリシー

関係機関サイト関連リ ンク

TOP ページ
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２．北海道輸出情報ポータルサイト(仮称)の開発と商業運用に向けた分析

・メインターゲットは、輸出に関心のある道内食
品事業者（製造業者、販売者）

・一方で、道産食品輸出拡大を後押しするには
官民一体での取り組みが重要

・このため、関係する行政機関や経済団体など、
１９機関を通じて、メールマガジン配信やホー
ムページ掲載、チラシ配布、新聞記事掲載、
ニュース報道等を実施

■サイトの広報活動

広報用チラシ

運用期間
・商品登録 2019.8.20～2019.10.31
・試験運用 2019.8.20～2020. 2.15

■サイトの試験運用

■商品登録状況

登録事業者数：69社
登録商品数 ：187品目

農産食品
12

6.4%

水産食品
1

0.5%
畜産食品

1
0.5%

農産加工食品
25

13.4%

水産加工食品
37

19.8%
畜産加工食品

13
7.0%

菓子
36

19.3%

その他食料品
37

19.8%

飲料
10

5.3%

飲料(酒)
8

4.3%

食品以外
7

3.7%

食品分類別商品数

商品数
合計187

(品)
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３．海外輸出の実証実験

・実験に先駆けて、基礎情報として我が国から台湾への食品類の輸出実績を整理した
・近年5ヵ年の輸出実績は、重量ベース、金額ベースともに増加傾向
・重量ベースでは“水”や“酒類”が多く、金額ベースでは“果物”、“調整食料品(豆腐等)”、
“調味料”、“ベーカリー製品”などが上位を占めていた

■台湾への輸出実績の整理（貿易統計による分析）
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＜重量ベース＞

順位 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

1
水（鉱水・炭酸を含み、甘

味料や香味料を加えたも
の）

水（鉱水・炭酸を含み、甘

味料や香味料を加えたも
の）

ビール

水（鉱水・炭酸を含み、甘

味料や香味料を加えたも
の）

水（鉱水・炭酸を含み、甘

味料や香味料を加えたも
の）

2 ビール ビール

水（鉱水・炭酸を含み、甘

味料や香味料を加えたも

の）

ビール ビール

3
蒸留酒、リキュールその

他のアルコール飲料

蒸留酒、リキュールその

他のアルコール飲料

蒸留酒、リキュールその

他のアルコール飲料

蒸留酒、リキュールその

他のアルコール飲料

蒸留酒、リキュールその

他のアルコール飲料

4 水、氷、雪 水、氷、雪 水、氷、雪 水、氷、雪 水、氷、雪

5
その他の発酵酒（りんご

酒、清酒など）

その他の発酵酒（りんご

酒、清酒など）

その他の発酵酒（りんご

酒、清酒など）

その他の発酵酒（りんご

酒、清酒など）

その他の発酵酒（りんご

酒、清酒など）

シェア 96.41% 96.26% 96.21% 96.29% 97.84%

＜金額ベース＞

順位 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

1
リンゴ、ナシ、マルメロ（生

鮮）

リンゴ、ナシ、マルメロ（生

鮮）

リンゴ、ナシ、マルメロ（生

鮮）

リンゴ、ナシ、マルメロ（生

鮮）

リンゴ、ナシ、マルメロ（生

鮮）

2 その他の調整食料品 その他の調整食料品
パン、ケーキ、ビスケット
等ベーカリー製品

パン、ケーキ、ビスケット
等ベーカリー製品

パン、ケーキ、ビスケット
等ベーカリー製品

3
ソース、醤油、ケチャッ

プ、味噌、マヨネーズ等

の調味料

パン、ケーキ、ビスケット

等ベーカリー製品
その他の調整食料品

ソース、醤油、ケチャッ

プ、味噌、マヨネーズ等

の調味料

その他の調整食料品

4
パン、ケーキ、ビスケット

等ベーカリー製品

ソース、醤油、ケチャッ

プ、味噌、マヨネーズ等

の調味料

ソース、醤油、ケチャッ

プ、味噌、マヨネーズ等

の調味料

その他の調整食料品

ソース、醤油、ケチャッ

プ、味噌、マヨネーズ等

の調味料

5
軟体動物、貝（活・生鮮・

冷蔵・冷凍・塩蔵・燻製）

軟体動物、貝（活・生鮮・

冷蔵・冷凍・塩蔵・燻製）

軟体動物、貝（活・生鮮・

冷蔵・冷凍・塩蔵・燻製）

軟体動物、貝（活・生鮮・

冷蔵・冷凍・塩蔵・燻製）

麦芽エキスや澱粉等の

調整食料品

シェア 43.57% 43.95% 46.43% 48.60% 47.11%

主な輸出品目（日本→台湾）

輸出実績の推移（日本→台湾）
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３．海外輸出の実証実験

■テスト販売希望商品 ■輸出可否調査の実施

輸出可否調査により輸出を断念した商品

・テスト販売希望商品に対して、現地（台湾）で
の輸入不可のものがないかを事前に調査
・希望商品70品目のうち、7品目が輸出を断念
・例として、「菓子」の原材料に輸入規制成分
（牛骨由来のゼラチンなど）が含まれていた
ためなど

農産食品, 2, 2.9%
畜産食品, 1, 1.4%

農産加工食品, 
14, 20.0%

水産加工食品, 
6, 8.6%

畜産加工食品, 
4, 5.7%

菓子, 21, 30.0%

その他食
料品, 17, 

24.3%

飲料, 3, 4.3%
飲料(酒), 1, 1.4%

食品以外, 1, 1.4%

テスト販売を希望する商品の分類

商品数
70
品目

No. 事業者 食品分類 輸出を断念した理由 

1 A社 畜産食品 
冷蔵温度帯であったが、他品目の温度帯との兼合いで都合がつかず

輸出を断念。 

2 

B社 

菓子 1 
原材料に輸入規制がかかっている成分が含まれていたためめ輸入不

可となった。 
3 菓子 2 同上 
4 菓子 3 同上 
5 菓子 4 同上 

6 菓子 5 

栄養成分について自社における検査値を提出していたが、台湾 FDA
の検査時に第 3者機関における検査値の提出が求められる可能性が
指摘された。B 社においては複数商品のテスト販売を希望されてお
り、その全ての商品について再検査が必要となると経費がかかるた

め、本商品については事業者の判断において輸出を断念した。 
※なお、輸出を実施したその他の B社商品については第 3者機関の
検査値を要求されず輸入通関を通った。 

7 C社 菓子 
原材料に輸入規制がかかっている成分が含まれていたためめ輸入不

可となった。 

・道産食品輸出チャンネルに登録いただ
いた商品のうち、テスト販売を希望する
事業者は28社、商品数は70品目
・販売希望商品の内訳は、菓子や加工
品が多い
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３．海外輸出の実証実験

・商品の輸出は第1弾～第5弾まで計5回に分けて実施した
（第1弾はFCL、2～5弾はLCL。全品目数は63品目）
・いずれも苫小牧港を発港とし、第1弾は国際フィーダーによる横
浜港経由で基隆港まで6日、2～5弾は釜山港経由で基隆港まで
2週間前後の海上輸送日数を要した
・台湾での通関日数は8～44日を要した

■輸出手段と輸送日程

輸送日程一覧

コンテナ横づけ状況

第3弾貨物

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄでの積み込み

コンテナ封印

第1弾貨物 第2弾貨物 第3弾貨物 第4弾貨物 第5弾貨物

発着

入庫日 R1.9.3 R1.9.24 R1.10.18 R1.11.13 R1.11.18

苫小牧港 出港 R1.9.13 R1.10.15 R1.11.2 R1.11.20 R1.11.25

横浜（釜山）港 経由 R1.9.16 R1.10.24 R1.11.6 R1.11.26 R1.12.2

基隆港 着港 R1.9.19 R1.10.30 R1.11.14 R1.12.5 R1.12.5

通関１ 完了 R1.9.25 R1.11.12 R1.11.18 R1.12.9 R1.12.12

通関２ 完了 R1.10.16 R1.12.13 R1.12.13 R1.12.13 R2.1.7

販売場着 R1.10.21 R1.12.18 R1.12.28 R1.12.28 R2.1.10

輸送日数 6日 15日 12日 15日 10日

台湾における通関日数 27日 44日 29日 8日 33日

輸送・通関日数合計 33日 59日 41日 23日 43日
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３．海外輸出の実証実験

・通常は1週間～10日で完了するが、問題が
生じた場合は1ヶ月程度かかることがある
・第1弾と第3弾は、荷主からの情報（栄養成
分値や製造所固有記号等）に誤りがあり、
通関再審となり時間を要した
・第2弾は、食品と器具のセット商品において
セットでの輸入申告ができず、インボイスや
パッキングリストの訂正、産地証明書の再
発行に日数を要した。また、IP証明書（遺伝
子組替商品ではない証明書）の提出を求
められ、EMSでの提出に日数を要した
・第5弾は、年末年始の混雑時にかかり日数
を要した

■台湾での輸入通関の状況

No. 書類 発行者 備考 

1 商品規格書および企業

情報 
輸出者 第 2 章 図 2.1.5(8)～(9)における企業情報

および商品規格書の内容 
2 インボイス 輸出者  
3 パッキングリスト 輸出者  
4 原産地証明書 札幌商工会議所  
5 植物検疫証明書 植物防疫所 農産食品 
6 衛生証明書 北海道厚生局 貝類 
7 製造証明書 輸出者 全商品分 
8 トランス脂肪酸説明書 輸出者 トランス脂肪酸を含む商品のみ 
9 商品成分証明書 製造者 指摘のあった商品のみ。成分比率や構成成

分の証明 
10 IPハンドリング証明書 製造者 非遺伝子組換えの原材料を使用している

ことの証明 
11 完全水素化証明書 製造者 商品に含まれるトランス脂肪酸において、

部分水素添加油脂を使用していないこと

の証明 
12 その他 製造者 台湾当局の指摘に応じて、製造工程表や栄

養成分分析表、特定成分の分析表など 

台湾での輸入通関における提出書類

台湾における通関日数

■通関における指摘事項
・輸出した63品目のうち、半数以上で何らか
の指摘を受けた

・なかでも「原材料の詳細」に関する指摘が
最も多く、「加工澱粉」、「食用油脂」、「アミ
ノ酸」、「乳化剤」の由来成分について複数
の商品でたびたび指摘された

・本実験のような少量多品種の輸入には、
台湾当局の審査が厳しくなる傾向があった

第1弾貨物 第2弾貨物 第3弾貨物 第4弾貨物 第5弾貨物

貨物

コンテナ種類
（温度帯）

20FTコンテナ
（冷蔵－3℃）

小口混載
（常温）

小口混載
（冷凍－18℃）

小口混載
（常温）

小口混載
（冷凍－18℃）

品目数 10 21 11 17 4

発着

苫小牧港 出港 R1.9.13 R1.10.15 R1.11.2 R1.11.20 R1.11.25

基隆港 着港 R1.9.19 R1.10.30 R1.11.14 R1.12.5 R1.12.5

通関１ 完了 R1.9.25 R1.11.12 R1.11.18 R1.12.9 R1.12.12

通関２ 完了 R1.10.16 R1.12.13 R1.12.13 R1.12.13 R2.1.7

販売場着 R1.10.21 R1.12.18 R1.12.28 R1.12.28 R2.1.10

台湾における通関日数 27日 44日 29日 8日 33日
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３．海外輸出の実証実験

・実験を行った第1弾～第5弾の各商品について、海上輸送費、通関費用、保管料などを
含めた総輸送費を算出し、輸送形態ごとに1kgあたりの輸送費に換算した
・この結果、FCL（冷蔵）は約160円/kg、LCL（常温便）が約1,600円/kg、LCL（冷凍便）が約
3,300円/kgであった

■輸出にかかる費用

輸送形態 輸送No. 総重量(kg) 総容積(㎥) 輸送費(円)
1kgあたりの
輸送費(円)

冷蔵フルコンテナ 第1弾 3,712.5 8.755 599,501 161

常温混載 第2弾・第4弾 248.2 1.294 405,047 1,632

冷凍混載 第3弾・第5弾 134.4 0.506 448,213 3,336

輸送形態ごとの輸送費

2.438 (2.352)m

2.
59

1 
(2

.3
86

)m

＜20ft Dryコンテナの場合＞
・内容量：33.1㎥
・最大積荷重量：21,780kg
・床面積：13.874㎡（畳8.5枚分）

※（）書きは内寸

【参考】
20ftコンテナのサイズ
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３．海外輸出の実証実験

■商品の販売
販売場所；
・台中市 麗宝（リーパオ）アウトレットモール内

「北海道新発見ファクトリー」（道産品アンテナ
ショップ）

販売期間；
・2019年11月15日～2020年2月15日

■販売商品数

台湾では営業税5％がかかるため、荷主の
最終希望販売価格に5％を乗じた金額を台湾
元に換算し、端数調整等を行い現地販売価格
を設定した。

全63品目（3,439個）

■価格設定方法

現地販売価格（元）＝荷主希望価格（円）
×営業税1.05
×為替レート（元/円）＋α

ここで、αは端数調整や現地の相場感覚を加味した金額（元）

リーパオ外観

販売場所の位置図

販売店舗外観

【麗宝アウトレットモール】
2017年1月15日にオープンした台湾中部で最大のアウトレット
モール。台湾で人気のある「北海道」の発信に力を入れている。
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３．海外輸出の実証実験

・麗宝運営者と連携し、館内モニターで北海
道をPR
・店舗内で北海道の食と観光を同時にPR（観
光映像放映、ポスター・パンフレット掲示）
・商品ポップの作成、商談スペースの設置

■販売促進の工夫 ■販売状況

店内設営 パンフレット 商品ポップ

■商品の販売結果

・店舗での一般消費者への平均販売率（販売
数量に対する売上個数）は33.9％
・台湾の卸会社や日系企業による商品の一括
購入あり（酒類、菓子など）

・販売期間終了までの間で売り切る観点から、
値引き価格でバイヤーに一括販売も実施
・販売期間中における売上合計額は約200万
円を計上した
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３．海外輸出の実証実験

・来店客（一般消費者）にアンケートを実施した
・商品購入の決め手となった理由は「味」、「珍しさ」、「包装」が多かった
・一方、購入はしていないが、気になった商品と購入に至らなかった理由は「価格」であった

■一般消費者の反応

農産食品, 3, 2.2% 農産加工食品, 
8, 5.8%

水産加工食品, 
10, 7.3%

畜産加工食品, 
23, 16.8%

菓子, 29, 21.2%

その他食料品, 
44, 32.1%

飲料, 14, 
10.2%

飲料(酒), 6, 4.4%購入商品
の分類

回答数
137
(件)

90

37

11 6

46

0
20
40
60
80

100

(件) 購入の決め手

農産加工食品, 
11, 23.9%

水産加工食品, 
4, 8.7%

畜産加工食品, 
3, 6.5%

菓子, 10, 21.7%

その他食料品, 
10, 21.7%

飲料, 5, 10.9%

飲料(酒), 3, 6.5%気になった商品の
分類

回答数
46

(件)

8
4 3

34

2 1
0

10

20

30

40

(件) 購入に至らなかった理由

一般消費者アンケートの回答結果の例
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３．海外輸出の実証実験

■バイヤーとの商談結果

・道産品輸出チャンネルの商品カタログや、テスト販売商品サンプルを用いて商談を実施した
・商談では、取引を希望する商品が挙げられており、実際にサンプルを見てもらった効果が大きい
・今後、購入したい道産食品としては、水産加工品、農産加工品、乳製品、菓子類が挙げられた

良かった点

・情報がまとまっていて見やすい(カテゴリーになっていればなお良い)
・簡単に情報を得られるのは良い
・タブレットで情報を見ることができる点
・データで情報を見ることができる(lineのようなものが良いと思う)

悪かった点
・情報が見づらい
・原料がない
・商談に必要な情報が得られない（港着値がほしい）

商品カタログを用いての商談について

良かった点
・品ぞろえが豊富で一度にたくさんの商品を吟味できる
・十分な商品陳列スペースがある

悪かった点 ・欲しい商品がなかった。

北海道アンテナショップでの商談について

分類 回答数 具体例
野菜 0 －
果物 0 －
乳製品 1 ヨーグルト、牛乳
菓子類 1 安価なもの
農産加工品 2 とうもろこし、かぼちゃ、玉ねぎ等
水産加工品 4 ほっけ(2)、きんき、北海道特有のもの、ほたて(安いもの)
その他 2 健康食品と日本的なもの、バラの花

商談への評価

購入したい道産食品

テスト販売商品の中で取引を希望する商品
商品 決め手となった理由

希望商品
単価(円)

実験販売
価格(円)

希望数量
継続購入
の意思

1
じゃがいもと
かにの惣菜

品質(台湾のいもは甘くない)
台湾人の需要に合う

900 972
1ケース
(30袋入)

売れ行き次第

2
じゃがいもと
かぼちゃの惣菜

品質(台湾のいもは甘くない)
台湾人の需要に合う

180 900
1ケース
(30袋入)

売れ行き次第

3 抹茶セット
品質、パッケージ
台湾人の需要に合う

1,800 3,030 30個 －

4 黒にんにく
品質、台湾人の需要に合う
健康食品は良い

1,260 1,800 30個 －

5 にしん（刺身） 価格、数量 828 828 20個 －

6 冷凍ほたて 品質 4,320 5,760
1ケース

(1ケース10kg入)
－

7
紅茶
（ラベンダー入り）

台湾人の需要に合う 360～450 684
10ケース

(1ケース15箱入)
売れ行き次第

8 じゃがバタ― 台湾人の需要に合う 180 252
10ケース

(1ケース60個入)
売れ行き次第

9
ふりかけ
（わさび入り）

パッケージ
台湾人の需要に合う

180 252
5ケース

(1ケース60個入)
売れ行き次第

10
ふりかけ
（鮭・こんぶ入り）

パッケージ
台湾人の需要に合う

180 252
5ケース

(1ケース60個入)
売れ行き次第

11 いかめし 台湾人の需要に合う 612 936
10ケース

(1ケース16個入)
売れ行き次第

12 長いも 品質、台湾人の需要に合う 3,600 4,194
200ケース～

(1ケース10kg入)
－
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４．調査結果のとりまとめ

項 目 課 題 対応案

手軽な商品登録

・商品登録は「商品登録シート」をとおして事業者に提
供していただいた情報をサイト管理者においてシステ
ムに登録しているため、訂正や追加事項があるとた
びたびサイト管理者・事業者間での協議が生じた。

・登録手続きの煩雑さ解消のために事業者各々が自由
に商品情報を登録し、更新・削除などを行えるシステ
ムが望ましい。

バイヤーが求める
商品カタログの提
供

・台湾における商談においては、日本語がわかるスタッ
フが対応したため、サイト上の言語は日本語のみで
あった。
・本サイトにおいて、商品情報は一覧として表示されて
おり、利用者にとって特定商品を探しにくいことが課
題であった。
・事業者が提供した情報を基にシステムに反映させて
いたが、事業者ごとに表記基準が異なっており統一
性がない。

・台湾のみならず、各国を対象とする場合、多言語対応
は必須である。
・検索機能、フィルター機能などをシステムに組み込んで
目当ての商品を検索できるようにする。
・輸入バイヤーが特に関心がある原材料表示について
は表示方法に一定のルール（原産地表示を必須とす
るなど）をシステム上で設ける必要がある。
・バイヤーヒアリングにより、現在の表示に加え「港着値
（商品が買い主の指定する港に到着するまでに要する
費用）」の記載が必要である。

継続的なアクセス
（利用者）の確保

・実証実験の商品募集においてはサイトへのアクセス
数が多かったが、募集締め切り後の利用が少なかっ
た。

・定期的な商談会や輸出に関するワークショップの開催
等利用者のメリットとなる取組を実施する必要がある。

道内事業者へのサ
イト認知度の向上

・バイヤーとの商談において、商品ラインナップが少な
いとの指摘があり、登録商品の確保が求められる。
そのため、商品を登録いただく道内事業者に対して
サイト認知度を向上させることが課題である。

・サイトの周知として、荷主となりうる事業者とつながりが
深い関係機関よりメールマガジンやHPへの掲載などを
依頼し実施したが、一過性の取組ではなく継続的に実
施することが必要である。

海外における商品
カタログの認知度
向上

・海外において商品カタログの認知度がない

・海外バイヤー向けに商品カタログを周知するための広
報戦略が必要である。台湾においては日本よりもSNS
（特にFacebook）が発達しており、認知度の高いブロ
ガーに記事を投稿してもらう等のアプローチが必要と
なる。

■サイトの運用－今後の商業利用の可能性－
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４．調査結果のとりまとめ

■台湾への輸出

(1) 事務手続きの簡素化 (2) 混載利用による物流コストの低減

・本実験では63商品を5回に分けて輸出
・小量多品種の輸入通関では審査が厳しく、
台湾当局から85件の指摘があり、現地海
貨業者との間で約400回のやりとりを実施

手続きの簡素化を図るために；

・申告時に、今回の実証実験を含め、これま
での通関ノウハウを活かした適切な情報の
提出

・台湾の輸入規制の内容変化に対応した、
最新情報のアップデート

・これら必要な情報をサイトのシステム上に
組み込むなど、データベースとしての蓄積

・LCLは、コンテナ1本に満たない貨物でも、その
大きさ分の料金で輸送できるサービス
・料金設定は最小単位を1m3として単価を設定。
このため1m3に満たない場合は輸送単価が高
くなる

物流コストの低減を図るために；

・通常の貿易では輸入者が取引したい貨物量を
指定（LCLの最小単位に合わせた貨物量）
・今回の実験は、輸出チャレンジの要素もあり、
輸出者側で貨物量を決めているため、必ずし
も最小単位に満たなかった（＝高い輸送単価：
左下表参照）

・大口貨物のない荷主にとっては、小ロットでも
FCLに比較して低コストで輸送できるLCLを活用
し、継続的な取引を創出していくことが重要輸送形態 輸送No. 総重量(kg) 総容積(㎥) 輸送費(円)

1kgあたりの
輸送費(円)

冷蔵フルコンテナ 第1弾 3,712.5 8.755 599,501 161

常温混載 第2弾・第4弾 248.2 1.294 405,047 1,632

冷凍混載 第3弾・第5弾 134.4 0.506 448,213 3,336

輸送形態ごとの輸送費（再掲）
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４．調査結果のとりまとめ

■台湾における販売

(1) 道産食品に対する嗜好（または需要） (2) 現地消費者やバイヤーの相場感覚

・テスト販売で人気のあった商品は、北海道
の乳製品を使用したアイスなど、既に認知
度の高い商品

・また、需要のある商品（購入したい商品）は、
乳製品や果物（メロン、リンゴ）など

一般消費者

バイヤー

・台湾人の需要を重視しており、北海道特有
の水産物や青果物、健康食品などの要望
あり

・例えば今回テスト販売した黒にんにくは、
健康志向の台湾人には人気が出るとの高
評価。ただし、認知度が低いため、食べ方
や効能をPRし、その価値を消費者に理解し
てもらう必要がある

・商品の購入には至らなかったが気になった
商品について、その理由としては価格が
ネックであったとの回答が多数

・消費者としての購入価格帯としては、今回
のテスト販売価格の4割引き程度が求めら
れている

一般消費者

バイヤー

・今回のテスト販売商品の中で取引を希望し
たい商品としては、「黒にんにく」、「紅茶（ラ
ベンダー入り）」、「じゃがバター」などが挙
げられた。

・それら取引希望商品の価格帯としては、今
回のテスト販売価格の3割引き程度が求め
られている


