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平成30年度
北海道産品の輸出促進に向けた検討業務

報告書（概要版）

平成31年3月

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

1．計画準備

6．報告書の作成

成果納品

照査・

着手時打合せ

4．資料収集整理

・輸出障害事例等の収集・分析

5．全体検討会の実施

・輸出上の課題に関する情報共有等

照査・

中間打合せ

照査・

報告時打合せ

3．発送情報ネットワークの
構築に向けた検討

(1)小口混載サービスの動向・荷

主の貨物動向の情報収集

(2)ネットワークの構築に向けた

方策及び体制の検討

(3)発送情報ネットワークの

イメージ資料作成

2．実証実験の実施と実験結果の
整理・分析

(1)実験全体の企画

(3)商品の改良

(4)商品の輸出

(5)商品の
販売

(6)商品販売の
管理

(7)実験結果の整理・分析

(2)説明会の開催による商品の募集

輸出対象
商品の協議

改良内容
の協議

(8)広報資料
作成

■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(H32)として来道外国人旅行者数500 万人、
道産食品輸出額1,500億円を掲げている。

●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
検討する業務である。

海外輸出実験場所 説明会の開催場所
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-1実験全体の企画

販売結果の整理お
よびアンケート調査
の整理を行った。

道内6カ所において説明

会を実施し、実証実験参
加者を募集。

応募があった商品の中か
ら対象商品を選定した。

商品の募集・選定
（6月～8月）

商品の募集・選定
（6月～8月）

選定された商品につ
いて、海外販売先の
ニーズに合わせて改
良を実施した。

商品の改良
（8月～11月）
商品の改良
（8月～11月）

韓国・台湾において商
品を販売し改良商品・
従来商品の比較調査
を実施した。

商品の販売
（1月上旬～2月上旬）

商品の販売
（1月上旬～2月上旬）

結果の整理
（2月上旬～3月上旬）

結果の整理
（2月上旬～3月上旬）

韓国・台湾に向けて商品
を輸出。

輸出にかかる日数や通関
手続き等について情報を
収集した。

商品の輸出
（8月～11月上旬）

商品の輸出
（8月～11月上旬）

■2-2（1）.説明会の開催による商品の募集

商品の募集にあたっては、道内６カ所にて説明会を
実施し、実証実験対象商品を募った。説明会の開催に
あたり、広報資料、説明会資料を作成した。

NO 開催日 開催地 会場 
参加 

企業数 

参加 

人数 

1 6/20 (水) 釧路 北海道新聞 釧路支社 会議室 4 7 

2 6/25 (月) 稚内 稚内市日ロ友好会館 2 階 会議室 6 6 

3 6/26 (火) 旭川 北海道新聞旭川支社 会議室 6 11 

4 6/27 (水) 網走 オホーツク ・文化交流センタ ー3 階研修室 B 7 13 

5 7/4 (水) 函館 北海道新聞函館支社 会議室 7 8 

6 7/6 (金) 札幌 北海道新聞社 会議室 26 30 

合計 56 75 

 

実験にあたり、商品の募集・選定、商品の改良、商品の輸出、商品の販売、結果の整理を企画した。

■2-2（2）.商品の募集
●募集方法

説明会においては本実証実験の趣旨及び内容について説明
の上、商品の募集を行った。

●募集商品

道産食品（北海道内所在の荷主が製造もしくは販売している
もの）
＜実証実験参加条件＞

①海上小口混載輸送する下記のいずれかの商品を提供できる
こと
A 改良を実施しない従来の道産食品
B 改良を実施して、改良前後の比較販売のできる道産食品

②提供した商品の販売データ収集を了承すること
③提供した商品の輸出入に関わるデータ収集を了承すること
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-3（1）.商品の改良

「かにみそ」、「アップルケーキ」、「フリーズドライ牛乳」を選定した。
改良内容は各商品で異なるが、パッケージ、価格・内容量、賞味期限のいずれかとした。

改良ポイント
《3商品共通》

◆直観的にわかりやすく、心理負担が少なく理解できること

◆北海道はブランド力があるため、北海道の地図や名称を大きく表示すること
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-4(1).輸出可否調査
韓国には小口混載輸送、台湾にはリーファーコンテナ(20FT)で輸送した。
実験対象商品においては輸出診断により各国へ輸出できないものがあった。

輸送
手段

比較販売実証実験対象商品
その他の商品

かにみそ アップルケーキ FD牛乳

韓
国

海上輸送
(LCL)

輸出：〇 輸出：× 輸出：△

―

2次原材料の配合率を求め

られたが、情報提示が困難
であったため。
※2次原材料製造者に配合

率を提供してもらう必要が
あるが、企業情報である
ため開示できなかった。

対韓国輸出畜産加工品を
取扱う場合、所管の保健所
等に申請し、「対韓国輸出
畜産加工品取扱施設」の事
前登録が必要となるため、
期間中の登録ができなかっ
たため。

台
湾

海上輸送

リーファーコ
ンテナ
(20FT)

輸出：△ 輸出：× 輸出：〇
【その他混載品】
・馬鈴薯加工品：1,800個
・とうもろこし加工品：300個
・かぼちゃ：100kg
・ながいも：30kg
・ビール(350ml)：1,200本
・ビール(500ml)：1,200本
・清涼飲料水(250ml)：150
本

・2次原材料に含まれるある

成分が検査官により輸入
不可とみなされる可能性
があったため、海上輸送
ではなく航空輸送とした。

・航空輸送では別の成分に
ついての検査証明が必要
となったため、期間内に
は通関が通らなかった。

2次原材料に含まれる成分

が台湾において輸入不可で
あったため。

※輸出可能であったものを「〇」、輸出不可であったものを「×」と表記している。「△」の記載は、実施期間の関係から当実験においては輸出ができないと判断したもの。
なお実験において輸出できなかったものについては、EMS（簡易通関）により輸送し、現地で試食調査を実施している。
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-4(2).輸送状況

項目 韓国 台湾

バンニング 苫小牧港CFSにて実施 12/4(札幌市内倉庫)

貨物量 2品目,85kg,0.25㎥ 8品目,1.5t,3.6㎥

出発 12/21(苫小牧) 12/5(苫小牧)

積替え ― 12/12-14(横浜)

到着 12/24(釜山) 12/19(台北)

通関 到着～1/11 到着～12/26

販売会場着 1/11(富川市) 1/28(台中市)

●韓国
苫小牧から釜山へのダイレクト輸送。輸送日数は3日、

通関完了までの日数は13日。計16日。

●台湾
苫小牧から京浜経由で台北へ輸送。 輸送日数は14

日、通関完了までの日数は7日。計21日。

■2-4(3).輸送費用

●韓国
LCLで輸送した費用は約195千円
22,950円/kg、800千円/㎥換算

●台湾
FCLで輸送した費用は約764千円

510円/kg、212千円/㎥換算となる。

倉庫

10.0%
通関

6.4%

港湾諸費用

1.3%

輸送

2.0%
保険

1.8%

倉庫

3.2%

通関

7.6%

諸税

67.8%

輸出港, 30千, 17.8%

海上輸送費, 6千, 
3.6%

輸入港, 133千, 78.7%

輸送費(韓国)内訳

輸送費
(韓国)

約195千円

倉庫

3.4%
通関

1.4%
港湾諸費用

5.9%

輸送

27.0%

保険

0.4%

倉庫

12.9%
通関

5.7%

諸税

33.2%

港湾諸

費用

10.0%

輸出港, 82千, 
10.7%

海上輸送費, 209

千, 27.4%

輸入港, 473千, 
61.9%

輸送費(台湾)の内訳

輸送費
(台湾)

約764千円
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-5（1）商品の販売期間・販売場所の設定
●韓国

販売期間：2019.1.11(金)～1.17(木)
販売場所：富川市ロッテ百貨店(中洞店) 食品売り場

●台湾
販売期間：2019.1.29(火)～2.4(月)
販売場所：台中市麗宝アウトレットモール内「北海

道新発見ファクトリー」

■2-5（2）商品の販売価格・販売方法

商品

かにみそ アップルケーキ FD牛乳

改良品 従来品 改良品 従来品 改良品 従来品

内容量 60g 75g 1個 1個
20g×3包

(130ml)×3杯
60g

(390ml)
海外販売価格 615円 891円 3,369円 3,369円 1,782円 1,782円

●海外での販売価格はメーカーや輸入バイヤーへのヒアリングを基に下記の通り設定した。
●実際に販売した商品は、韓国：かにみそ、台湾：フリーズドライ牛乳 である。
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-5（3）アンケート調査

試食販売に合わせてアンケート調査を実施するため、
調査票を作成した。作成にあたっては、回答者の利便
性を考慮し紙媒体、WEB媒体の2通りとした

設問項目は以下のとおり
◆属性
性別、年齢層、道産食品の購入経験、世帯収入
◆商品について
改良品・従来品の比較、改良品の価格
◆その他
道産食品購入において重視する事項

■2-5（4）広報資料作成

試食販売に合わせて韓国語・中国語の広報資料を
作成した。

アンケート調査票

ポスター（台湾・繁体字版）

輸出促進の取組紹介ポップ

商品ポップ（日本語版）
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-5（5）販売調査の実施

●韓国
・1/11(金)～17(木)、富川市内ロッテ百貨店中洞店において比較販売調査を実施した。
・韓国ではかにみその試食販売、およびアップルケーキ・フリーズドライ牛乳の試食を実施した。
・かにみそについては「海苔巻きにしたらおいしいと思う」「カニ好きな人には高評価」等の意見があった。

●台湾
・1/29(火)～2/4(月)、台中市内麗宝アウトレットモール、北海道新発見ファクトリーで比較販売調査を実施した。
・調査においてはフリーズドライ牛乳の試飲販売、およびアップルケーキ・かにみその試食を実施

・試食の感想としてはどの商品に対しても概ね好感触であった。フリーズドライ牛乳については「濃厚でおいしい」「子
どもに飲ませたい」等の感想があがった。

試食状況 アンケート状況陳列状況 販売状況

試食状況 アンケート状況陳列状況 販売状況
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２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-6（1）実証実験のまとめ

①改良商品の価格設定
・かにみそ：妥当。
・アップルケーキ、フリーズドライ牛乳：高い。購買意欲につなげるには、設定価格の2割～5割程価格を下げる必要がある。

(1) 改良による販売促進効果

②改良効果
・パッケージ：あり。直観的にわかる(日本、北海道、食品内容)、明る
め(派手目)のものが印象が良い。

・価格・内容量：あり。内容量が少なくても価格が低い方が印象が良い。
・賞味期限：あり。生菓子においても賞味期限が長い方が印象が良い。

③道産食品販売のポイント
・韓国・台湾ともに「安心・安全」「味の良さ」「健康によいこと」を重視し
ている。

・韓国においては価格の妥当性も重視されている。
・台湾では北海道ブランドであることが重視される傾向にある。



11

２．実証実験の実施と実験結果の整理・分析

■2-6（1）実証実験のまとめ

(2) 輸出手続きの簡素化について

①事前の輸出可否調査の実施による効率化

韓国における港到着～通関完了までの日数は13日、台湾においては7日。

通関が比較的円滑に進んだ理由としては、事前に輸出国側輸入管理当局に貨物情報の照会を行い、輸出可否調査を実施していたためと考えられる。

②混載（合積み）輸送による輸出手続きの効率化

A 社

FCL 輸送

A A A A

代表荷主

FCL 合積み輸送

A B C D

【特徴】
・貨物が多ければ輸送コストが下がる
・輸出知識・ノウハウが必要

【特徴】
・小口貨物でも輸出ができる
・貨物量が少ない場合、FCLで輸送するよりはコストが抑えられ、輸出にトライしやすい。
・輸出知識・ノウハウが必要

【特徴】
・小口貨物でも輸出ができる
・小口の貨物が集まれば、ベースカーゴを持つ代表荷主の輸送コストが下がる。
・合積みする荷主は、輸出に不慣れでも代表荷主が主な手続きをすることで負担が減る

混載業者
LCL 輸送

A B C D

FCL輸送や既存LCL輸送サービスを利用して輸出する場合、輸出に関する知識やノウハウは必要であるが、実証実験において輸送した合積み方法で
は、主に代表荷主手続きを行うため、合積み荷主の負担は減少している。

③実証実験における輸出課題

事前の輸出可否調査が円滑な現地輸入通関の効率化につながってはいるが、実証実験では輸出可否調査に3か月強の期間を要しており、このスケ
ジュールの変更が輸出の実施や販売実施時期に影響を与えたこととなる。

これは、最初に提出した輸出商品情報（主に食品の栄養成分）において不足があったためであるが、仕向国ごとに輸入規制成分等が設定されており、
膨大な情報の中から該当情報を入手することが非常に困難であるため、輸出にトライしてみて結果を得るしかないのが現状となっている。

このため、まずは北海道産品の輸出が多い国について、輸入規制成分等をデータベース化し、一般に公表されれば自社での情報入手が可能となり、
より輸出手続きが効率化されると思われる。
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３．発送情報ネットワークの構築に向けた検討

■発送情報ネットワーク（案）の作成

コンテナカレン

ダーを参照し、発

送スケジュールを

チェック

＜コンテナカレンダーのスキームイメージ＞

・小口貨物でも輸出しやすい環境を創出するために安定的な輸
送を確保するシステム（以下、コンテナカレンダー）を検討した。

・コンテナカレンダーとは「混載を希望するサプライヤー（小口貨
物の荷主）がすでに発送が決まっているシッパー（荷送人）のコ
ンテナの空き状況を一覧し、１つのコンテナによる混載をマッチ
ングする仕組み」

・そのスキームを解説すると以下のとおり。

①定期的な混載便を実現するため、商品輸出を希望する荷主の発送希望
日及び海外の到着希望日について情報を収集する。

②自身で輸出手段を持つシッパー(荷送人)が空きコンテナ情報を掲載し、
輸出手段を持たずに混載を希望するサプライヤー(小口荷送人や新規
輸出者)がコンテナ情報を閲覧する。

③両者のニーズをマッチングすることにより、相対的な物流コストの低減を
企図する。
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３．発送情報ネットワークの構築に向けた検討

■ヒアリング調査
項目 改善点や対応策

スキーム
全般

1）小口貨物の集荷システムとして
・LCL輸送において特にリーファー貨物は、輸送のタイミングを合わせることが難し

いため、Web等で利用者を募る取組みは有意である。ただし、次項以降に示す
点を詰めていく必要がある

2）利用者対象範囲

・システムを広く一般にオープン化することが望ましいが、試験的にクローズな状
態（登録制などの導入）で運用していくことも検討する

3）サイトでの提示・入力情報

・シッパー側の提示情報：輸出先、出発日、到着日、コンテナ船社、温度帯、バン
ニング場所（CFSカット）、デバンニング場所、

・サプライヤー側の入力情報：温度帯、商品名、荷姿
・運営側の提示情報：輸送料金、その他諸経費

シッパー 1）シッパーとしての条件
・ベースカーゴを持ち、輸出頻度の多い（毎週、月1回など）ことが理想
・システムを継続的に運用するには10社程度は必要
・シッパーは会社名や貨物情報を公表したがらないことに注意が必要
2）システム運用上の留意点
・通関でのトラブルがないよう注意して混載貨物を受け入れる

サプライ
ヤー

1）サプライヤーとしての条件

・輸出経験の有無にかかわらず輸出希望者を対象とするが、受け入れられない
貨物（臭い移りなど）があることを承諾できること

・輸出手続きに必要な情報を提示できること（輸出先、到着希望日、商品、数量、
価格等）

サポート
センター

1）マニュアルやガイドラインの作成

・複数荷主の貨物が混載されるため、梱包方法、積み方、混載できない貨物（臭
い移りするもの）などを設定したマニュアル等を作成する

・特に、コンテナ内の貨物に破損や通関でのトラブルが生じた際に、責任は誰に
あるのか、その所在を明確にしておく必要がある

2）マッチング後のフォローアップ

・シッパーとサプライヤーのマッチングを行った後、輸送をシッパーに委ねるのか、
サポートセンターがどこまでフォローアップするのか役割分担を検討する

・特に不慣れなサプライヤーの場合は、シッパーの負担が大きくなるため、サ
ポートセンターがバックアップできる体制が必要

＜コンテナカレンダーの運用にあたっての改善点や対応策＞

シッパーや関係者へのヒアリングを行い、コ
ンテナカレンダーのシステムの運用方法やメ
ニュー等を検討するための情報を収集した。

■調査対象

・輸出実績のある荷主やコンテナ物流事業者
等を対象に実施した。

■ヒアリング結果

・各社の意見を踏まえ、コンテナカレンダーの
運用にあたっての改善点や対応策を右表の
とおり整理した。
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３．発送情報ネットワークの構築に向けた検討

■今後の課題

コンテナカレンダーを運用（または試験運用）することを考えた場合に、今後、対応が必要となる事項について
以下に示す。

(1)情報サイトの設計
・コンテナカレンダーの情報サイトは、利用者（シッパーやサプライ
ヤー）を広く募集できるようWebサイトやアプリ等の活用を想定し
ているが、必要な情報を適切に提示・入力するための設計が必
要である。

・また運用にあたり、どのようなプラットホームを使用するか、シス
テム管理者の設定、情報のセキュリティ対策など、周辺環境の
整備も必要である。

(2)シッパー及びサプライヤーの募集
・コンテナカレンダーを運用する際、まずはベースカーゴを有する
シッパーが必要になる。システムの最終形では不特定多数の
シッパーについて情報サイトを通じて募集することになるが、試
験運用の段階ではシッパーとなり得る企業に声掛けして協力し
てもらうなど、運用にあたっての手はずを整えることが優先事項
となろう。

・サプライヤーについても情報サイトを通じての募集となるが、輸
出経験のあり／なしではサポートセンターの対応が異なってくる
ため、経験の有無の確認は必要である。

・また、情報サイトを通じて募集する際には、その情報サイトを広く
周知するための工夫も必要である。

(3)料金の設定
・小口貨物の輸送を希望するサプライヤーに対して、混載による
輸送料金を明示することが必要である。そのため、FCLの輸送
料金を参考に、小口貨物1パレット（1㎥または1,000㎏）あたりの
輸送料金を設定しておく必要がある。

・また、輸送の伴う諸経費（CFSチャージ、DOCフィーなど）の設定
も必要である。

(4)利用マニュアルの作成
・コンテナカレンダーの運用にあたり、ヒアリングで最も重要視さ
れたのはトラブル回避のための利用マニュアルの作成である。

・マニュアルの作成にあたっては、利用者（シッパー、サプライ
ヤー）が双方合意の下で輸送できるよう、以下のような内容を盛
り込むことが必要と考えられる。

コンテナカレンダーの目的
システムの説明（入力方法、マッチング方法、結果の通知など）
輸送上の留意点（梱包方法、積み方、混載不能貨物など）
サポートセンターの役割
トラブル発生の際の責任 など
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４．資料収集整理

■輸出現状及び課題（障害となっている事項）

項目 現状 課題（障害となっている事項）

日本における輸
出の現状・課題

・2018年（速報値）は過去最高の9,068億円を記録
であり増加傾向

・農産物が5,661億円（62％）で最も多く、次に水産
物の3,031億円（33％）、林産物の376億円（4%）

・「現地や日本の制度情報やその運用について」、「海外ビジネスを担う人材
について」、「価格競争力について」

・中国、台湾、韓国いずれも「原発事故関連の規制により、輸出が困難」であ
ることが最も多く挙げられている。

北海道における
輸 出の 現状 ・課
題

・平成27年（2015年）に773億円と過去最高額を記
録しており増加傾向

・北海道からの輸出額の約８割が水産物・水産加工
品であり、主なものとしては、ホタテガイ、サケ、ナ
マコ、スケトウダラなどである。

輸出に取組む生産者の拡大、輸出向け作物の生産、ハラールへの対応、安
定供給、現地ニーズへの対応、物流コストの低減、鮮度保持技術の確立、
コールドチェーンの整備、道内港の活用促進、人材の不足、商流の構築、輸
出規制等への対応、輸出手続き、海外バイヤーとの商談のノウハウの向上、
道産農畜産物の食べ方の普及、価格差を凌駕するブランド力の向上・差別化

北海道の輸出に
おける事故事例

－ 輸送事故のリスクへの対応

韓国における輸
出の現状・障害と
なっている事項

・韓国は、日本の農林水産物・食品の輸出先第５位
・日本と気候が近く、生産している農林水産物が競

合するため、動植物検疫や関税のハードルが高く、
輸出品目は加工食品などが多い

・ヒノキが人気で、木材輸出が急増
・水産物は、放射性物質規制の影響もあり伸びが

弱い

・ホタテ：ニーズは強いが、国際商材でもあり、価格動向により輸出量は変動、
生産に時間がかかるため、供給に制約

・タイ：輸送中の鮮度維持、活魚の場合は、動物衛生の関係で輸出に日数を
要する

・すけとうだら：資源量の減少に伴う供給の制約
・水産物、ホヤ：放射性物質規制への対応
・牛肉、鶏肉：輸入禁止の解除

台湾における輸
出の現状と障害
となっている事項

・台湾は、日本の農林水産物・食品の輸出先第３位。
・農産物の輸出の割合が高い一方で、台湾は漁業

が盛んなこともあり、水産物の輸出の割合が低い。
・農産品では、りんごやながいもなど、特定の青果

物の輸出量が大きい。

・りんご：富裕層だけでなく中間層の需要開拓、若い世代の果物離れ、他国産
との差別化、残留農薬基準への対応

・ホタテ：ニーズは強いが、国際商材でもあり、価格変動による輸出量の変動、
生産に時間がかかるため、供給に制約

・ながいも：中国産の品質向上による競合の可能性、薬膳料理だけでなく、と
ろろ料理など日本料理の食材としての普及

・水産物：天然ものは安定的な供給が課題
・牛乳・乳製品：小売・外食向け販路の拡大。輸送中の品質保持。賞味期限

の延長
・木材：安定供給、丸太中心から製品輸出へのシフト

「農林水産業の輸出力強化戦略」（政策会議）、「農林水産省HP」、「貿易統計」、「北海道の農畜産物の輸出に関す
る現状と課題」、「輸出検討促進員会」、等の資料を収集し、現状及び課題（障害となっている事項）を整理した。
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４．資料収集整理

(S)強み (W)弱み
・日本の農水産品の輸出額は9,068億円（過去最高：

2018年速報値）を記録しており増加傾向
・北海道の農水産品の輸出額は773億円（過去最高：

2015年）を記録しており概ね増加傾向
・北海道からの輸出額の約８割が水産物・水産加工品
・日本から韓国向けの木材輸出の急増

・日本から台湾向けの輸出は水産品に比べ農産物の
輸出の割合が高い

・日本から台湾向けの輸出は農産品では、りんごやな
がいもなどの輸出が多い

・現地や日本の制度情報やその運用
・人材不足
・価格競争力
・物流コストの低減
・安定供給
・現地ニーズへの対応
・輸出規制等への対応
・海外バイヤーとの商談のノウハウの向上
・他国産との差別化
・日本料理の食材としての普及
・賞味期限の延長
・ハラールへの対応

(O)機会 (T)脅威
・生産者の拡大
・輸出向け作物の生産
・商流の構築
・輸送中の鮮度維持
・中間層の需要開拓
・道内港の活用促進

・関税のハードル
・輸送事故のリスクへの対応
・価格動向による輸出量の変動
・資源量の減少
・中国産の品質向上による競合

■輸出の現状及び課題（SWOT分析）
課題からキーワードを整理し、「(S)強み」、「(W)弱み」、 「(O)機会」 、「(T)脅威」にわけて、分析した。

輸出促進に向けては、強みを生かしつつ、弱みをフォローする施策の展開が必要である。
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５．全体検討会の実施

項目 主要意見 意見に対する回答

商品の選定に
ついて

説明会を全道各地でやっていながら、水産物の応募が多いと思うが、
何か理由があるのか。

明らかにこれだという答えはないが、農産品と水産品を比べると、水
産品の取扱いの業者のほうが、輸出に向かう上ではフレキシブルに
考えている部分があると思う。

商品の改良に
ついて

商品改良において、商品の選定後に販売先に商品を送って改良ニーズ
を聞いた上でマーケットに対応する商品づくりをしたのか、あるいは台湾
や韓国のニーズを想定して改良したのか、どちらか。

商品の最終選考になった段階で、韓国と台湾の商社に、選定商品
のパッケージの変更点の助言等をいただき、パッケージ製作会社に
情報を共有して改良した。

商品の輸出に
ついて

販売の実証実験を実施したのは、韓国はかにみそ、台湾はフリーズドラ
イ牛乳だけとある。一方で、アンケートの回答欄には、フリーズドライ牛
乳もかにみそもアップルケーキも両国でアンケートはとれたのですね。

アンケートはその場で回答をしてもらえた。

販売調査の実
施について

価格設定について、韓国、台湾ではおまけするのが一般的ということは
わかるので、ある程度の値引きをするのはありなのかもしれませんが、
５日で６割も下げるという販売方法はいかがなものか？

今回は3倍の価格を１回目に設定し、購入者の価値と価格がどこで

一致するのかを見るしかないという助言の中でやった。実商売であ
れば、値段を抑える方法を考えるが、１週間で韓国、台湾の消費者
がどの価格帯だったら買うかというところにたどり着きたいため、値
引をした。

アンケート結
果について

高所得者帯はこの値段を妥当と感じか、それは無関係なのか、細かい
評価はしているのか。整理の仕方、切り口を工夫したほうが良いのでは
ないか。

今回は収入なども全て一括でやっている。今ご意見をいただいたよ
うに、収入等に対する、クロス集計で分析をしたいと思う。

その他 商品の輸出で、輸出日数や通関手続等について情報収集したとありま
す。まとめでそれに関連する記述がない。実験の過程で収集された情
報を分析、評価していただきたい。その際に、韓国、台湾だからという問
題なのか、今回取組まれたことを通じて一般的な課題なのかということ
がわかればなお良いのではないか。

パッケージ、価格の改良点を比較することを最大限の目標としたら、
通関の通りやすいシンガポールと香港である。しかし、ご指摘された
ように、裾野を広げるために、あえて一番難しい台湾と韓国を選んだ。

■主要意見と回答

■検討会実施概要

本業務において実施した海外輸出販売実証実験の結果について報告し、実験結果や今後の輸出促進の取組につ
いて意見を伺うため、関連する行政や経済団体との検討会を実施した。


