食品貿易
当社の国際的な認知度を高めるのに最適な
拠点と言えます。香港で成功をおさめられれ
ば、他の地域でも大丈夫だと思います。
久保田米業（香港）有限公司（株式会社クボタ 香港現地法人）
代表取締役 住中卓史氏

香港：アジアの台所
国際都市・香港はアジアをリードする人気の観光地であり、多様な東洋
料理及び西洋料理の飲食店がひしめきあっていることで有名です。加え
て、美食を楽しむ香港の富裕層、優れたおもてなしの文化、比類のない
交通インフラといった要素が、香港を食品や飲料品のコンセプトを試す
のに最適な都市にしています。

優位性

多くの来訪者のおかげで、香港経済は非常に好調です。2017年、香港
は対前年比3.8%の実質GDP成長率を達成しました。香港への年間来
訪者数は、2018年6,515万人で、
その内、78%が中国本土からの来訪者
でした。740万人の香港住民の可処分所得の増加と来訪者数の増加に
より、高級食品や高級飲料への需要が益々高まっています。

ビジネスチャンス

• バラエティに富んだレストランや各種料理店が高品質の食
品や飲料品の供給を常に要求

• プレミアム化-高品質、
フェアトレード、
自然食品への消費者
の需要増大

• 低率かつシンプルな税制度を持つ世界で最も自由な経済    
（食品並びにアルコール度数30%以下の飲料には輸入税は
かからない）

• 来訪者の増加-世界の国々や中国本土からの来訪者は2023
年までに1億人に増加すると推定されている

• 優れた物流・交通インフラが効率的で低コストの配送を実
現。
• 企業優先の労働法、徹底した知的財産保護、教育水準の高
い多言語を操る労働力

• 国際ブランドをアジア、特に中国本土へ向けて投入するのに
最適な拠点
• スーパーマーケットやレストランなどの食品サービス業者は
新しくより高品質な食品及び飲料を常に探し求めている
• オンラインでの生鮮食品の購入-優れたインターネット環境、
高いスマートフォンの保有率、
そして発達した宅配網に支え
られ、
オンラインでの食品の購入が急増
• 食に対する教育の普及と食の質への意識の高まりによる健
康加工食品への需要が増大

産業概観
販売高（百万香港ドル）

2016

2017

成長率（対前年比）

2018（予想）

18,871

19,936

5.64%

20,668

加工食品 パン

4,104

4,295

4.66%

4,408

3,901

4,028

3.27%

4,080

加工食品 乳製品

5,659

5,920

4.60%

6,059

495

504

1.92%

502

2,682

2,789

3.96%

2,832

加工食品 ベビーフード
加工食品 菓子類

加工食品 果物・野菜

加工食品 肉類・魚介類
加工食品 油脂

924

963

4.28%

984

加工食品全般

48,801

50,945

4.39%

52,125

100

106

5.60%

111

加工即席食事

900

931

3.43%

945

( 加工 ) 有機食品
出典： Euromonitor International January 2018

食品貿易
食品輸入業者・販売業者の登録
食品安全条例（Food Safety Ordinance,Chap.612）の施行により、
食品追跡システムが導入されました。
これにより、食品の流通経路をより
効果的に追跡できるようになり、食品事故発生の際には迅速な対応が
可能になりました。同条例には、食品輸入業者・販売業者の登録制度、
食品の移動の際の記録要件が規定されています。
詳細並びにオンライン登録については、www.foodsafetyord.gov.hk
をご覧ください。

輸入食品規制
公衆衛生および市政条例（The Public Health and Municipal
Services Ordinance, Chap.132）に従い、腐りやすく、取扱いに注意
を要する以下の食品には、法的要求事項や行政上の取り決めが設定さ
れています。
(1)
(2)
(3)
(4)

狩猟した肉、食肉および鶏肉
牛乳および乳飲料
冷凍菓子
海産物

また、以下の食品・物品の取り扱いには各所管機構よりライセンスを取
得する必要があります。
(1)
(2)
(3)

香港で食品の流通販売に携わる
海外企業例
• Aria Food（デンマーク）
• 華潤創業有限公司（中国本土）
• Export Packers（カナダ）
• Ferrarini（イタリア）
• General Mills（アメリカ）
• HKScan (フィンランド)
• 久保田米業（香港）有限公司（日本）
• Lindt & Sprungli (スイス）
• 日本食研（日本）
• 西原商会（日本）
• Sysco（アメリカ）
• The Produce Company（ニュージーランド）
• Unilever（イギリス）

米 (www.tid.gov.hk)
酒類 (www.customs.gov.hk)
タバコ (www.customs.gov.hk)

食品輸入業者は、輸出国と緊密な連携を取りながら、調達する食品が
本国の法律を遵守しているかを確認する義務があります。輸入食品の
衛生基準確保を目的に、輸入業者は、生産国の保健局発行の安全診断
書を食品に添付し、当該食品が食用に供するのにふさわしいことを証
明することを推奨しています。詳細については、
www.cfs.gov.hk/english/import/import_ifc.htmlをご覧下さい。

特定食品のオンライン販売

ウェブサイトやオンラインプラットフォームで販売もしくは売り出される
全ての特定食品は、事前に準備、加工され、認可された販売業者により
供給されなければなりません。
オンライン販売業が営まれている場所で
の特定食品の保管、加工は行ってはならず、行う場合には、食品ビジネ
ス規則（Food Business Regulation）に基づき、特定食品の販売許可
や適切な食品ビジネスラインセンスの取得が求められます。
詳細については、http://www.fehd.gov.hk/english/licensing/
Guide_on_Types_of_Licences_Required.htmlをご覧下さい。

食品表示ラベル
加工食品のラベルには、以下の情報を英語または中国語、
あるいは両
言語で表示する必要があります。
(1) 食品の名称
(2) 原材料の一覧表
(3) 消費期限または賞味期限
(4) 保存上の留意点や使用上の注意
(5) 製造業者または包装業者の社名・氏名および住所
(6) 食品の総数、重量または量

栄養素表示ラベル
低脂肪、低糖分、高食物繊維を謳うすべての食品には、栄養素表示ラベ
ルを添付する必要があります。表示内容には、
エネルギー量と7つの栄
養素（タンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、
トランス脂肪酸、
ナト
リウム、糖）
を表示する必要があります。更に、栄養素表示ラベルには、
表示された栄養素のそれぞれの含有量も記載する必要があります。

登録、
ライセンス供与、
レベル表示要件の詳細の
問い合わせ先：
食品環境衛生署
(Food and Environmental Hygiene
Department Headquarters)
44/F, Queensway Government Offices,
66 Queensway, Hong Kong
Tel: (852) 2868 0000
Fax: (852) 2869 0169
Email: enquiries@fehd.gov.hk
Website: www.fehd.gov.hk

食品貿易

“ 当社の国際的な認知度を高めるのに最適な拠
点とも言えます。香港で成功を納められれば、
他の地域でも大丈夫だと思います。”
久保田米業
（香港）有限公司
代表取締役
住中卓史氏

新潟米を香港で精米

国内農機のトップメーカーである株式会社クボタは、高品質の日本米を好む
中間層および富裕層をターゲットに、香港市場で日本米の販売を始めます。
同社はニーズに柔軟に対応することで、新たな事業を開始し
ます。香港に拠点を開設し、精米したての新鮮な最高品質の
米を、現地の消費者に提供します。精米機メーカーとしても
長い歴史を持つ同社は、香港の人々に新鮮な米を提供するこ
とが、さらなる日本米の海外での需要拡大に向けた、新たな
一歩になると信じています。
「当社は、香港以外にも多くの候補地を進出先として検討し
ましたが、フィージビリティー調査の結果、香港が海外拠点
として最適であると判断しました。香港は、米の輸入規制が
少なく、広大な中国本土市場に隣接しているという好条件に
加え、日本食が広く浸透してします。現在、日本の米輸出の
約 50％が香港向けであり、香港市場は日本の米輸出にとって
大変重要な市場です。」
（久保田米業（香港）有限公司 (Kubota
Rice Industry (H.K) Co Ltd) 代表取締役 住中卓史氏）

安全で新鮮な食品に対する世界的需要
同社は、日本から精米機を輸入し、沙田 (Shatin) での食品工
場の建設をもって香港への投資を開始しました。19 年連続で
日本米の中で最高品質に格付けされる新潟県産コシヒカリの
玄米を日本から輸入し、鮮度を保つべく、香港に設置した工
場で精米します。小売製品は、キロあたりおよそ 60 香港ドル
で、オンラインにて注文できます。また同社は、香港の多く
の日本食レストランに、精米したての新鮮な新潟米を提供し
ています。
「グローバル市場では、新鮮で安全な食品を求めています。
昨年の拠点設立以来、業績は当初予想を越えるものです。香
港へ進出する日本企業の数は増え続けており、当社にとって
は、流通ネットワークを更に拡充する大きなチャンスとなっ
ています。」
（住中氏）

中国市場への玄関口
香港政府による政策が非常に安定しているおかげで、同社
は、スムーズに事業の立ち上げを行えたばかりでなく、その
後も、政策変更に煩わされることがなく、本業に集中するこ
とができています。「ビジネス環境は概して非常に友好的であ
り、政策も効果的に機能しており、変更されることはありま

発行日：2013 年3月

せん。香港の持つライフスタイルやインフラは、海外の投資家に
とって便利で快適なものです。
情報が効率的かつ自由に収集できるため、中国本土の市場動向に
関する情報収集や調査に当たって、香港は理想的なロケーション
です。」
（住中氏）
同社では、強い購買力を持つ中国本土並びにアジアの近隣諸国へ
の進出も視野に入れています。
「香港は地域の貿易と流通ネットワークを統括するのに最適な都
市です。従って、当社の国際的な認知度を高めるのに最適な拠点
とも言えます。香港で成功を納められれば、他の地域でも大丈夫
だと思います。」

新たな投資家のためのワンストップ·サービス
「大阪のクボタ本社によるサポートもありましたが、インベスト
香港の支援なしには、この事業を立ち上げることはできませんで
した。インベスト香港は、当社のような新規参入企業にとって非
常に有益であり、わかりやすいサービスを提供しています。イン
ベスト香港のスタッフの方々とは、定期的に会合を持ち、公的手
続きや必要な許認可の申請に関し、有効なアドバイスを頂くこと
ができました。インベスト香港を通してすべての疑問が解消さ
れ、複数の政府の担当部門を訪れるといった煩わしさは一切あり
ませんでした。」
（住中氏）

久保田米業（香港）有限公司
• 株式会社クボタ（本社 大阪、1890 年創業）は、農機
のトップメーカーです
• 卸売およびスーパーでの販売に加え、オンライン
ショップも運営しています
• 香港で精米された新鮮なお米は、ご発注後 3 日以内
に届けられます

www. kubota-rice.com.hk

食品貿易
オフィスの月額レンタル料金のめやす（香港ドル）
地区

スタッフの月給のめやす（香港ドル）

レンタル料金

職名

中環 / 金鐘

1 平方フィートあたり $130.4

湾仔 / 銅鑼湾

1 平方フィートあたり $73.3

営業担当

尖沙咀

1 平方フィートあたり $60.3

配送担当

港島東

九龍東

営業部長

月給（ＨＫ＄）

$ 15,000-30,000
$ 8,000-15,000

+

+

コミッション

コミッション

1 平方フィートあたり $52.5

物流部長

$ 20,000-45,000

1 平方フィートあたり $35

購買担当

$ 11,000-17,000

$ 12,000-18,000

出典: Jobmarket, 2018年2月

＊１平方フィート＝ 0.093 ㎡

出典 : Colliers International, 2018 年 Q1

関連機構
Food and Environmental Hygiene
Department
44/F, Queensway Government Offices,
66 Queensway, Hong Kong
Tel: (852) 2868 0000
Fax: (852) 2869 0169
Email: enquiries@fehd.gov.hk
www.fehd.gov.hk

The Hong Kong Food Drink and
Grocery Association
GPO Box 8689, Hong Kong
Tel: (852) 2923 8419
Fax: (852) 2576 1559
Email: zumi.hui@sanmiguel.com.hk
www.fdga.org.hk

The Hong Kong Food Council
Flat A, 1/F, Hop Hing Industrial
Building,
704 Castle Peak Road, Kowloon,
Hong Kong
Tel: (852) 3925 6808
Fax: (852) 2537 6864
Email: info@hkfc.org.hk
www.hkfc.org.hk

食品&飲料関連の主なイベント
（於香港）
イベント
Gourmet Asia
HOFEX
Hong Kong Food Expo
Hong Kong International Tea Fair
Natural & Organic Products Asia
Restaurant & Bar Hong Kong
Seafood Expo Asia
Asia Fruit Logistica
Hong Kong Wine and Dine Festival
Hong Kong Food Festival

開催月

ウェブサイト

5月

https://gourmetasia.com/

5 月（2 年毎）
8月
8月

www.hofex.com
www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en
www.hktdc.com/fair/hkteafair-en

8月

9月

www.naturalproducts.com.hk
www.restaurantandbarhk.com

9月

www.seafoodexpo.com/asia

10 月

www.discoverhongkong.com

9月

12 月

www.asiafruitlogistica.com
www.food-expo.com.hk

詳細については以下に御連絡ください：
接客サービス・旅行産業部 部長
シンディー・ウォン (Sindy Wong)
Tel: (852) 3107 1067
Email: swong@investhk.gov.hk

インベスト香港・香港本局
日系企業担当
デファニー・ウォン (Dephanie Wong)
Tel: (852) 3107 1052
Email: dwong@investhk.gov.hk

25/F, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive,
Central, Hong Kong
Tel: (852) 3107 1000
Email: enq@investhk.gov.hk

www.investhk.gov.hk
インベスト香港は、海外直接投資を誘致する香港特別行政区政府（HKSAR）の一部局で、海外、中国本土の企業が香港で事業を設立し拡大す
る際の支援を行っています。私たちは、皆様の長期的なパートナーとして香港における事業戦略のいかなる局面においても支援して参ります。
免責条項
資料に掲載されている情報は、一般的に参照いただくことを目的としております。インベスト香港は、内容の正確性と最新性を維持するため最大限の努力を行いますが、必ずしもそれ
を保証するものではございません。掲載されている情報の誤り、欠落、誤った記述、不正確な説明（明示された内容のみならず示唆も含む）により生じるいかなる義務や責任、また、当
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