
食品貿易

「アジアにおける食の都」香港は、地元の人 々と観光客の双
方を魅了し繁栄する外食産業の本拠地としても知られてい
ます。2021年には「アジア ベストレストラン 50」に選ばれ
たレストランが 11店とミシュランの星を獲得したレスト
ランが 69店あり、その数は伸び続けています。

食料品の配達や革新的なビジネスモデルからデジタルパー
トナーシップに至るまで、香港の食品業界はデジタルエコ
システムとともに革新と成長を続け、活気と回復力の強さ
を示しています。香港は、市場に新規参入する際の商機が
豊富にあるだけでなく、活気溢れる広東 - 香港 - マカオ大
湾区への事業拡大を目指す企業にとって戦略的な足場でも
あります。

食の国際舞台
香港における飲食市場には、事業を成長・拡大へと導く商
機が豊富にあります。他にも、香港には以下のような優位
性があります。

– バラエティに富んだレストランや各種料理

– 低率かつシンプルな税制度

– アジアの主要な観光地

– 優れた物流・交通インフラにより効率的で低コストでの
食品供給が可能

– 高度な訓練を受けた多言語を操る労働力

産業概観
売上高（百万香港ドル） 2019 2020 成長率 対前年比 2021（予想）
包装食品全般 $52,282 $38,061 -27.2% $40,855

包装食品  乳製品 $6,472 $6,677 3.17% $6,976

包装食品  焼菓子 $5,620 $5,416 3.62% $6,198

包装食品ベビーフード $18,905 $3,079 -83.72% $5,516

ペットフード $4,204 $4,710 12.03% $4,958

包装・加工食品  肉類・魚介類 $2,014 $2,352 16.80% $2,040

調理済み包装食品 $1,392 $1,434 3.00% $1,524

チョコレート菓子 $1,992 $1,145 -45.52% $1,480

オーガニック包装食品 $1,501 $1,094 -27.13% $1,333

出典：Euromonitor International June 2021
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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) 狩猟した肉、食肉および鶏肉

(2) 牛乳および乳飲料

(3) 冷凍菓子

(4) 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) 米 (tid.gov.hk)

(2) 酒類 (customs.gov.hk)

(3) タバコ (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、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、fehd.gov.hk/english/licensing/Guide_on_
Types_of_Licences_Required.html をご覧下さい。

香港で食品の流通販売に携わる海外企業例
• Angliss ( 南アフリカ ) 
• Arla Foods ( デンマーク ) 
• China Resources Enterprise ( 中国本土 ) 
• Classic Fine Foods ( ドイツ ) 
• CPF Worldwide ( タイ ) 
• Export Packers ( カナダ ) 
• Ferrarini ( イタリア ) 
• General Mills ( アメリカ ) 
• Huangju Food ( 台湾 ) 
• Kubota Rice Industry (H.K.) Co Ltd (日本 ) 
• Lindt & Sprungli ( スイス ) 
• Nestle ( スイス ) 
•日本食研 (日本 ) 
• 西原商会 (日本 ) 
• 神明亜州 (日本 ) 
• Sysco ( アメリカ ) 
• The Produce Company ( ニュージーランド ) 
• Unilever ( イギリス )

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 
fehd.gov.hk
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特に香港は、世界でも1人当たりの肉消
費量が多い有数の都市であるだけでは
なく、世界最高レベルの食通や、トレンド
を生み出すシェフの拠点になっていま
す」と話しています。 

さらに「私たちは2018年に初めて香港で
海外進出し、地元でとても愛されている
いくつかのレストランで当社の商品の提
供を始めました。1年後にはマカオ、シン
ガポールなど他のアジア市場にも展開し
ました。それ以来、私たちは世界での飛
躍に向け期待を高めています」 と語りま
した。 

Impossible Foodsの製品は現在、世界の 
3万以上のレストランで提供されていま
す。米国では2019年に食料品店での販売
を開始し、小売り事業はその後2020年 
10月にアジアに進出したことを手始め
に国際展開を拡大しています。同社は規
模の経済の拡大に伴い、2020年3月には
卸売価格の15%引き下げを達成し、その
後、2021年にはさらに2度にわたって値
下げをしました。この中には、香港で最近
実施した小売価格の20%超の引き下げ
も含まれています。こうした動きは、手頃
な価格で手に入る持続可能なプラントベ
ースの食肉を作るという同社の使命につ
ながっています。 

健康や環境、倫理面の理由から植物
由来の食事に切り替える人が増える傾
向にありますが、多くの人は肉の味の
満足感は妥協したくないと感じていま
す。Impossible Foodsは、世界の食料シス
テムの持続可能性と生物多様性を回復
することを使命とし、動物性の肉と比べて
見た目や味、栄養、食感を損なうことのな
い植物性食品を開発した先駆者です。

Impossible Foods Hong Kongゼネラル・
マネージャー　ハイジ・ナム氏は、「私た
ちの使命は、2035年までに食料生産技術
としての動物の必要性をなくし、世界の
食料システムを持続可能なものにするこ
とです」と説明しています。さらに「私た
ちは、少量の天然資源からおいしくて栄
養価が高く、手頃な価格でかつ持続可能
な植物性の肉、魚、乳製品を作ります。私
たちの種の生存には、気候変動の時計を
反転させることが不可欠であり、プラント
ベースの食事は個々人がそのためにで
きる最も強力な手段なのです」と述べて
います 。

アジアの需要急増 
同社は、最初の商品である「Impossible™ 
Burger」を2016年に米国で発売した後、
活気あるアジア市場に目を向け、事業拡
大には香港が最適だと考えました。ナム
氏は「アジアにおける肉の需要は世界の
どの地域よりも急速に伸びています。 

米国のプラントベース食品会社 Impossible Foods  
(インポッシブル・フーズ ) は、アジアを優先市場と位置付
け、小売事業の海外展開促進に向け香港の事業を一段と
強化します。

Impossible Foods
	米カリフォルニア州に本社を置く

Impossible Foods は 2011 年に 
パトリック・O・ブラウン氏 
(Dr Patrick O. Brown スタンフォー
ド大学　生化学名誉教授、元小児
科医 ) が設立しました

	香港では現在約 5 人の従業員が 
現地のマーケティング、販売、 
事業開発、流通業者や小売業者 
との渉外を担当しています

 w impossiblefoods.com/hk 

Impossible Foods
がアジア展開を加速

多様な食文化が息づく国際都市 
ナム氏はImpossible Foodsの成功の秘
訣を次のように語ります。 「市場を詳しく
把握して、それに適応したアプローチを
取り、共鳴を得られるような形で参入する
ことがすべてです。香港では、肉料理で名
高いシェフと共に取り組みを始め、信頼
を得るためにすべてのレストランのメニ
ューにImpossible Foodsの製品を取り入
れ、市場が持つ食の多様性を体現しまし
た。香港の人たちは新しいモノやコンセ
プトにオープンで、食べ物の選択を通し
て持続可能性の意識を高めることに関心
があることが分かります」。 

同社にとって、香港は単なる出発点では
ありません。「香港ではアジア料理の種類
が非常に多く、近隣市場の消費者のニー
ズをよりよく理解することに役立ちます」
というナム氏のコメントがそのことを物
語っています。Impossible Foods　シニ
アバイスプレジデント（国際担当）ニック・
ハラ氏（Nick Halla）がこのほど香港に駐
在となったことも、同社のアジア展開に
おける香港の役割の重要性をあらため
て示しています。

Impossible Foods Hong Kong
ゼネラル・マネージャー

ハイジ・ナム氏（Heidi Nam）

香港は、世界最高レ 
ベルの食通や、トレンドを

生み出すシェフたち 
の拠点です。

https://impossiblefoods.com/hk
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スタッフの月給のめやす（香港ドル）
職名 月給（HK$）
営業部長 $33,000 - 55,000

営業担当 $19,000 - 24,000

物流部長 $32,000 - 37,000

配送担当 $14,000 - 19,000

購買担当 $22,000

出典：June 2021, JobsDB

オフィスの月額レンタル料金のめやす（香港ドル）
地区 レンタル料金
中環 / 金鐘 1平方フィートあたり $104

湾仔 / 銅鑼湾 1平方フィートあたり $62

港島東 1平方フィートあたり $52

尖沙咀 1平方フィートあたり $46

九龍東 1平方フィートあたり $31

出典：Colliers International, Q1 2021

関連機構

食品&飲料関連の主なイベント（於香港）
イベント ウェブサイト
Asia Fruit Logistica asiafruitlogistica.com

HOFEX hofex.com

Hong Kong Food Expo event.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo/

Hong Kong Food Festival food-expo.com.hk/hong-kong-food-festival.html

Hong Kong International Tea Fair event.hktdc.com/fair/hkteafair-en/Hong-Kong-International-Tea-Fair/

Hong Kong Wine and Dine Festival masterclasses.discoverhongkong.com/eng/

LOHAS Expo lohasexpohk.com 

Natural & Organic Products Asia naturalandorganicasia.com

Restaurant & Bar Hong Kong rbhk-ga.com

Vegetarian Expo Asia vegfoodasia.com

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
fehd.gov.hk

The Hong Kong Imported Food & 
Beverage Association                                                   
Suite C, 9/F, Grand Progree Building, 
58-62 D’Aguilar Street, 
Central, Hong Kong 
Tel: (852) 2180 2374
Fax: (852) 3168 9968
Email: zoe@ifba.hk
www.ifba.hk

GS1 Hong Kong
22/F, OTB Building, 
160 Gloucester Road, 
Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2863 9710
Email: info@gs1hk.org
gs1hk.org

詳細については以下に御連絡ください：
シンディー・ウォン (Sindy Wong)  
接客サービス・旅行産業部   部長 
Tel: (852) 3107 1037 
Fax: (852) 3107 9007  
Email: swong@investhk.gov.hk

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、当該情報の活用や当該情報に基づき為された行為や
判断を原因として発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、インベスト香港は一切の責任を負いません。本資料に掲載されてい
る情報に基づく判断は貴社（貴殿）の責任においてなされるものであり、判断にあたっては、貴社（貴殿）が別途当該情報の正確性を確認する
ものとします。また、インベスト香港はいかなる資料、企業、サービス業者を推奨するものではありません。

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。
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