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－香港向け日本酒輸出の拡大－ 

 

１．香港における日本酒市場 

 日本から香港への日本酒輸出金額は

2019 年まで緩やかな増加傾向にあり

ましたが、2020 年には金額ベースで前

年比 56％増の 61.7 億円、数量ベース

では、前年比 36％増加の 2,629kl と大

きく伸長しました。金額の著しい上昇

から、単価の高い日本酒が売れている

ことが窺えます。 

 もともと、香港人にとって日本は人気の旅行先であり、香港では日本料理や日本酒も

流行していましたが、2020 年は新型コロナによる渡航制限の影響で日本へ旅行するこ

とが困難になり、日本を体感したいという思いから、旅行のための予算を日本酒や日本

食品の購入に充てていると言われています。当地のスーパーやショッピングモールなど

でも、日本食品や日本酒のフェアやポップアップ・ストアなどが増えており、香港にお

ける日本酒（日本食品）ブームを感じます。 

 

２．現地消費者の嗜好 

（1）単価（価格は 1 本/720ml あたり。1HKD＠14 円にて算出） 

スーパーなどで販売されている商品では、180～

400HKD（約 2,520～5,600 円）がボリュームゾーン

ですが、1,000HKD（約 14,000 円）を超えるものも

珍しくありません。香港では毎日お酒を飲む習慣は

少なく、週末やお祝い事などで飲むことが多いため、

値段を厭わず高価な日本酒が多く消費されているよ

うです。また面子を重んじる文化から、贈答用に購入

する場合も高価な商品が選ばれる傾向にあります。1

本数万円の超高級品も富裕層からのニーズが相応に

あるようです。 

（2）味わい・種類 

大吟醸や純米大吟醸などのフルーティーで飲みや

すい味が好まれています。同様に、香りが華やかでフ

レッシュな味わいの生酒も人気があり、スーパーの

日本酒販売コーナーなどでは、特設棚が用意されて

いるところもあります。 

香 港 通 信 

＜生酒の特設棚＠スーパー＞ 

【図表1】香港向け日本酒の輸出の推移(金額・数量)

出所：JETRO発表及び財務省貿易統計より香港駐在員事務所にて作成
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（3）銘柄 

 一般的には「獺祭」や「十四代」など有名銘柄が好まれる傾向にありますが、日本

酒文化の浸透から、作られた土地や酒蔵が持つストーリーを知ったうえで楽しむ人も

増加しているなど、地酒への関心やニーズが高まっています。小売店でもポップなど

で酒蔵の歴史や商品の特徴などが説明されているほか、当地バイヤーからは、まだ香

港で販売されていない地酒を取扱いたいという声も増えています。 

（4）果実酒 

 梅酒、ゆず酒などの果実酒は、女性を中心に人気があり、香りが強く、飲み口が良

いものが好まれる傾向にあります。また、オシャレでかわいいデザインなどパッケー

ジで工夫する商品も多く、見た目も選ばれる要素の一つとなっています。 

 

３．新型コロナによる変化 

（1）趣味としての日本酒 

日本酒の利き酒師養成講座が香港でも開講されています。以前はビジネス目的の受

講者が大半でしたが、2020 年は個人的な趣味の受講者が前年の倍以上に増加したそ

うです。新型コロナにより在宅勤務が中心となったことで余暇時間が増えたことも後

押しとなり、日本酒を趣味として楽しむ人が増加しています。 

（2）日本酒専門店の増加 

香港市内では、日本酒専門の小売店を多く見かけるようになりました。日本酒愛好

家の香港人が開業するケースも多く、日本人以上に日本酒に詳しいことも珍しくあり

ません。また商品ラインナップを見ても、日本でも珍しい銘柄を取り扱っていること

も多く、栃木県や茨城県の地酒を目にすることもあり、香港に居ながら地元の酒を味

わうことができます。 

（3）利き酒師の自宅派遣 

新型コロナに伴う政府の厳格な行動規制により、飲食店の営業時間や定員・相席人

数が制限されたことで、一部の富裕層などはケータリングサービスで利き酒師を自宅

に招き、食事に合わせて日本酒をペアリングで楽しんでいます。趣味で利き酒師の資

格を取得した個人が、富裕層向けに日本酒ケータリングビジネスを副業として行うケ

ースもあるなど、コロナ禍に合わせた需要が増加しています。 

 

４．おわりに 

 香港では、日本人以上に日本酒を愛飲する方が多く、地酒への関心が高まるなか、日

本酒ブームが到来しているとも言えます。また今後さらに香港向け日本酒の輸出拡大

が期待されているところです。めぶきフィナンシャルグループでは、海外販路拡大支援

を積極的に行っており、直近では茨城県の地酒の香港バイヤー向けオンライン商談会

をサポートいたしました。引続き当地のニーズや動向など、当地情報に関してのお問い

合わせがございましたら、お気軽にご連絡ください。 

         （足利銀行香港駐在員事務所 駐在員 鈴木庸之） 
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－上海髙島屋で「茨城県伝統工芸品展」を開催！－ 

１．開催概要 

上海髙島屋で、茨城県内の伝統工芸品を集めた 7 日間の販売催事が開催されました。

同店が立地する古北地区は、ローカル富裕層や外国人駐在員など高所得者層が多く居

住する地域です。催事期間中は、筑波山など地元をイメージした装飾が施された特設会

場に各社の魅力的な逸品が並び、製造工程などを紹介する PR 動画を熱心に視聴するお

客様の姿が見られました。人出のピークとなる週末には結城紬の着付けや笠間焼を使

った和菓子の盛り付けなど様々な体験型イベントが開催され、カップルや家族連れな

ど多くの人々で賑わいました。 

日 時 2021 年 1 月 20 日（水）～26 日（火）10：00～21：30 

会 場 上海髙島屋 1 階特設会場（上海市長寧区） 

販 売 

商 品 

①結城紬関連商品（財布、名刺入れなど）、②笠間焼（料理皿、マグカップなど）、

③クリスタルガラス製品（江戸切子、ウイスキーグラスなど） 

主 催 茨城県、公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 

事業受託法人：常陽銀行（本催事に関する各種企画・現地サポート業務を実施） 

 

２．伝統工芸品の販売可能性 

人気商品となったクリスタルガラス製の江戸切子（約 30 千円）は、日用品ではなく

観賞目的の購入が大半でした。また、無色透明よりも青色や橙色といった鮮やかな色彩

が選好されることが分かり、現地消費者の嗜好を把握することの重要性を感じるキッ

カケになりました。関税や輸送費などで現地での販売価格は日本より高額となります

が、消費者ニーズに合致した商品企画や販売戦略の立案によって、マーケット開拓の余

地は十分にあると考えられます。 

当事務所では今後も茨城県などと連携のうえ、地元産品の販路拡大支援を積極的に

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商品展示の様子（笠間焼）＞          ＜結城紬の着付け体験（集合写真）＞ 

 （常陽銀行上海駐在員事務所 主任駐在員 青柳暢幸） 

上 海 通 信 



 

4 

 

○経済 

・ 1 月の香港輸出、44％増＝輸入は 37.7％増―統計局（2/26） 

・ 香港、1 月の住宅価格指数上昇、昨年 9 月以来（2/26） 

・ 中国製造業 PMI、3 カ月連続低下＝春節連休が影響―2 月（3/1） 

・ 香港、1 月の小売売上高 14％減、落ち込み続く―統計局（3/4） 

・ 21 年成長、6％以上に設定＝新 5 カ年は目標公表見送り―中国全人代開幕（3/5） 

・ 中国 1～2 月の肉類輸入、前年比 27.6％増＝国内の在庫積み増しが支援（3/8） 

・ 2 月の中国消費者物価、0.2％低下＝2 カ月連続マイナス―国家統計局（3/10） 

・ 中国小売売上高 33.8％増＝コロナ禍の前年反動で急伸―1～2 月（3/15） 

○金融 

・ 中国人民銀、最優遇貸出金利を据え置き＝10 カ月連続（2/22） 

・ 中国、20 年末の不良債権残高、2.7 兆元に減少＝不良債権処理額は過去最高（2/26） 

・ 香港、1 月住宅ローン承認額、前月比 1.7％減（3/1） 

・ 香港ハンセン指数、100 銘柄に倍増 改革始動、来年半ばにまず 80 銘柄に（3/3） 

・ 中国、2 月末の外貨準備高、3 兆 2,050 億ドル＝2 カ月連続で減少（3/8） 

・ 米ゴールドマンとシンガポール投資公社、JRE 売却へ（3/10） 

・ 包商銀行、北京裁判所が破産宣告＝債務超過、3.4 兆円―中国・内モンゴル（3/11） 

・ 中国百度（バイドゥ）、香港上場へ＝少なくとも 30 億ドル調達（3/12） 

・ 豪 ANZ 銀、中国で人員削減＝「撤退はしない」（3/12） 

○労務 

・ 人材需要、4 月末時点の純増数は 5 万人＝台湾（3/4） 

・ TSMC、9,000 人規模の採用計画＝過去最多－台湾（3/9） 

○社会 

・ 中国、国産ワクチン承認＝カンシノなど第 3 陣―新型コロナ（2/26） 

・ 香港で関東 4 県の食品展示会＝規制撤廃目指す―東日本大震災 10 年（2/26） 

・ 台湾、コロナ水際対策、3 月から一部緩和＝ビジネス目的などの渡航許可再開（2/26） 

・ 輸入停止、6 カ国・地域で継続＝安全性説明も懸念拭えず―原発事故から 10 年（3/2） 

・ 市内居住者全員にコロナワクチン接種へ＝11 月めどに－上海市政府案（3/4） 

・ 中国の 20 年社会保障収支赤字、10 兆円超＝高齢化や保険料負担減免で（3/9） 

・ 中国人口の 7 割、22 年にコロナワクチン接種へ（3/9） 

・ 台湾、脱原発まで 4 年＝再生エネ拡大に注力―東日本大震災 10 年（3/9） 

・ 中国、ワクチン接種証明アプリ運用開始＝各国と相互認証・標準化目指す（3/10） 

・ 中国当局、アリババに過去最高の制裁金検討＝独占的行為で（3/12） 

・ 香港、選挙制度変更、全人代が決定 候補者資格審査委の新設など柱（3/12） 

・ 香港、中国製ワクチン、接種後の死者は 6 人に（3/15） 

・ 「アリペイ」CEO が辞任＝IPO 手続きに影響も（3/15） 

ニューストピックス 
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○商業 

・ 香港・九竜倉、20 年は赤字転落＝投資とホテル事業が悪化（3/8） 

・ 香港、映画館 UA シネマズが破綻、36 年の歴史に幕（3/9） 

・ 米 GAP、中国撤退か＝業績不振、改善見えず（3/10） 

○製造 

・ 中国、吉利汽車とボルボ、パワートレイン事業統合へ＝合併は見送り（2/26） 

・ ファーウェイ、EV 生産計画＝米制裁で戦略転換―ロイター報道（3/1） 

・ CATL、江蘇省で車載電池増産へ＝105 億元投資（3/1） 

・ トヨタ、外販用の燃料電池システム開発＝車メーカーなどに供給（3/1） 

・ 重慶の自動車メーカー3 社、工場ほぼフル稼働（3/2） 

・ 日本、新車販売、5 カ月連続プラス＝緊急事態宣言再発令で伸び鈍化―2 月（3/2） 

・ 中国通信機器 ZTE、IT 企業連携で EV 生産ラインを構築（3/4） 

・ 上海市、半導体産業の促進計画＝25 年に 1,000 億元目指す（3/5） 

・ 東風日産、2 月販売台数は前年同月比 400％増（3/5） 

・ 台湾鴻海の 2 月売上高、8 割増＝過去最高（3/8） 

・ 中国、車載半導体不足、乗用車生産に影響＝長期化の恐れも－中国専門家（3/8） 

・ TSMC、ウエハー当たり売上高で断トツ＝18 万円（3/8） 

・ TSMC、アップルからの売上高 1.3 兆円＝前期、売上高比率は 25％に（3/9） 

・ 1 月の新エネ車販売、上汽通用五菱の「ミニ EV」が初の世界一＝広西（3/9） 

・ ファーウェイ、スマホ在庫不足で旗艦店閉鎖＝米制裁の影響大－広東省（3/9） 

・ 中国、原材料高、製造業者ら悲鳴＝出荷価格、値上げ相次ぐ（3/10） 

・ 中国新興 EV メーカー3 社、年内の香港上場視野に＝関係筋（3/10） 

・ 1～2 月の中国乗用車販売、7 割増＝コロナ流行の反動―業界団体（3/10） 

・ 中国新車販売、前年比 4.6 倍＝コロナ禍の反動で急増―2 月（3/12） 

○運輸  

・ 20 年の中国物流貨物総額、300 兆元規模に＝実質 3.5％増（2/25） 

・ 香港、輸送費高騰で食品値上げ圧力、消費者転嫁も（3/2） 

・ 中国からベトナムへ国際鉄道輸送サービス開始＝納品時間が安定－日通（3/2） 

・ 大連―東南アジアの定期コンテナ航路、21 本に（3/4） 

・ 香港キャセイ、過去最大の赤字 216 億ドル、コロナで空前の打撃（3/11） 

・ 香港キャセイ、2 月旅客 97.9％減＝貨物は 30.7％減（3/15） 

・ 中国東方航空、2 月乗客が大幅増＝国内線が好調－上海市（3/17） 

 

    ＜出所：時事速報・NNA＞ 
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－中国名物「子羊の丸焼き」－ 

 

中国料理として多くの日本人が思い浮かべるのが「小籠包」や「北京ダック」といった  

定番メニューですが、隠れた名物に「羊肉」があります。今月は、我々駐在員の間でも評判

の羊料理を紹介いたします。 

 

１．中国の羊料理 

日本では北海道のジンギスカンが有名ですが、中国では西北部の新彊ウイグル自治

区（区都ウルムチ）が羊肉料理発祥の地です。同地ではイスラム教徒のウイグル族（回

族）が家畜として羊を飼育してきた歴史があり、現在では世界一の産地となっています。

串焼きや火鍋など羊料理のバリエーションは豊富で、上海市内の飲食店でも手軽に味

わうことができます。 

 

２．子羊の丸焼きに挑戦 

「子羊の丸焼き（中国語で『烤全羊』）」を提供するお店があると聞き、友人と共に上

海市郊外へ向かいました。場所は市中心部から約 30km の道程で、巨峰の産地として

も有名な地域です。店内では料理が運ばれるとその迫力に誰もが歓声を上げずにはい

られません。各人にビニール手袋が配られ、豪快に手掴みで食べます。羊独特の臭みは

少なく、パリパリの皮とジューシーな肉は病み付きになる味です。1 人当たり 300 元

（約 5 千円）程度とリーズナブルな価格で、中国ならではの味を楽しむことができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜店内の様子＞                 ＜子羊の丸焼き＞ 

（常陽銀行上海駐在員事務所 主任駐在員 青柳暢幸） 

東アジア駐在員コラム 

 

＜交通アクセス等＞ 「香木香羊（馬陸葡萄主題公園内）」 

上海市嘉定区馬陸鎮大治路 29 号（上海地下鉄 7 号線「美蘭湖」駅よりタクシー約 20 分） 

TEL 137-6434-0075 年中無休（開店時間：9：00~22：00） ※来店時は事前予約が必要です。 
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１．為替市場 

 

 
出所：中国外貨管理局（人民元）および時事通信参考値（人民元以外） 

 

２．株式市場 

  月初 高値 安値 月末 

上海総合指数 3,551.40 3,576.90 3,357.74 3,441.91 

香港ﾊﾝｾﾝ指数 29,452.57 29,880.42 27,899.61 28,462.00 

台湾加権指数 15,953.80 16,554.90 15,820.11 16,431.13 

 

出所：各証券取引所 
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  月初 高値 安値 月末 

人民元/100 円 6.0600 6.0600 5.9200 5.9200 

香港㌦/100 円 7.2800 7.2800 7.0300 7.0300 

台湾㌦/円 0.2610 0.2626 0.2576 0.2576 

 
月初 高値 安値 月末 

円/米㌦ 106.60 110.65 106.60 110.65 

人民元/米㌦ 6.4639 6.5702 6.4596 6.5531 

香港㌦/米㌦ 7.7578 7.7741 7.7565 7.7741 

【為替市場（3 月）レビュー】 

米ドル人民元は、6.46 台で取引を開始し

たが、米金利上昇を背景に、一時 6.57 台

まで米ドル高人民元安が進行。その後は、

6.55 台に値を戻して引けた。 

 

【為替市場（4 月）見通し】 

中国経済回復を背景とした人民元高要因

は残る状況だが、引き続き米金利の動向

には注視が必要。米金利上昇が続く場合、

じりじりと米ドル高人民元安が進行する

展開が予想される。 

株式市場・為替情報 

【株式市場（3 月）レビュー】 

米長期金利の上昇や米中関係悪化懸念に

加えて、中国政府が個人向け消費ローン

や事業ローンなどに対する不正取締を強

化したことで換金売りが発生。市場心理

も悪化し、上海総合指数・香港ハンセン指

数ともに下落し、調整する局面が続いた。 

【株式市場（4 月）見通し】 

中国の預金準備率引下げ観測や米国の大

型インフラ投資計画の発表などから上昇

が期待されるが、ウイグル族の人権問題

等を巡り中国と欧米諸国との関係悪化で

さらなる制裁リスクが意識される可能性

もあるなど、神経質な展開が予想される。 
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お客様の海外進出をサポートするため、様々な機関や外国銀行と業務提携を結び、支援体

制の強化を進めています。 

◎業務提携先一覧 

提携先 常陽 足利 主な業務内容 

中国銀行（中国） ● ● 
中国国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

交通銀行（中国） ●  

中国信託商業銀行（台湾） ●  台湾情報の提供および各種金融サービスの提供 

カシコン銀行（タイ） ● ● 
タイ国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

バンコック銀行（タイ） ●  

バンクネガラインドネシア 

（インドネシア） 
●  

インドネシア国内情報の提供および各種金融サービスの提供 
CIMB ニアガ銀行 

（インドネシア） 
 ● 

ヴィエティンバンク 

（ベトナム） 
● 

 

ベトナム国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

ベトコム銀行（ベトナム） ● ● 

ベトナム外国投資庁 

（ベトナム） 
● 

 ベトナム関連セミナーの開催協力 

ベトナム進出に関する各種支援、投資関連情報の提供 

BDOユニバンク（フィリピン） ●  

フィリピン国内情報の提供および各種金融サービスの提供 メトロポリタン銀行 

（フィリピン） 
 ● 

インドステイト銀行（インド） ● ● インド国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

バナメックス（メキシコ） ● ● メキシコ国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

アグアスカリエンテス州政府

ほか（メキシコ） 
● ● 

メキシコに関する現地市場調査 

投資情報の提供 

日本貿易振興機構（JETRO） ● ● 海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供 

国際協力機構（JICA） ● ● 途上国での海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供 

国際協力銀行（JBIC） ●  海外展開支援融資の提供 

日本貿易保険（NEXI） ● ● 輸出取引を行う際の海外取引リスクに備える各種貿易保険の提供 

中小企業基盤整備機構  ● 海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供 

東京海上日動火災保険 ● ● 海外リスク情報等の提供 

リスクマネジメントコンサルティングサービスの提供 

各種損害保険の提供 

損保ジャパン日本興亜 ● ● 

三井住友海上火災保険 ● ● 

セコム ●  海外での安全システム・防犯危機商品の提供 

海外セキュリティーサービスの提供 綜合警備保障 ●  

めぶき FG アジアネットワークのご紹介 
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◎めぶきＦＧ海外駐在員事務所 

常陽銀行 

シンガポール駐在員事務所 

63 Market Street, #11-03 Bank of Singapore 

Centre Singapore 048942  

TEL:+65-6225-6543 

常陽銀行ハノイ駐在員事務所 

5th Floor, Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh 

Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

TEL:+84-24-3218-1668 

常陽銀行上海駐在員事務所 
上海市延安西路 2201号 上海国際貿易中心 1901室 

TEL:+86-21-6209-0258 

常陽銀行 

ニューヨーク駐在員事務所 

712 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10019 

TEL:+1-347-686-8420 

足利銀行香港駐在員事務所 

Suite 1601, 16th Floor, Tower 2, The Gateway, 

Harbour City, Kowloon, Hong Kong 

TEL:+852-2251-9475 

足利銀行バンコク駐在員事務所 

689, Bhiraj Tower at Emquartier, 27th Floor, 

Room No.2714, Sukhumvit Road, Klongton-nue, 

Wattana, Bangkok, Thailand 10110  

TEL:+66-2-261-2852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アジア全域】 

○日本貿易保険、損害保険ジャパン日本興亜、 

東京海上日動火災保険、三井住友海上火災 

保険によるリスクマネジメント 

○日本通運による物流サポート 

○セコム、綜合警備保障によるセキュリティ 

コンサルティング 

○沼尻産業、ユーユーワールドによる輸出支 

援サービス 

○アリババによる海外販路開拓サービス 

○国際協力銀行による中堅・中小企業海外事 

業安定化支援 

○ハラル・ジャパン協会によるハラルに関す

るコンサルティング 

 

【台湾】 

○中国信託商業銀行による金融サービス提供 

【中国】 

○上海駐在員事務所によるサポート 

○香港駐在員事務所によるサポート 

○中国銀行、交通銀行による金融サービス提供 

【ベトナム】 

○ハノイ駐在員事務所によるサポート 

○ヴィエティンバンク、ベトコム銀行による 

金融サービス提供 

○ベトナム外国投資庁による各種情報提供 

【インド】 

○インドステイト銀行による金融サービス提供 

【フィリピン】 

○BDO ユニバンク、メトロポリタン銀行による

金融サービス提供 

 

【タイ】 

○バンコク駐在員事務所によるサポート 

○カシコン銀行、バンコック銀行による金融 

 サービス提供 

○ジェイ・ウィル・グループによる進出支援 

【インドネシア】 

○バンクネガラインドネシア、CIMB ニアガ銀行

による金融サービス提供 

 

【シンガポール】 

○シンガポール駐在員事務所による同国および 

 周辺諸国へのサポート 

tel:+65-6225-6543
tel:+84-24-3218-1668
tel:+86-21-6209-0258
tel:+1-347-686-8420
tel:+852-2251-9475
tel:+66-2-261-2852

