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－多様化する日本産食品の販売チャネル－ 

 

2020 年も含め、日本の国・地域別「農水産物・食品輸出額」の実績は、16 年連続で香港

が 1 位を維持しております。今月は、昨年の新型コロナ以降の香港における日本産食品の

販売動向を紹介致します。 

 

１. スーパーマーケット 

（1）コロナ禍で伸びた売上 

 新型コロナ発生以降、厳格な行動規制

や入出境規制から、宝飾品や衣類、食品な

ど小売全体の売上高は大きく減少する一

方、食品販売を中心とするスーパーの売

上高は大きく増加しています（図表 1）。

当地のスーパーでも、日本産食品のフェ

アを目にする機会も増えており、日本食

料理店だけでなく、自宅で日本食を楽し

む習慣が浸透したようです。特に、鶏卵や

日本酒の販売が好調です。 

（2）香港系大手スーパーの動向 

 WellcomeやPARKnSHOP など香港系大

手スーパーにおいても、日本産食品の取り

扱いが増えており、米、うどん、日本酒（梅

酒などの果実酒含む）、飲料水や鶏卵などの

商品を店頭でよく目にします。これらの商

品は、料理の手間がかからないことや販売

価格が日系スーパーよりも安価であること

から、ターゲットである一般の香港市民に

受け入れられています。 

（3）ドンドンドンキの出店増加 

 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの海外ブランドである

「ドンドンドンキ」は、2019 年 7 月の香港 1 号店開店以降、積極的な店舗展開を進

め、2021 年 5 月末時点では、香港内に 7 店舗を有しています。今後も、更なる出店を

計画しており、香港市場での存在感が高まることが予想されます。 

 青果、菓子等の加工食品、酒類やお惣菜と取扱商品数が多く、多種多様な日本産食

品を揃えています。また、他の日系スーパーと比較しても、値段の安さにも定評があ

り、日本好きな香港市民に人気を博しています。 

香 港 通 信 

【図表2】日本食材が購入できる食料品小売

名称 店舗数 主に取扱う日本産食品

Wellcome 284 米･酒･飲料･鶏卵など

759阿信屋 173 菓子･飲料･即席麺･調味料など

PARKnSHOP 160 米･酒･飲料･鶏卵など

優品360 110 菓子･飲料･即席麺･調味料など

一田Yata 13 生鮮品を含む、食料品全般

AEON 11 生鮮品を含む、食料品全般

Don Don Donki 7 生鮮品を含む、食料品全般

City super 4 生鮮品を含む、食料品全般

APITA（UNY） 3 生鮮品を含む、食料品全般

SOGO 1 生鮮品を含む、食料品全般

出所：各社HPより香港駐在員事務所にて作成

【図表1】香港小売売上高･ｽｰﾊﾟｰ売上高推移

（出所：香港統計処より当事務所にて作成）
※ｽｰﾊﾟｰ売上高は百貨店食品ｺｰﾅｰを含む。
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（4）日系スーパーの新規出店 

 2021 年 5 月に、神戸物産が運営する

「業務スーパー」の香港１号店が開業し

ました。日本でも独自の商品展開で人気

を集めていますが、香港でもこれまで紹

介されていなかった日本産食品が提供さ

れるのではと注目を集めています。日本

産食品を扱う地元小売店が増加する中、

他社との差別化を図っていくことが成功

の鍵になると思われます。 

 

２. ECサイト 

（1）香港 EC 最大手 HKTVmall の躍進 

 香港は狭い域内に小売店が多数存在し、人口の大半が繁華街のショッピングモール

から近距離に居住しているため、EC 普及率は 6％程度でした。しかし、新型コロナを

きっかけに、市民の EC 利用が進み、業界最大手である HKTVmall の 2020 年の売上

高は、前年比 215％と倍増しました。同社 EC では、冷凍の和牛、からあげやハンバ

ーグなどの冷凍食品や日本酒（梅酒などの果実酒含む）などの日本産食品が数多く販

売されています。 

（2）大手スーパーの EC サイト 

 上述の香港系大手スーパーである、Wellcome や PARKnSHOP も、自社 EC に力を

入れていますが、サイト上のカテゴリーでは「韓国・日本産食品」と分類される程度

で日本産食品の販売促進はされていません。同社のメインターゲットである香港の大

衆層に対しては、「日本産食品」自体のブランド向上に伸び代があるように思えます。 

（3）その他 EC 専業事業者と個人輸入業者 

日本産食品を専門に扱う EC 事業者の「Oisix 香港」や「和楽屋 WARAYA」なども、

新型コロナ以降に、利用者が増加したようです。日本産の青果、加工食品、米、酒類、

冷凍の魚や肉まで取扱商品が多く、香港に居住する日本人や日本好きの香港人を中心

に普及しています。 

上記の事業者以外にも、個人で日本から食品を輸入し、Facebook などの SNS を通

じて販売する輸入業者も増加しています。仕入れの頻度にばらつきがあり、供給の安

定性は欠けますが、固定費が発生しない分安価であることや販売は知人づてや口コミ

を中心に行われることから、買い手も安心して購入しているようです。 

         （足利銀行香港駐在員事務所 駐在員 鈴木庸之） 

 

＜業務スーパー香港 1 号店（筆者撮影）＞ 
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－「三井ショッピングパーク ららぽーと上海金橋」オープン！－ 

4 月 28 日（水）、金融・IT などの経済特区として発展が続く上海の副都心、浦東新区（金

橋地区）に、海外初出店となる「ららぽーと」ブランドの新店舗がオープンしました。アジ

アを代表する国際都市、上海らしいモダンかつスタイリッシュなデザインに、日本の伝統文

化「折り紙」を融合したという建物のデザインは、実にお洒落な雰囲気が漂います。 

 中国・上海では電子商取引（EC）を中心とする消費スタイルが浸透しており、リアル型

店舗に求める消費者ニーズは多様化しています。本店舗では他店との差別化に向け、中国初

進出となる日本のラーメン店のほか、アパレルや生活雑貨に至るまで日系デベロッパーな

らではの店舗ラインナップが特長となっています。 

 実際に訪問して感じた中国の店舗との大きな違い

は、キッズスペースが充実していることや親子で楽し

める様々なイベントが開催されていることなど、家族

連れに優しい店舗づくりが徹底されている点です。間

もなく 3 歳になる一人娘がいる私達家族も、ららぽー

と上海金橋で楽しい週末のひとときを過ごすことがで

きました。 

（常陽銀行上海駐在員事務所 秘書 続蘇蘇） 

・ HSBC オフィス削減、香港は大幅調整なし＝世界全体で 4 割減へ（4/29） 

・ 香港キャセイ、希望退職募る＝再度の人員削減（4/29） 

・ 1～3 月の中国自動車輸出、89％増＝コロナの反動（4/29） 

・ スマホのオッポ、自動車事業参入か＝CATL などに接触―広東省（4/30） 

・ 中国ハイセンス、20 年は大幅増益＝日本で TV 販売好調－山東省（4/30） 

・ 新型コロナワクチン 2 回接種、1,000 万人超え－北京市（4/30） 

・ 台湾 UMC、台南工場の生産能力拡充＝投資額 3,900 億円（4/30） 

・ 米ムーディーズ、華融の格付引下げ＝不良債権リスクで―上海市（5/10） 

・ 4 月末の外貨準備高、3 兆 1,982 億ドル＝4 ヶ月ぶり増加―人民銀（5/10） 

・ ユニクロ、上海でデジタル人民元決済の受付開始（5/10） 

・ 4 月の中国新車販売、9％増＝13 カ月連続プラス（5/13） 

・ BYD、半導体事業を分離上場＝創業板に―広東省（5/13） 

・ 吉利傘下ボルボ・カー、年内上場を検討＝ストックホルム証取へ（5/13） 

・ アリババ、1～3 月期は営業赤字 1,300 億円＝独禁法巨額罰金で（5/14） 

・ 新型コロナウイルス変異株対応ワクチン開発へ―中国シノバック（5/14） 

（出所：時事速報・NNA） 

東アジア駐在員コラム 

 

ニューストピックス 
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【FBC 上海 2021 ものづくり商談会】＜募集中＞ 

日 程 2021 年 10 月 26 日（火）～29 日（金） 

開催国 中国（上海市） 

会 場 上海新国際博覧中心 

概 要 本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を 

対象とする中国最大級の商談会で、約 200 社の出展企業が 4 日間にわたり自社 

製品等を PR し、約 2 万名のバイヤー来場を予定しています。 

出展対象は、自動化・ロボット、自動車関連、電子電気、環境・省エネ、機械    

設備など製造業全般となっています。 

ご出展を希望される方は以下の照会先までご連絡ください。 

出展申込期間は 8 月 31 日（火）までとなります。 

費 用 8,500 人民元／1 コマ（当行経由で出展申込した場合の割引価格） 

照会先 常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258 

常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730 
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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 

損害保険ジャパン ● ● 

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、 

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

