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－日本産ワインの香港向け輸出動向－ 

2020 年における日本の国・地域別 農水産物・食品輸出額は、16 年連続で香港が 1 位と

なっています。香港内での日本酒などの日本産品の認知度は高く、日本のワイナリーも香港

向け輸出に目を向け始めています。 

 

１. 日本産ワインの輸出実績 

 2020 年度の日本のワインの輸出額は約 3.5 億

円、酒類輸出全体に占めるシェアも 0.5％と、ウ

ィスキー271 億円、日本酒 241 億円などと比較す

ると、現時点ではまだまだ小規模に留まっていま

す。 

 右図の通り、輸出国・地域別内訳では、金額ベ

ースで香港、数量ベースでは台湾向けに最も輸出

されています。 

 

２. 香港のワイン市場と輸入国・地域別シェア 

 香港では、ワインを含むアルコール度数 30％

以下の酒類には酒税がかからないこともあり、

2020 年には 75 億香港ドル（約 1,089 億円）も

のワインが輸入されています。また、香港は世界

でも有数のオークション市場でもあり、ロマネ・

コンティなどの高級ワインの保有数が多い地域

とされています。 

 ワインの輸入国・地域別シェアでは、金額・数

量ともにフランスが圧倒的なシェアとなってい

ます。種別では、中華料理との相性が良いとされ

る赤ワインが輸入の大部分を占めています。 

 

３. 香港における日本産ワインの販売動向 

(1) 品種 

 上述の通り、フランスやオーストラリアなどが席巻する市場において、差別化を図

るべく、主に日本固有品種である赤ワイン用の「マスカット・ベーリーA」と白ワイ

ン用の「甲州」で作られたワインが販売されています。これらは、「日本産ワイン」

という新ジャンルの商品として、新たな味を求めるワイン愛好家や日本産食品を好

む消費者に認知され始めています。 

 

香 港 通 信 

＜業務用スーパー香港 1 号店（筆者撮影）＞ 

【図表】香港ワイン輸入額  国･地域別シェア

(出所)香港経済発展局公表より当事務所にて作成
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【図表】日本のワイン輸出国･地域別順位

金額 数量

香港 103,620  55,199    

台湾 71,402    100,890  

中国 63,971    23,333    

米国 19,517    730          

シンガポール 17,817    6,371      

英国 5,973      4,958      

韓国 5,656      12,270    

ベトナム 1,077      646          
(出所)貿易統計から当事務所にて作成(2020年)

単位：リットル、千円



 

2 

 

(2) ディストリビューター 

 香港における日本産ワインを取扱うディ

ストリビューターは、市場規模が小さいこ

とから、5～6 社程度に限られています。 

(3) 販売チャネルと価格 

 ワイナリーにおける生産量が限られてい

ることや価格が高いこともあり、和食や中

華料理など中～高価格帯の飲食店での取扱

いが中心となっており、価格は 700～1,100

香港ドル（10～16 千円程度）です。小売で

は、一部の高級スーパーや酒類専門店など

での取り扱いが中心で、販売チャネルは限 

られています。価格は、300～700 香港ドル（4～10 千円程度）です。 

(4) プロモーション 

 固定ファンを増やすために、食事とのペアリングが重要視されており、日本食品海

外プロモーションセンター（JFOODO)が中心となり、「広東料理とマスカット・ベー

リーA」、「寿司・刺身と甲州」という組合せによる、飲食店向けのプロモーションが

行われています。2021 年度の販促事業では、消費者の来店誘導広告、レストランで

の紹介に加え、レストランのウエイターやソムリエに対しての日本産ワインの勉強

会なども開催される予定です。高級レストランでは、ソムリエから薦められるワイン

を注文する顧客も多く、日本ワインの認知度向上が期待されています。 

 日本は香港人にとって人気のある旅行先であり、日本産食品や日本酒への関心が

非常に高いため、「日本」や「○○県」など地域性を PR することも有効です。日本

のドラマを観ている香港人も多く、2019 年に流行したドラマで山梨県のワインが取

扱われた際には、日本産ワインの販売が増加するなどの反響があったようです。 

４. おわりに 

 香港は、人口約 750 万人と市場規模は大きくないものの、日本にとって日本酒の最

大の輸出先であるなどポテンシャルは大きく、日本産ワインの輸出増加も期待されて

います。ただし、日本産ワインは日本酒とは異なり、後発であり競合他国に比べて知名

度が低いため、イメージ定着に向けてプロモーションに力を入れる必要があると思わ

れます。また、価格が高い点も課題と言われています。当地飲食店関係者からも、フラ

ンスやオーストラリアワインに比べ、仕入値で 3～5倍の差があるとの話も耳にします。

同じ土俵での競争では劣位してしまうため、「日本産ワイン」と言う新たなカテゴリー

として、特別な味・体験の演出が重要と思われます。 

 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います。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） 

＜日本産ワインの販売風景（山梨・北海道のワイン）＞ 

 



 

3 

 

－中国共産党創立 100周年－ 

去る 7 月 1 日（木）、習近平国家主席のもとで一

党支配を続ける中国共産党が創立 100 周年を迎

え、国内は華やかなお祭りムードに包まれました。  

天安門広場（北京市）で開催された祝賀式典にお

ける習主席の演説では、長い党の歩みのなかでも

特筆すべき取り組みと言える「改革開放（1978年）」

などを振り返り、歴代政権が目標としてきた「小康

社会（ややゆとりのある社会）」の全面的な実現を 

高らかに宣言しました。また「特色ある社会主義」のスローガンのもと、中国を米国に次ぐ

世界第 2 位の経済大国へと成長させたほか、現代版シルクロード経済圏構想「一帯一路」の

共同建設推進や世界で最も早く新型コロナウイルスの抑え込みに成功したことも、大きな

成果と国民から受け止められています。 

日本人にはあまり知られていませんが、上海市中心部の観光スポット「新天地」には、中

国共産党の結党会議が開かれた「中共一大会址」が記念館として現存し、多くの人々で賑わ

う観光スポットとなっています。上海にお越しの際はぜひ訪れてみてください。 

（常陽銀行上海駐在員事務所 秘書 続蘇蘇） 

・ 深セン市、EV 企業に奨励金＝米テスラは対象外―広東省（6/24） 

・ 中国、反ダンピング（不当廉売）関税で豪州を WTO に提訴＝圧力狙いか（6/25） 

・ 米テスラ、中国で 28 万台超の EV リコール＝モデル 3 とモデル Y（6/28） 

・ 成都新空港が開港、上海・北京に続く「1 都市 2 国際空港」（6/29） 

・ 中国共産党、創立 100 周年式典を開催＝習氏演説、国力誇示へ（7/1） 

・ 米ムーディーズ、中国恒大の格付を引き下げ＝広東省・中国（7/5） 

・ 中国、三菱重工に罰金＝合弁設立で独禁法違反（7/8） 

・ 中国、新エネルギー車の保有台数、600 万台を突破（7/8） 

・ 中国人民銀、銀行の中小企業向け融資拡大促進＝不良債権増加を許容（7/9） 

・ 6 月の中国乗用車販売、5.1％減＝12 ヶ月ぶりマイナス―半導体不足など影響（7/9） 

・ 6 月の中国消費者物価、1.1％上昇＝卸売物価は 9 ヶ月ぶり減速（7/9） 

・ 中国人民銀、預金準備率引き下げ＝金融緩和、1 年 2 ヶ月ぶり（7/12） 

・ 中国、国外上場を事前審査へ＝IT 大手の米国行きに歯止め（7/12） 

・ 小鵬汽車、香港ハンセン指数に採用決定＝7 月 21 日から（7/12） 

・ 中国、ミャンマーとの国境検問所を全面閉鎖＝感染拡大で貿易も停止（7/12） 

（出所：時事速報） 

東アジア駐在員コラム 

 

ニューストピックス 

＜上海三大寺院「龍華寺」のモニュメント＞ 
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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  TEL 029-300-2729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めぶき FG イベント情報 



 

5 

 

 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

