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1.全体企画概要

事 業 名 ：

事 業 主 催 ：

実 施 国 ：

開 催 都 市 ：

開 催 時 期 ：

実 施 会 場 ：

実 施 目 的 ：

対 象 者 ：

実 施 内 容 ：

品 目 ：

香港における米・コメ消費プロモーション・商談会事業

一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会

中国

香港特別行政区

令和４年3月1日（火）、3月3日（木）、3月9日（水）

3月10日（木）、３月11日（金） 計5日間

オンライン開催（Zoomを使用）

香港市場における日本産米の新規販路拡大

現在、日本産米を扱っていないが、日本産米を使用する意向のあ

る現地の飲食店・外食店・小売店(JFOODO様が香港で実施するお

米プロモーションの参加店調査から、日本産米を扱っていない対

象店のリストを提供いただく。目標は150店分)

1. 事前マッチング：現地バイヤーと全米輸参加企業

2. 商談アレンジ

3. サンプル輸送・配布

4. オンライン商談会

5. 日本産米炊き方レクチャー

(ジェトロ様事業で作成した炊き方講座動画を活用)

日本産米

◆実施概要



1.全体企画概要

◆実施スケジュール



2. 参加企業情報

◆日本側参加企業一覧（7社）

◆香港側参加企業一覧（6社）

No. 会社名 URL

1 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 https：//akitakomachi.co.jp/

2 木徳神糧株式会社
https：//www.kitoku-

shinryo.co.jp/

3 株式会社神明 https：//www.akafuji.co.jp/

4 JA全農インターナショナル株式会社 http：//www.zennoh-intl.com/

5 株式会社種商 https：//www.tanesho.co.jp/

6 東洋ライス株式会社 https：//www.toyo-rice.jp/

7 株式会社百笑市場 https：//hyakusho-ichiba.co.jp/

No. 会社名 職位
オンライン商談会

開催日時

1
Boatat Foods

BOATAT Trading Development 

(HONG KONG) Limited

General manager 開催延期

2
iEAT

(Mienboom International Ltd)
Purchasing Executive

2022年3月9日（水）

15：00～17：30

3 権八居酒屋
Head Chef 2022年3月11日（金）

18：00～19：30Procurement

4 南亭 Deputy Executive 

Chef 

2022年3月10日（木）

16：00～17：30

5 R1 Owner
2022年3月1日（火）

15：30～17：30

6

新東方烹飪教育

Hong Kong New Oriental Culinary 

Art Limited

HK District General 

Manager 2022年3月3日（木）

13：00～14：00Course Consultant 

Manager



No.
商品名

（日本語/繁体字）
写真 容量 商品の特徴

1

秋田県産あきたこまち
パックごはん180g

180g

秋田県産あきたこまちと
秋田の水を秋田の工場で
パックごはんにしました。
電子レンジ2分で
ふっくらごはんが簡単に
お召し上がりいただけます。
忙しい時や単身赴任の方に、
また、災害時の非常食や
保存食としてご利用いただけ
ます。

秋田縣產秋田小町即食米飯
180克

2

秋田県産あきたこまち
無洗米 5kg

5kg

あきたこまちのふるさと
秋田県産のあきたこまちです。
研がずに炊ける無洗米です。

秋田縣產秋田小町
免洗米 5公斤

■商談用商品一覧

【株式会社大潟村あきたこまち生産者協会】

【木徳神糧株式会社】

No.
商品名

（日本語/繁体字）
写真 容量 商品の特徴

1

長野県産コシヒカリ 5kg

5kg

長野コシヒカリの主産地であ
る八重原は長野県東部に位置
し、北は浅間連山を、南は蓼
科、北は八ヶ岳連邦の雄大な
山並みが望める大地です。土
壌は粘土質。水田はしっかり
と水を抱え込むので米づくに
適した土地です。水は江戸時
代初期から蓼科山から流れる
湧き水を引いたミネラル豊富
な湧き水を利用した米作りが
行われています。

長野縣產越光米 5kg

2

豊穣 5kg

5kg

主品種は日本晴を使用。琵琶
湖の豊富な水資源を使用して
おります。日本晴は1960年ご
ろから60年近く作られ続けて
いる品種であり日本穀物検定
協会が基準としている米でス
タンダードな食味として大変
使い易いお米です。

豊穣 5kg

2. 参加企業情報



No.
商品名

（日本語/繁体字）
写真 容量 商品の特徴

1

宮城県産ひとめぼれ4kg

4.03kg

特別栽培米宮城登米ひとめぼ
れは、炊きあがりの柔らかさ、
粘り、甘みのバランスがとれ
たお米です。また、冷めても
味が落ちにくいので、お弁当
にもおすすめです。また、農
薬や化学肥料の使用を抑えた
体に優しい商品です。

宮城縣產一見鍾情 4kg

2

北海道産ななつぼし4kg

4.03kg

ななつぼしは、北海道で最も
ポピュラーなお米です。バラ
ンスのとれた味わいで、炊い
てから時間が経ってもおいし
さが持続するため、食卓やお
弁当にも最適です。北海道七星米 4kg

3

匠の米つくり 5kg

5.03kg
日本産のお米を、当社の配合
ノウハウで厳選しました。

匠造米 5kg

【株式会社神明】

■商談用商品一覧

2. 参加企業情報



【JA全農インターナショナル株式会社】

No.

商品名
（日本語
/繁体字）

写真 容量 商品の特徴

1

農協ごはん

180g

便利でおいしいお米
■直火炊き・添加物不使用
ラドファこだわりの「直火炊き」製法
により、お米の味を知り尽くしたプロ
の手で厳選された日本各地のお米をお
いしく炊き上げます。酸味料などの添
加物は一切使用していません。
■うまさの秘密
「シャリ切り製法」
「シャリ切り」製法により、余分な水
分を落とし、一つずつ丁寧にパッキン
グされます。
この工夫により、生産者をも魅了する
おいしいお米に仕上がります。
■各地で収穫された米を使用
日本各地からお米を取り寄せることで、
安定的な供給を可能にしています。

農協米 (即食飯)

2

茨城県産ふくまる

5kg

際立つ粒の大きさ

■関東一の米どころが生んだ茨城オリ
ジナル品種
水が豊富で気候も温暖な茨城県は関
東一の米生産地。その茨城県で作られ
たオリジナル品種「ふくまる」は、
ふっくら炊けば大粒のおいしさがふく
らみます
■一流料理人も絶賛する粒の大きさ
ふくまるの最大のこだわりは「粒の
大きさ」。2.0ミリメートルという大
きな網目のふるいにかけ、厳選した大
粒のお米をお届けしています。
■生産者登録制度
食味の良い「ふくまる」を安定的に
お届けするため、生産者登録制度を導
入し、きめ細やかな技術情報を農家に
提供するなど、生産管理を徹底してい
ます。

茨城縣福丸

3

茨城県産ふくまる
（ブレンド米）

10kg

茨城県のブレンド米

■おかずの味を引き立てるお米
ほどよいコシとあっさりとした味わ
いで、おかずの味を引き立てます
■どんな料理にも合うお米
すっきりとした味わいで、どんな料
理にも合うお米です。
日本では、飲食店やスーパーのお弁当
などでよく使われています。

茨城縣產福丸
（混合米）

■商談用商品一覧

2. 参加企業情報



No.
商品名

（日本語/繁体字）
写真 容量 商品の特徴

1

十六穀ごはん

550g

(25g
×22pcs)

和食、洋食、お弁当などいろいろな
お料理に合うように、彩りや食感の
バランスを考えた十六穀ごはんです。
毎日の生活に不足しがちな食物繊維
を摂取できるよう、大麦を中心に飽
きのこない味わいにブレンドしまし
た。お米に入れて炊くだけの個包装
タイプで、たっぷり使える22包入り
の大容量サイズです。

十六穀米飯

2

国内産十六穀米業務用

500g

お得な業務用500ｇサイズです。貴
重な日本産16種類の雑穀のみを配合
し、風味、見た目、味のバランスに
こだわって配合しました。豆類は食
べやすくする為、挽き割りもしくは
加熱処理を行なっています。いつも
のごはんに混ぜて炊くだけで、ビタ
ミンやミネラルを簡単に取り入れる
ことができます。お好みに応じて量
を調節できる便利なチャック式です。

日本產十六穀米業務用

3

DOMESTIC 16 MULTI 

GRAINS(All ingredients 

are product of Japan)

1kg

国産原料のみを使用し、16種類の穀
物を味、見た目、食感のバランスに
こだわり配合した、おいしい雑穀で
す。黒米を多めに配合することで、
色鮮やかな雑穀米に炊き上がります。
また、大麦、きび、あわ、大豆に含
まれる食物繊維、ビタミン、ミネラ
ルなどの栄養素が豊富に含まれてい
ます。本製品を食べていただくこと
で、健康的な食事を簡単に維持する
ことができます。大容量の業務用サ
イズです。

國產十六穀米
（所有原材料均為日本產）

【株式会社種商】

■商談用商品一覧

2. 参加企業情報



No.
商品名

（日本語/繁体字）
写真 容量 商品の特徴

1

金芽ロウカット玄米

1kg

白米感覚で食べる玄米
新技術で、玄米表面のロウ層を均等に
カットした、白米のように手軽にふっく
ら炊ける新しい玄米です。

金芽去蠟糙米

2

金芽米

1kg

当社独自の精米技術で金芽と亜糊粉層を
残した美味しいお米です。カロリー17%

オフ、糖質14%オフ！
ビタミン、ミネラル、食物繊維が多い！
金芽米は、普通白米に比べ、ビタミン、
ミネラル、食物繊維などを多く含んでい
ます。金芽去蠟白米

3

金芽米の
米粉パンケーキミックス

150g

金芽米の米粉パンケーキミックス
金芽米100%で体に優しい。お子様にも
安心、アレルゲン特定原材料なし。
体も心も喜ぶグルテンフリー
小麦を一切使わない米粉を100%使用し
たパンケーキミックス。
牛乳と卵を入れて、焼くだけで、もっち
り しっとり美味しいパンケーキが出来
上がります。

金芽米米粉鬆餅粉

【東洋ライス株式会社】

【株式会社百笑市場】

No.
商品名

（日本語/繁体字）
写真 容量 商品の特徴

1

真空茨米 5kg

5kg

日本産米ならではのもちもちとした食感
で甘みが強く、大きめの粒が特長です。
コシヒカリを配合して、粘りが強くなる
ように品種改良を行い、コシヒカリ以上
の美味しさを追求しました。炊き立ては
ふっくら、冷めても柔らかく美味しくお
召し上がりいただけます。また、茨米は
契約農家で生産され厳選精米された後、
低温倉庫で品質管理し、真空パックでお
届けするのでいつもフレッシュな状態で
お届けすることができます。

真空茨米 5kg

■商談用商品一覧

2. 参加企業情報



◆ 招聘バイヤー

・意見交換の機会を最大限に生かした効率的なアレンジメント
各会員企業のニーズを捉え、商談のアシストを実現します。

・会員企業、バイヤー企業へのサポート
事前マッチングをもって、効率的に商談が進むようサポートします。

・商談会前におけるサンプルおにぎりの配布
参加会員企業様のお米（サンプル：代表商材）を使用したおにぎりを
バイヤーへ配布。
バイヤーには事前に試食を頂いた上で、参加会員企業様との商談を実施。

現地バイヤーとの意見交換・ビジネスマッチング

◆オンライン商談

新型コロナの影響により、商談はオンラインで実施。

開催曜日：日本時間の月曜日から金曜日

開催時間：日本13：00-20：00（＝香港12：00-19：00）のスロット内で調整

会議System： Zoom                                      （※香港と日本の時差は1時間）

・Umai作成リスト＋JFOODO作成リスト
（現地の日本産米を使用する意向のある飲食店・外食店、小売店をリストアップ）

4. 実施記録

◆商談概要



①Boatat Foods
BOATAT Trading Development (HONG KONG) Limited

業種：小売店・EC販売
住所：Room 2209-2210, Luen Cheong Can Centre, 8 yip wong road,

Tuen Mun, N.T.    Hong Kong
概要：
8店舗の食品セレクトショップを運営する。取扱商品は幅広く、東南アジア・欧米
の冷凍食品や日本の冷凍刺身、日本酒、調味料、旬の魚介類を扱う。
今年3月、福岡支店を開設する予定。年内にも店舗数増を目指し拡大計画を進める。
www.boatat.hk

②iEAT
(Mienboom International Ltd)

業種：小食品輸入業及び小売店・EC販売
住所：Flat 5, 9/F,Block C, Ko Fai Industrial Bldg, 7 Ko Fai Road,

Yau Tong, Kowloon.,Hong Kong
概要：
iEAT本社の企業名は明邦(香港)有限公司Mienboom International Ltd.。
食品輸入卸売を本業とし、取引先に香港の吉野家、丸亀製麺、Citysuper, 
Wellcome、各ホテルなどがある。
屋号iEAT名で小売専門店を開業し、2～3年の間に業務を拡大し現在18店舗を経営。
オンラインショップも運営。年内に店舗数拡大進行中。
取扱商品は日本の冷凍食品、調味料、乾物、麵類、日本酒など、多品目の商品を
販売。
現在既に日本米の販売をしているが、今後も日本産米及び米製品の取扱数を増や
す姿勢。
https：//ieat.hk/

③権八居酒屋

業種：日本料理丼もの・寿司・その他ご飯物の提供が多くある。
住所：4/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay
概要：
権八は伝統的な日本料理のエッセンスを新しいレベルに引き上げることを目標と
する香港で人気の日本料理店。香港で唯一手作りの自家製そばを調理し、
「kushi」式串刺しグルメをメインに提供する。全ての食材が日本から直接輸入さ
れ新鮮な状態で提供している。http：//www.gonpachi.com.hk/

◆参加バイヤー情報一覧（その１）

4. 実施記録

http://www.boatat.hk/
https://ieat.hk/
http://www.gonpachi.com.hk/


④南亭

業種：日本料理（串焼き専門。居酒屋）
住所：G/F, 55 Staunton Street, Central, HK
概要：
「南亭」は香港内で3店舗ある串焼き専門居酒屋。メイン料理の串焼きは、熟練さ
れたシェフが各食材の特徴を引き出し提供。日本の居酒屋の雰囲気を保ち、お料
理、お酒、食事が楽しめる店づくりを目指している。
http：//www.nantei.com/

⑤R1

業種：小売店・EC販売
住所：Shop B112A&B, B1, Panda Place, 3 Tsuen Wah Street,Tsuen Wan, 
N.T.. Hong Kong
概要：
旅行会社Japan Starway Travelの姉妹会社で、日本の果物や食品等を販売し、
プレミアム感のある商品を取り扱う。実店舗とオンラインショップ双方を運営。
実店舗は住宅街の中に立地し、ホテルと駅にもつながっているため客層は広くま
た新規のお客様も多い。
http：//really123.com/
https：//www.facebook.com/R1really

➅新東方烹飪教育
Hong Kong New Oriental Culinary Art Limited

業種：小売店・EC販売
住所：2/F, KP Tower, 93 King's Road, North Point, Hong Kong
概要：
1988年に中国で創業した料理教室。香港支店（支社）は2016年に設立。
様々な国の料理教室を開催し、個別に教室の貸切も可能。2021年から専門食材小
売店を設立。デザートやパンの材料と道具の専門店やオンラインショップの運営
も行う。
https：//www.hknoc.com.hk/hkzh/

4. 実施記録

◆参加バイヤー情報一覧（その２）

http://www.nantei.com/
http://really123.com/
https://www.facebook.com/R1really
https://www.hknoc.com.hk/hkzh/


◆参加バイヤーのコメント

4. 実施記録

① Boatat Foods
社内でのコロナウイルスクラスター感染発生により、事業期間内での商談対応が困難とな
り実施できなかった。しかし、商談意向はあるため、香港での感染状況が落ち着けば4～5
月内での商談を希望する。

②iEAT (Mienboom International Ltd)
⚫ パックごはんについて

過去に販売をしたことがあるが成果が出なかった。

一部の香港人は、電子レンジは健康に害を与えるという考え方から、使用しない人が多く

いる。

香港ではまだ馴染みがない“常温保存ができるパックごはん”について、防腐剤の使用の有

無など理解ができていないため、健康安全性を懸念する消費者が多くいる。

⚫ パックごはんの売価について

店頭売価が約２０香港ドルになり、単価が高くなってしまう。

他商品と比較し、冷凍食品あるいは安価な即席麺を選択する消費者が多い。

⚫ 白米をはじめとするその他の各米ブランド、製品について

率直に各メーカーがどれくらいの割引、サポートをしてくれるのかが気になる。

香港は非常に狭いマーケットであるが故に、大手スーパーマーケットと競合になった場合、

販売が非常に厳しくなる。

また、小売店舗での販売だけではなく、母体である卸業では、他の小売店への卸販売があ

るため、卸先である小売店の利益率も確保できるように仕入れすることが重要である。

⚫ 弊社オリジナルのPB商品が販売可能であれば、他社との差別化を図ることができ、仕

入を検討しやすい。

⚫ 東洋ライスの商品について

米粉パンケーキミックスは、これから初めて香港市場で販売されると聞いたが、販売プロ

モーションなどのサポートは受けられるかが気になる。新商品に非常に興味を持っている

が、“初物商品”については、PRプロモーションは必須と考えている。

また、金芽米についてはハイエンドな商品であることを理解しているが、やはり多くの消

費者へ認知してもらう為にはPR活動が必須であり、同様にプロモーションサポートについ

て検討ができるかをお伺いをしたい。



◆参加バイヤーのコメント

4. 実施記録

③権八居酒屋

⚫ 今回のオンライン商談会に参加し、多くの銘柄米について認知ができ、またその

使用について検討できる良い機会となった。

⚫ 現在使用しているのは香港で精米された新鮮米だが、今回商談したメーカーの中

で、香港精米に対応ができるメーカーがあれば望ましい。

④南亭

⚫ 今回のオンライン商談会に参加し、様々な銘柄のお米について認知ができた良い

機会となった。弊店でも仕入れについて検討ができればと思うが、最低発注数量

がレストランに対しては多すぎる（保管場所がない等）ことがネック。香港内に

代理店がないメーカーもあり、レストランの規模では、直輸入ができない。

⚫ 日本産米の品質の良さについては十分に理解している。しかし、店の規模（サイ

ズ感、メニュー設定）により、仕入れ単価がネックになり、実用については大き

な課題となる。

⑤R1

⚫ 香港のスーパーマーケットでは、２㎏パックが買い求めやすく主流となっている。

香港では多国産のお米が販売されているが、日本産米が最も高価である。

⚫ これまで韓国産のパックごはんを販売したことがあるが、弊店としては良い販売

実績であった。理由は安価で仕入れ、価格設定がお客様にはお買い得であったか

ら。※売価：約12-15香港ドル/パック（この価格以上の売価は難しい。）

⚫ まだコロナが収束しない環境下では、パックごはんは非常に重宝する食品であり、

ステイホームを強いられている人々に合った商品と言える。

⚫ 店頭販売を通じて、多くの家庭では電子レンジを持っておらず（使用していな

い）、代わりにスチーマー、オーブンスチーマーを使用する家庭が多いことが分

かった。電子レンジの使用は癌リスクを高める影響があると考える人が多い。



4. 実施記録

➅新東方烹飪教育
Hong Kong New Oriental Culinary Art Limited

⚫ 料理教室の運営がメインの事業。直営の食材販売店では、これまで“ケーキミ

ックス”の取り扱いはしていなかった。教室の生徒たちにとって材料をブレン

ドすることを学ぶことが目的であり、自宅で調理することは考えていなかっ

たため。

⚫ 一方、長引くコロナの影響から参加型の料理教室が開催できない期間が長く、

各自家庭で調理をするならば、ケーキミックスなどを使用することが便利と

いう声が多くなり、ショップではケーキミックスなどの仕入れを始めてい

る。

⚫ 米粉パンケーキミックス（東洋ライス）及び日本産十六穀米（種商）につい

て、非常に興味がある。

⚫ 種商の香港代理店であるWAKKA社が、少量の仕入れでも対応をして頂ける

ことで、小規模の店舗としては非常にありがたい。

◆参加バイヤーのコメント



◆サンプルについて

サンプルは、各企業の代表商材1品～2品を2通りの方法でバイヤーに提供した。

（１）現品配布

（２）おにぎりに調理したもの

⇒現地ケータリング会社で調理し、卵焼きや梅干を添え提供。

お米本来の味を味わっていただくため、おにぎりは具を入れず、塩をふらず提供。

No 事業者 商品

1
株式会社大潟村あき
たこまち生産者協会

秋田県産あきたこまちパックごはん

2
木徳神糧株式会社 長野県産 コシヒカリ 5kg

3
株式会社神明 北海道産ななつぼし4kg

4
JA全農インターナ
ショナル株式会社

茨城県産ふくまる
農協ごはん(パックごはん）

5
株式会社種商 国内産十六穀米

6
東洋ライス株式会社 金芽ロウカット玄米

金芽米の米粉パンケーキミックス

7
株式会社百笑市場 真空茨米

【提供したサンプル一覧】

5. サンプル・日本産コメのPR施策



【動画情報】

YouTube Channel： “電飯煲煮出最好味日本米飯”

タイトル：教你用電飯煲煮出最好味日本米飯！5星級日本米鑑評師示範

URL： https：//www.youtube.com/watch?v=rG0NbHwvNqw

5. サンプル・日本産コメのPR施策

◆日本産コメの美味しい炊き方動画の活用

五つ星お米マイスターの片山 真一氏（※）が美味しいお米の炊き方を紹介する動

画に繁体字字幕をつけ、YouTubeへ（バイヤー限定公開）アップロード。

商談会にご参加をいただいたレストラン・小売店舗様へ動画リンクを提供し、

正しく美味しい日本産米の炊き方を広く知っていただき、日本産米の定着を図る。

※五つ星お米マイスター：片山真一氏

「隅田屋商店」の代表取締役で五つ星お米マイスター。

お米マイスターとは、一般財団法人日本米穀商連合会（日米連）が

主宰する、お米に関する専門職経験がある人のみに受験資格がある、

いわば、お米の博士号とも言える資格。

五つ星お米マイスターはその最上級のランク。


