
令和２年度台湾香港青森りんご友の会情報交換会 発言録 

 

日時：令和２年１１月９日（月）１３：３０～（台湾） 

       〃       １５：２０～（香港） 

会場：弘前商工会議所 

 

１. 開会（第一部：台湾） 

 

２. 主催者挨拶（一般社団法人青森県りんご対策協議会 加川雅人 会長） 

  台湾青森りんご友の会の会員の皆様、三村県知事、産地の関係機関の皆様にはご参加を

いただきありがとうございます。 

本来なら直接お会いして意見交換させていただくところが、日台間の往来ができないた

めオンラインで開催しました。 

２０１９年産の本県産りんごは収穫量が４１万トン程度ながらも、台湾への輸出量は６

年連続２万トンを確保しました。これも台湾青森りんご友の会の皆様のお力添えがあって

のことで改めて御礼申し上げます。 

２０２０年産りんごの輸出はウィズコロナという過去に経験のない環境でスタートした

が、台湾では巣ごもり需要や日本製品の人気の高まりもあると聞いています。現在の環境

を追い風に変え、前年を上回る輸出量を目標に青森県、りんご関係機関が一丸となり良品

質のりんご供給と積極的な宣伝活動を推し進めていきます。 

本日の情報交換会は忌憚のないご意見をいただき、有意義なものとするためご協力くだ

さるようお願い申し上げます。 

 

３. 青森県知事挨拶（青森県知事 三村申吾様） 

  台湾青森りんご友の会の皆様、本日は情報交換会に御参加

いただき、青森県民を代表して心から感謝します。 

  新型コロナウイルス感染症の影響によりリモート開催とな

り、皆様を青森県でお迎えすることができず残念に思ってお

ります。 

  友の会の皆様には、世界各国のりんごが流通する中にあっ

て、美味しさや品質の高さから青森りんごをお選びくださ

り、台湾における青森りんごの輸入と販売に多大なる御尽力

を賜り厚く御礼申し上げます。 

  ２０１９年産の青森りんごは、生産量が少ない一方、食味が良好であったことから、価

格が高騰し販売には大変御苦労されたと伺っていますが、りんご全体の輸出量は約３万２

千トンと３年連続の３万トン台、輸出額は約１２８億円と６年連続の１００億円台を確保

することができました。 

  これもひとえに、青森りんごを信頼し積極的に輸入していただいた台湾の関係者の皆

様、そして、生産者の日々の地道な努力と輸出に携わる本県関係者の尽力の賜であると改

めて御礼申し上げます。 



  私はこれまで何度も台湾に出向き、消費者の皆様と直接触れあいながら自信と誇りを持

って青森りんごをＰＲしてきました。そうした中、台湾の皆様に６年連続で２万トン以上

の青森りんごをご賞味いただけたことに深い感慨と喜びを覚えています。 

   本年産のりんごについては、順調に生育し数量・品質ともに申し分ない仕上がりとなっ

ていますので、引き続き自信と誇りを持って美味しい青森りんごをお届けできることを私

知事が保証します。生産量も多いことから買いやすい価格で輸出でき今年もいい商売がで

きると思っております。 

  新型コロナウイルス感染症が収束した折には、真っ先に台湾の皆様に御挨拶に伺いたい

と思っております。今後も皆様と一緒にいい商売ができることを期待しております。 

  本日の情報交換会が有意義なものとなることを期待するとともに皆様の御健勝、御活躍

をお祈りし挨拶とします。 

 

４. 台湾青森りんご友の会代表挨拶（全青股份有限公司 総経理 陳清福様） 

  三村県知事はじめ青森りんご関係団体の皆様こんにちは。 

  日頃、台湾への青森りんごの出荷について大変お世話にな

っており心から感謝申し上げます。 

台湾の状況について説明しますと、今年は新型コロナウイ

ルスの影響で全ての業種とも不況に陥っており、青果市場も

同様に８～９月は大変な不況でした。なにより人が町に出て

来ず消費が全く盛り上がらない状況でした。 

とにかくりんごは品質が大切であり、長持ちしないりんごは価格を維持することができ

ません。棚持ちが短いと委託販売となり価格下落を避けられません。 

「トキ」については、昨年の場合は台湾到着１０日前には問い合わせが多かったが、今

年は問い合わせ自体が少ない。理由としては、南半球の果実（主にりんご）が台湾市場に

ダブついており青森りんごを入荷する余地がない状況だからです。 

  今年産青森りんごの価格と品質の維持については、しっかり今後も議論を重ねる必要が

あります。今年産の販売環境は厳しいかもしれませんが、台湾での青森りんごの販売は今

年に限ったことでなく今後も続いていきますので、今年は産地と台湾と連絡をしっかり取

りあいスムーズな取引を目指し、お互いに頑張っていきましょう。 

 

５. 資料説明 

（1）今年産りんごの生育状況について 

（青森県産業技術センターりんご研究所 工藤 智 所長） 

【肥大】適度な降水があり果実大きさは平年並から平年をやや上回っている。 

【収穫量】前年対比 110％収量を見込み 

【障害】りんご黒星病を始め病害虫の発生は全般的に少なく経過。 

 

（2）りんご輸出拡大に向けた青森県の取組について 

  （青森県観光国産戦略局国際経済課 鈴木耕司 課長） 

  【輸出目標】台湾２万５千トン以上、香港８千トン以上を目指して取り組む 



  【生産・流通対策】 

高品質・良食味生産に向けた適正着果量の確保や適期着色管理、病害虫の適期防除

など、生育状況に応じた栽培管理を徹底 

   黄色品種では、早期適正着果を推進したほか、「カラーチャート」の利用や「すぐり

もぎ」の実施による適期収穫を徹底 

   内部品質センサーを搭載した選果機の活用により良品果実の厳選出荷を徹底 

  【輸出拡大対策】 

春節以降の新たな需用喚起やコンビニ等の新たな販売チャンネルの開拓など、関係

団体と連携した新規需要開拓プロモーションを実施 

   エバー航空と連携した消費喚起を図るためのプロモーション実施 

   台湾及び香港のりんご販売関係者とリモートによる情報交換を随時実施し、産地情

報を提供するとともに、現地の販売状況や要望を把握する 

 

（3）今年産りんご輸出宣伝事業について 

  （一般社団法人青森県りんご対策協議会 高澤至 事務局長） 

  【SNS媒体を活用した情報発信 PR】 

    ①SNS媒体と実店舗りんご売場と連動した懸賞キャンペーン 

     ②台湾インフルエンサーを活用した情報拡散 

    今年度よりメディア PRとして SNSによる情報発信・拡散を本格的に着手し今後も重

要施策として定着させる。 

   【産地からのオンラインライブイベント及び収録放映 PR】 

     ①産地と台湾と繋がるリモートイベント開催 

     ②12月からの需要期にむけ各シーズン毎テーマで産地から PRイベント動画を収録 

   【メディア媒体を活用した情報発信 PR】 

     ①テレビ番組や WEB上での動画配信などクロスメディアによる情報発信 

     ②テレビニュース番組や人気テレビ番組ロケ等を活用した情報発信 

   【コンビニエンスストアとのタイアップ消費宣伝事業強化】 

   【現地マネキンを活用した試食宣伝会】 

     量販店、スーパー、ハイパーマート等あらゆる業態で展開 

（10月～2月まで 500店舗超で展開） 

   【販売促進資材の充実】①りんご園地を模した装飾用資材（ミスりんごパネル） 

②店頭からのディスプレイ活用による映像放映 PR 

 

 ・台湾側から質問（全青股份有限公司 陳清福氏） 

   今年産りんごは台風の被害はないのか 

   →大きな被害は出ていない 

 

６.意見交換 

（1）台湾マーケットの動向について（台湾瓦克國際股份有限公司 李昭志氏） 

台湾の青果市況は今年３月からずっと悪い状況を引きずっています。 



現在台湾内で流通している果物全般の品質が悪く長持ちせず

価格が下落しています。特に南半球りんごは品質が悪く末端市

場では全く売れない状態にあります。 

今後の青森りんご販売の見込みとしては、年明けの春節は販

売が期待できると考えています。春節の贈答品需要の比重が高

くなるので、これに合わせ青森りんごの良品を積極的に展開で

きると思っています。 

南半球のモモ、ブドウ類の品質が良くない半面、今後のりんごシーズン到来に高品質

な青森りんごに品質面での期待が大きくなっています。 

台湾の消費動向としては、（主に所得の理由で）購入できる人できない人がはっきり分

かれており、購入できる人は価格ではなく品質を重視するため、品質が悪いければ購入

に繋がらないので品質管理の徹底をお願いしたいと考えます。 

もちろん中間層の消費者もおり、品質が悪ければりんごではなく他品目に流れていく

ので注意していただき、結局のところ品質確保が販売の絶対条件となります。 

我々、台湾の輸入業者にとってもこの販売環境は初めての経験であり、コロナウイル

スの影響がどこまで消費に反応するのか予測ができません。とにかく輸入業者として消

費者に品質が良く美味しい青森りんごを届けることを使命として頑張ってまいります。 

 

・産地側から質問（青森県りんご商業協同組合連合会 髙木登 会長） 

南半球りんごが品質悪く残量が多いとのことだが、例年では南半球りんごはいつ頃に

販売終了するのか。 

（全青 陳氏） 

→例年であれば９月中旬～１０月中旬までに終了する。今年はそれ以降も残っており

価格が下落しているものの、それでもなお売れ残っているという状況にある。 

 南アフリカりんごの例で言うと、例年㎏単価 900～1,200円で販売されているのが、

今年産は入荷始めから半値の 500～600円で取引が始まり今現在ではさらに価格が下

がっている状況である。どの業者も在庫を抱えていると思われる。 

 単価 500円は輸入リンゴとしては底値の価格設定であり、それ以上に安くなってい

るのは例年にない状況であると言える。 

 

今年の南半球りんごの輸入量は多かったのか。また、今後のアメリカ産りんごの動向に

ついてもお聞きしたい。 

 （日豪 黄氏） 

 →南半球りんごは南アフリカ産のほかチリ産、ニュージーランド産もあり、これら全

てが同じ傾向にあって、消費の動きは入荷当初から鈍かった。 

  小売店頭では価格重視で販売されるため、高単価な青森りんごの入荷が始まってい

る現在でも、単価が安い南半球りんごが店頭に並んでいる状況である。 

 （瓦克國際 李氏） 

 →アメリカ産は入荷が始まったばかりで、台湾輸入にあまり適してない小玉傾向のよ

うである。全体的な小玉傾向であることから生産数量（トン数）も減少するとみら



れる。 

     

（2）今年産りんごの品質、流通の問題点等について（日豪貿易有限公司 黄吉利氏） 

日本の果実全般が高品質で他国とレベルが違います。こ

こ近年、台湾内で品質に対する意識が向上、日本産イコー

ル高品質であることが消費者に期待されています。 

今年産青森りんごの問題点を挙げさせていただきます。

①表面のヤケ、②硬度不足が問題となっています。りんご

輸入業者として、毎年同じ体質でないことを理解している

前提でお話しさせていただくと、選果機で硬さを判別して

日本国内仕向けと台湾仕向けとしっかり区別して出荷して

ほしいと考えています。 

  そうすることで、青森りんごのトータル面での品質の高さ、ブランド価値を維持するこ

とができます。青森りんごは高単価品なので、リピーターを確保、維持するために品質

と消費者への信頼性を落とすことなく販売し続けることが重要です。 

   引き続き台湾でのりんご流通についてですが、伝統市場中心の販売から量販店、スー

パーマーケット、コンビニ、ネット通販など多岐にわたってきており、これは既に一般

化され定着しています。 

青森県りんご対策協議会のＰＲ取組により、販売前に青森りんごの意識的な植え付け

できていることが、青森りんご販売の優位性を構築しており積極的な取り組みに対して

感謝を申し上げたいと思います。前述したように、台湾内の様々な販売業態で青森りん

ごを入手することができるので、この消費宣伝活動を一層推進することにより、もっと

台湾の消費者にとって青森りんごが身近になるよう仕向けることができると考えていま

す。 

コロナウイルスの影響で長期的な販売動向は不透明だが、産地と協力し青森りんごの

販売に努めていきたいと考えています。皆さん頑張りましょう。 

 

・産地側から質問（青森県りんご輸出協会 竹谷保 専務理事） 

硬度不足の話があったが「良食味」と「硬度」は相反する性質にある。品質の要素と

して味と硬さどちらを重要視すべきか。 

（全青 陳氏） 

→輸入者としては硬くなければ良い価格で販売することができない状況にある。 

 

・産地側から質問（青森県りんご対策協議会 雪田徹 常務理事） 

今年産トキの販売が厳しい状況にあるのは、食味の問題ではなく南半球りんごの残在

庫が原因であると考えてよいか。 

（全青 陳氏） 

→今年産トキは入荷初めから硬度不足でありそれも大きな要因にはなっている。硬さ

がなければ小売業が青森産りんごを選択せず消費されない。 

前述の販売環境にあって、販売ロス等を考慮すると南半球りんごを安価で仕入れ販



売したほうが小売店にとって利益になると考えている。 

またカリフォルニアからブドウが大量に安く輸入されたため、トキは高すぎて選択

されない状況になった。小売業者は利益重視で品目を選択するためである。 

 

（3）台湾消費者が求める青森りんごについて（家福股份有限公司 鄭載馨氏） 

・台湾市場の量販店は時期が過ぎたものは販売をしない

という観点で売場展開するので、10月から今現在も青

森県産トキを継続して販売しています。しかしなが

ら、今年産トキは品質クレームが例年より多く発生し

ていることをこの場でお伝えします。 

・もともと台湾消費者にとって青森りんごの印象は「硬

い」「甘い」「多果汁」「香りが良い」「高品質」で知ら

れています。 

・量販店において「青森りんご販売がスタート」というコマーシャルがでると、多数

のお客様がそれを求めて来店します。その評価が高いがゆえに、少しでも品質が落

ちるとクレームに繋がることになります。 

・当社（カルフール）としては 46玉サイズを中心に販売を展開していきたいと考えて

いるので、今年産の大玉傾向とのことなので販売数量を確保できるか懸念していま

す。 

・前段の資料説明の中で、今年産りんご予想収穫量のうち王林が前年比 120％とのこと

なので、王林に重点を置いて販売したいと考えています。引き続き青森県側にご協

力をお願いします。 

 

（4）青森りんごの宣伝事業について（馥農企業股份有限公司 李婉禎氏） 

・今年度の消費宣伝について、一点目はコロナウ

イルスの影響で人が集まるイベント等の開催が

難しいため経費をかけて実施する必要はないと

考えます。引き続き店頭での試食宣伝、POPを

活用した PRや情報発信を実施することで、充

分に台湾消費者に青森りんごを PRできると考

えています。 

・二点目は先日、台北市内の地下鉄を利用した際に青森りんごをメインとした青森県

の広告看板を目にしまして、地下鉄利用者の注目を浴びており非常に良い PR取組で

あると感じました。 

・今後に向けた PR取組のアイデアとしては、台湾ではビニール袋が有料化され、エコ

バックなどノベルティがあればより消費者に訴求ができると思います。 

・過去年に三村県知事が民視番組に出演しておりりんごを PRしていたのが非常に印象

に残っています。今後も台湾の若年世代に向けて、若者を起用し同世代からの PRメ

ッセージーアピールを実施するとより効果を得られると思います。 

・ほかに若年世代に PRする手法として、台湾の名所などに大きなりんご（オブジェ）



などを置いて、若者に写真撮影させインスタグラムやＳＮＳで情報拡散させるのも

良いと思います。 

 

（5）その他 

（青森県りんご対策協議会 専務理事 森山博幸） 

・今年産りんごの大きさについて、世界一は若干小玉傾向ではあるものの他の品種は

大玉から中小玉までそれぞれ十分に数量があります。春節の贈答向け大玉、春節後

の一般消費用の中小玉果も潤沢にあるので安心していただきたい。 

・販促品のエコバックによる PRは実施したいと考えるが、若年層に対する PRは、ウ

ィズコロナ社会に適した手法を今後皆様と情報共有しながら検討していきたいと考

える。 

 

  （家福股份有限公司 鄭載馨氏） 

   ・今年はコロナウイルスの影響で、産地から三村青森県知事、ミスりんごをはじめと

した PR隊が店舗に来て PRしてもらうことができないので、代替施策としての PR手

法はないだろうか。 

（青森県りんご対策協議会 事務局長 高澤至） 

・店頭での PRについては、資料説明でご紹介したメッセージ映像を提供し放映してい

ただくと同時に、店頭販促品としてミスりんご等身大パネルを設置し青森りんご売場

を大々的に展開して PRを図っていただきたい。 

・今後 12月に向けて、三村県知事及びミスりんごの産地収録によるシーズンごとのメ

ッセージ PR動画を作成し、テレビや店舗での放映による情報発信 PRを計画してい

る。 

・また、12月カルフール店頭でのオンラインイベントへのタイアップ等については、

今後直接情報交換させていただきながら協力を検討していきたいと考える。 

 

７. 総括（青森県りんご対策協議会 副会長 工藤文明） 

・本日は台湾青森りんご友の会の皆様との本年産りんごの販売促進について熱心なご

協議をありがとうございました。 

・新型コロナウイルス感染症により販売面、物流面に少なからず影響が出ております

が、本日皆様から頂戴したご意見を反映させ、令和２年産りんごも台湾の消費者に

しっかりＰＲし、より良い販売環境が構築できるよう努力をしてまいりますので、

引き続き皆さま方からのご協力をお願いし、総括とさせていただきます。 

 

８. 閉会（第一部：台湾）  



１. 開会（第二部：香港） 

 

２. 主催者挨拶（一般社団法人青森県りんご対策協議会 加川雅人 会長） 

・本日はご多用のところ香港青森りんご友の会情報交換会にご出席いただき誠にありが

とうございます。 

・本来ですと皆様に直接お会いして意見交換させていただくところですが、現在香港の

往来ができませんのでオンラインで開催させていただきました。 

・さて、2019年産の香港への日本のりんご輸出量は、およそ７千トンと、香港の社会情

勢等の影響から一昨年の 9,600トンを下回りましたが、依然台湾に次ぐ大きなマーケ

ットであり、日本産りんご輸出全体の動向への影響も非常に大きいものがございま

す。 

・2020年産香港向け青森りんごの輸出はウイズコロナというかつて経験のない環境でス

タートしましたが、一昨年を超える１万トンを目標に、青森県、りんご関係団体が一

丸となり、良品質なりんご供給と積極的な宣伝活動を進めていきたいと考えておりま

す。 

・本日の情報交換会は忌憚のないご意見をいただき、有意義なものとして参りたいと思

いますのでご協力くださるようお願い申し上げます。 

 

３. 意見交換 

（1）香港マーケットの動向について（香港金久有限公司 山本和樹氏） 

 ・香港内では１日あたりのコロナ感染者は 2～3人程度発

生し続けており、レストラン等への規制が敷かれている

ことから住民は極力外出を控えています。 

・結果としてスーパーマーケットの販売が昨年より 30％伸

びており、このことは青森りんご販売の追い風になりま

す。 

・米国の大統領選挙が終わり日本円の為替相場が上昇し

ており長引くと輸入に影響することを危惧していま

す。 

・品質については、入荷始めの「きおう」にビターピットが多発し、「トキ」は 10月上

～中旬の入荷物に１箱あたり 1～2個のビターピット発生がありました。 

この結果を受け当社では「トキ」発注も取りやめ王林の出荷待ちとしました。ビター

ピット発生が 9～10月総体のりんご販売に影響を及ぼしたので、産地側ではビターピ

ットに細心の注意を払ってほしいと考えています。 

 

・産地側から（青森県りんご対策協議会 専務理事 森山博幸） 

ビターピットについては早期収穫したものに発生しやすいのだが、今年度も適期収穫

を呼び掛けているものの、意思統一できずフライングで出荷したところがあるかもし

れない。発生したものは早期収穫されたものかもしれない。 

（香港金久 山本氏） 



→また輸送中に押せ（褐変）がでている。硬さについては消費者は気にしないが、業

者は気にしている。業者が一番重視するのは食感ではなく歩留まりである。 

 （2）りんごの品質、流通の問題点について（TOP WEAL LIMITED社 北谷広美氏） 

・香港の消費者は見た目を非常に重視するので、昨年産の

ようなサビ果は消費が伸びませんでした。 

・とにかくビターピットやヤケ等の障害果は商品価値がな

いので、スマートフレッシュ処理を行う等し、品質保持

に努めていただきたい。品質が悪ければ評価を落とし今

後も買われなくなる可能性もあるので注意が必要です。 

・台湾で入荷キャンセルされたりんごが香港市場に転送されてくる場合があります。そ

のようなケースを含め、最近の青森りんごは総じて品質が落ちており、全体の価格設

定を下げて販売していく必要があると感じています。 

 

・産地側から（青森県りんご商業協同組合連合会 髙木登 会長） 

産地でもスマートフレッシュ処理が増えてきている。しかし、大玉果や早期収穫に発

生しやすいビターピット障害は正直なところ防ぎきれない。 

（りんご研究所 工藤智 所長） 

→ビターピット発生の細かい要因は①春の乾燥、②夏の猛暑、③秋の多雨である。 

今年産りんごのビターピット発生については、夏の猛暑に因るところが大きいかもし

れない。 

 

 （3）青森りんごの宣伝事業について（株式会社大昌貿易行 森雄飛氏） 

・当社における店頭での消費宣伝活動は、各月で様々な品目

で活動はしているが試食宣伝はできていません。香港内で

コロナウイルスが拡大傾向であった時に、試食会を実施し

たが、逆に消費者受けが良くありませんでした。 

・今現在は FACEBOOK等の SNSを主体に PR活動を展開してい

ます。 

・年内のりんご販売は、日本他県産りんごと競合するが年明

け 1～3月は青森県産を主体に重点的に販売に取り組んでい

きたいと考えています。 

 

４. その他 

 （1）ビターピット発生について（香港金久 山本氏） 

   今年産のビターピット発生に対する対策はどのようにやったのか？ 

きおうに発生した後、晩生種の王林の収穫に向けて指導を行っているのだろうか？ 

（県りんご研究所 工藤智 所長） 

→発生の原因は具体的には生育期間の前半のカルシウム不足であるが、カルシウム成

分はもともと吸収されにくい性質にあり、土壌への石灰散布、葉面散布を指導して

いるものの発生抑えるには限界がある。 



また、きおうに発生した段階で上記対策を行うにはタイミング的に既に手遅れなの

で、ビターピット発生の抑制については今後別の対策も研究していく必要がある。 

 

 （2）品質の問題全般について（香港金久 山本氏） 

  ・香港への輸出に関しては、王林小玉（40～46玉）の一番手を多く生産できる輸出自体

は確実に増える。現在の青森りんご輸入量７千トンは仕入れができた量であって、量

販小売から当社への発注数は、もっとあるが商品を確保できていないだけである。 

・香港に到着した時点で、りんごが褐変していることがあり歩留まりが悪く、小売店か

ら返品や値引きを求められる状況を改善したい。 

（青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人） 

→温度管理が悪い場合や荷扱いが荒い場合など、おせや褐変が発生することがある。

取引業者等と情報交換し原因を見つけてほしいと考える。 

（青森県りんご対策協議会 副会長 工藤文明） 

→氷温冷蔵輸送など新たな輸送技術についても今後試行してみてはいかがだろうか。 

 

５. 総括（青森県りんご対策協議会 専務理事 森山博幸） 

  ・本日は香港青森りんご友の会の皆様との本年産りんごの販売促進について熱心なご協

議をありがとうございました。 

・本日の会議では主にビターピット発生等の品質にかかるご意見を頂戴しております。

産地側でも本日のご意見を踏まえより良い販売環境が構築できるよう努力をしてまい

りますので、引き続き皆さま方からのご協力をお願いし、総括とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

６. 閉会 

 



台湾青森りんご友の会情報交換会 参加者 

 

台湾側 

会員 出席者 

全青股份有限公司 陳 清福 

台湾瓦克國際股份有限公司 李 昭志 

馥農企業股份有限公司 李 婉禎 

日盈國際有限公司 周 子喬 

台湾新果國際有限公司 詹 暁婷 

日豪貿易有限公司 黄 吉利 

福和生鮮農産股份有限公司 邱 進福 

三溢水果行 黄 泰綸 

惠康百貨股份有限公司（JASONS) 汪 笠涵 

家福股份有限公司 鄭 載馨 

  

香港側 

会員 出席者 

香港金久有限公司 山本 和樹 

TOP WEAL LIMITED 北谷 広美 

株式会社大昌貿易行 森 雄飛 

 

青森県側 

所属・役職 氏名 

青森県知事 （※リモート出席） 三村 申吾 

青森県観光国際戦略局国際経済課 課長 齋藤 直樹 

青森県農林水産部りんご果樹課 課長 三上 道彦 

青森県産業技術センターりんご研究所 所長 工藤  智 

青森県りんご商業協同組合連合会 会長 髙木  登 

全国農業協同組合連合会青森県本部 りんご部長 坂本  浩 

一般社団法人青森県りんご輸出協会 理事長 丹代 金一 

公益財団法人青森県りんご協会 会長 藤田 光男 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 会長 加川 雅人 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 副会長 工藤 文明 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 専務理事 森山 博幸 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 常務理事 雪田  徹 

  

通訳 

有限会社運盈商事 鈴木 明達 
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資料１ 

2020年産りんごの生育状況について 

 

１ りんごの生育ステージ 

年明け以降、気温が高めに推移したことから、消雪日は３月９日と平年よ

り２０日早まりました。４月に入り、気温が低くなった影響により、生育の進

みは鈍化し、各品種とも開花日及び満開日は１～３日早まりました。 

 

表１ りんごの生育ステージ 

品種 年次 発芽日 開花日 満開日 落花日 

ふじ 本年 

平年 

平年差 

3 月 29日 

4月 9日 

早 11日 

5 月 7 日 

5月 8日 

早 1日 

5 月 11日 

5月 13日 

早 2日 

5 月 14日 

5月 17日 

早 3日 

ジョナゴールド 本年 

平年 

平年差 

3 月 27日 

4月 6日 

早 10日 

5 月 4 日 

5月 7日 

早 3日 

5 月 10日 

5月 13日 

早 3日 

5 月 14日 

5月 17日 

早 3日 

王林 本年 

平年 

平年差 

3 月 27日 

4月 8日 

早 12日 

5 月 3 日 

5月 6日 

早 3日 

5 月 9 日 

5月 12日 

早 3日 

5 月 13日 

5月 16日 

早 3日 

※平年：1996年から 2015年までの 20か年平均 

 

 

２ 果実の肥大状況 

果実肥大は、開花が平年より早まったことから、6月 1日では平年を上回

りました。その後、全般に適度な降水があったことから、果実の大きさは平

年並から平年をやや上回っています。 

 

表 2 ふじ果実肥大経過(横径) 

地域 調査日 本年 

（㎝） 

平年 

（㎝） 

前年 

（㎝） 

平年比 

（％） 

前年比 

（％） 

黒石 7月 1日 

9月 1日 

10月 21日 

4.3 

7.9 

8.9 

4.1 

7.6 

8.8 

4.5 

7.3 

8.6 

105 

104 

101 

96 

108 

103 

弘前 7月 1日 

9月 1日 

10月 21日 

4.1 

7.8 

8.9 

3.9 

7.5 

8.7 

4.7 

8.1 

9.2 

105 

104 

102 

87 

96 

97 

板柳 7月 1日 

9月 1日 

10月 21日 

4.2 

7.6 

8.9 

3.9 

7.5 

8.7 

4.7 

8.2 

9.2 

108 

101 

102 

89 

93 

97 
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３ 2020年産りんごの予想収穫量 

予想収穫量は、前年対比 110パーセントの 45万 1,100トンが見込まれて

います。 

 

表 3 2020年産りんごの予想収穫量(2020年 8月 1日現在) 

品種 
結果樹面積 

（ha） 

予想収穫量 

（ｔ） 

前年収穫量 

（ｔ） 

前年収穫量と

の差（ｔ） 

前年対比 

（％） 

ふじ 

つがる 

王林 

ジョナゴールド 

その他 

9,430 

2,270 

2,080 

1,900 

4,020 

226,300 

41,100 

49,900 

42,900 

90,900 

195,800 

41,100 

41,600 

34,100 

97,200 

30,500 

   0 

 8,300 

 8,800 

-6,300 

116 

100 

120 

126 

94 

計 19,700 451,100 409,800 41,300 110 

※1結果樹面積は、りんご果樹課推定値 

※2 予想収穫量は、2020年 7月 28日～31日に調査した着果数や肥大状況など

から推計 

※3 前年収穫量は、国公表の実績値 

※4 前年対比は、前年収穫量に対する比率 

 

４ 病害虫の発生状況等 

りんご黒星病を始め病害虫の発生は、全般に少なく経過しています。 

県では、台湾向け登録選果こん包施設の事業者に対して、モモシンクイガ

被害果実の徹底排除に向けた研修会や巡回指導を実施しているほか、台湾の

農薬残留基準値の設定状況について、県ホームページに掲載し、広く周知に

努めています。 
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資料２ 

りんご輸出拡大に向けた青森県の取組について 
 

１ 輸出の現状と目標 

  青森県では、青森りんごの輸出目標数量４万トンを掲げて、台湾をはじめとする東アジ

アや経済成長著しい東南アジアを主なターゲットに輸出拡大に取り組んでいます。 

  その中で最も重要な輸出先に位置づけているのが台湾であり、全輸出量の約７割が台湾

向けとなっています。 

  近年では、香港向けも急激に輸出量を伸ばしており、全輸出量の２割以上を占めるまで

になっています。 
 

（１）りんご輸出実績 

                                （単位：トン、％） 

年産 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

全体数量 17,940 9,867 14,898 19,889 30,115 36,304 27,558 33,150 32,750 31,772 

台湾向け

数量 

15,912 

(88.7) 

8,459 

(85.7) 

13,214 

(88.7) 

16,561 

(83.3) 

23,417 

(77.8) 

27,301 

(75.2) 

20,215 

(73.4) 

23,519 

(70.9) 

21,437 

(65.5) 

22,543 

(71.0) 

香港向け

数量 

1,134 

(6.3) 

  875 

(8.9) 

1,192 

(8.0) 

2,596 

(13.1) 

5,416 

(18.0) 

6,713 

(18.5) 

5,418 

(19.7) 

8,146 

(24.6) 

9,357 

(28.6) 

7,136 

(22.5) 

    注：（ ）は輸出量全体に占める割合 
 

台湾向けについては、2009 年産まで連続して２万トンを超えていましたが、2010 年

産以降は､世界的な景気後退や記録的な円高等により減少し、特に、2011 年産では不作

に伴う産地価格の高騰もあって激減しました。 

それ以降、台湾の販売関係者の皆様の御協力により徐々に回復し、2014 年産以降は

６年連続で２万トン以上の輸出量となっています。 

また、香港向けについては、販売関係者の皆様の御協力により、2013 年産からは増

加傾向にあり、2018年産では、過去最高の 9,000トン台の輸出量となっています。 
 

（２）２０２０年産りんごの輸出希望数量 

２０２０年産輸出希望数量 
台湾 ２万５千トン以上 

香港   ８千トン以上 

    

   2020 年産のりんごは、８月１日現在で、前年比１１０パーセントの 45 万 1,100 トン

の収穫量が見込まれており、十分な生産量を確保できる見通しです。 

 青森県では、今後の生産管理に万全を期して、高品質・良食味なりんごを皆様に供給

したいと考えています。 

   本年産の輸出量が台湾と香港で４万トン以上になるよう御協力をお願いします。 
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２ 輸出対策 

  台湾・香港の皆様に安全・安心、高品質で美味しい青森りんごを提供するため、青森県

では関係者一同力を合わせて次の対策に取り組んでいます。 

 

（１）生産・流通対策  

  ①高品質・良食味生産に向けた適正着果量の確保や適期着色管理、病害虫の適期防除な

ど、生育状況に応じた栽培管理を徹底しました。   

  ②黄色品種では、早期適正着果を推進したほか、「カラーチャート」の利用や「すぐり

もぎ」の実施による適期収穫を徹底しました。 

  ③内部品質センサーを搭載した選果機の活用などにより、良品果実の厳選出荷を徹底し

ます。 

 

（２）輸出拡大対策 

  ①春節以降の新たな需用喚起やコンビニ等の新たな販売チャンネルの開拓など、関係団

体と連携した新規需要開拓プロモーションを実施します。 

②エバー航空と連携して、消費喚起を図るためのプロモーションを実施します。 

③台湾及び香港のりんご販売関係者とリモートによる情報交換を随時実施し、産地情報

を提供するとともに、現地の販売状況や要望を把握することで円滑な輸出に努めま

す。 

④台湾・香港における販売状況や意見交換の結果を踏まえ、今後の輸出対策を検討しま

す。 
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資料３ 

2020年度台湾における青森りんご販売促進 PR施策 

 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 

 

１. SNS媒体を活用した情報発信 PR 

（1）SNS媒体と実店舗りんご売場と連動した懸賞キャンペーン 

 ・インスタグラムや Facebook内のキャンペーン拡散と売場

POPの QRコード掲載と連動して告知、青森りんごの写真を

SNS上に投稿してりんごが当たる懸賞キャンペーン展開 

 ・11月から年明け 1月末まで毎月 5名に 5㎏を送付 

 （2）台湾インフルエンサーを活用した情報拡散 

  ・毎月 5名以上（期間計 25名）のマイクロインフルエンサ

ーを起用し、継続的且つ広域的に高品質な青森りんごの情

報発信を展開 

  ・多数のフォロワーを有するインフルエンサーからインスタ

グラム投稿キャンペーンに誘引する 

今年度よりメディア PR として SNSによる情報発信・拡散を本

格的に着手し今後も重要施策として定着させる。 

 

２. 産地からのオンラインライブイベント及び収録放映 PR 

（1）コロナ影響により渡航による PRイベント開催が難しいこ

とから産地と台湾と繋がるリモートイベントを開催 

（2）12月～需要期にむけ各シーズンに合わせたテーマで産地

から PRイベント動画を収録する 

 ・12月クリスマス、1月以降は日本の春らしさをイメージ

したイベント開催する等 

 

３．メディア媒体を活用した情報発信 PR 

 （1）テレビ番組や WEB上での動画配信などクロスメディア

で、産地からのオンラインイベント情報発信を行う。最

需要期に向けた高品質で安心安全な青森りんごの情報を

三村知事やミスりんごから台湾消費者に向け直接 PRする 

（2）テレビニュース番組や人気テレビ番組「美鳳有約」の 

産地ロケ等を活用し情報発信する  
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４．コンビニエンスストアとのタイアップ消費宣伝事業強化 

台湾全土に及ぶ全家ファミリーマートの店舗網を生かした実店

舗での情報発信に加え、同社 SNS及びアプリ等でコンビニアプ

リでしか購入できないギフトセット販促支援、オリジナルノベ

ルティ提供に PR展開する。 

 ・オリジナルギフトセット販売支援 

 ・SNS、アプリ等でのバナー広告掲載による情報発信 

 ・インスタグラム懸賞プロモーションとの連動 

 

５．現地マネキンを活用した試食宣伝会 

台湾全土において 10月の出荷スタート期から年明け春節以降まで最大規模の試食プロ

モーションを推進する（10月～2月まで 500店舗超で展開） 

 ・量販店、スーパー、ハイパーマート等あらゆる業態で展開 

 ・各企業の店舗ネットワークを活用し台北市、台中市、高雄

市等の都市部ほか近郊都市を含めた広範囲でのプロモーシ

ョン展開 

 

６.販売促進資材の充実 

販売促進実施店舗すべてに対し共通の装飾アイテムを提供し、青森りんごで統一感のあ

る売場を台湾全土で展開する。 

 ・りんご園地を模した装飾用資材（ミスりんごパネル） 

 ・店頭からのディスプレイ活用による映像放映 PR 

（知事やミスりんごからの PRメッセージ VTR） 

 

７．台湾青森りんご友の会との連携強化 

（1）オンライン会議を活用した連携体制の強化 

定期的に友の会会員とオンラインでの情報交換会議を開催 

（2）友の会専用ホームページ、Facebook開設による密な連絡体制を構築 

・ホームページ等の連絡体制の整備によりオンライン会議での情報共有を補完するほ 

か、販売促進資材送付など細やかに対応 

 ・販促ポスター等のデータをホームページから会員及び店舗が直接ダウンロード 

 

８. その他 

（1）ネットスーパー通販サイト等での情報発信（青森りんごイメージバナー広告掲載） 

（2）エバーエアー航空タイアップ企画（SNS投稿キャンペーン対象者へりんご送付し PR） 

三村知事やミスりんごからの PR メッセージ動画 

10月トキの試食宣伝会の様子 


