
2021年度第 1回台湾香港青森りんご友の会発言録 

 

日時：2021年 10月 6日（水）午後 2時 30分～※日本時間 

会場：弘前商工会議所 

   台湾及び香港出席者は各地からオンラインによる出席 

出席者：別添のとおり 

 

開会 

【香港青森りんご友の会との市場情勢、情報交換】 

産地側挨拶：青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人 

 ・2020年産の香港への日本のりんご輸出量は約 9千トンと過去最大であった平成 30年

産 9千 6百トンに次ぐ実績となった。 

・このことからも香港が日本産りんご輸出全体に対し非常に大きな影響を与えるマー

ケットであることを再確認した次第である。 

・今後も青森県、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。 

・忌憚のないご意見をいただき本会議が有意義なものとなるようご協力願いたい。 

 

香港市場情勢説明１：香港金久有限公司 山本 和樹 氏 

 ・2021 年 10 月現在もコロナウイルスの影響による巣

ごもり需要、外食から内食へ移行への高まりが依然

として続いている。 

 ・スーパー、量販店の売上げは好調でりんご販売の後

押しとなっている。 

 ・弊社では昨年度のりんご輸入実績は 664トンで、香

港へのりんご輸入の約 7.4％を構成している。 

  例年と比べ数量実績としては良くはなかったため、

同業他社の動きが活発であったと思われる。 

 ・2020年産はビターピット等の品質の問題があったことが販売に影響を及ぼしている。 

 ・例年は産地からの渡航プロモーションを展開し、需要期に向け PR 活動を盛り上げて

いくところであるが、ここ 2 年はコロナに加え民主化運動による情勢が不安定なこ

ともあり実現できないでいる。 

 ・VTRを活用した産地からのメッセージ動画やミスりんごの等身大パネルを店頭に設置

する等の消費者に対するプロモーション展開を行っている。 

 ・現状、香港への輸入りんご 9,000トンの 7割近くが王林で占められているが、今後の

輸入量拡大に向け、赤系りんごをはじめとしたその他品種のプロモーションを仕掛け

ていく。 

 ・特に主力品種であるふじの数量拡大に向けて取り組んでいきたい。 

 ・産地側への要望としては、従前からもお願いしている通り等級、品質規格の統一に向

けて取り組む事を改めてお願いしたい。 

 ・青森りんごのブランディング構築を図るには、品質等級のばらつきが大きな障害とな

っている。等級に対する信頼性が無いため市場価格下落の大きな要素となっている。 



 ・価格下落は巡り巡って生産者の収入に跳ね返ると考える。 

 ・今後生産者の高齢化等により収穫量の大幅な増大が見込めない中、単価を維持し「輸

出金額」を重視していくべきであり、出荷段階での等級のブレを均
なら

していく必要があ

ると考える。 

 ・海外（他品目）ではグレードを判断する第 3者が農場に入り、輸入バイヤー側に伝え

るシステムを採用しているところもある。 

 ・青森りんごの場合、等級を判断する業者が介在しないため完全な統一は難しいが、何

らかの施策を講じバラツキをなくしていくことで、香港バイヤーが買い易くなる上に、

香港消費者も等級ごとの価格の違いを認識しやすくなる。 

 

 

香港市場情勢説明２：全農インターナショナル香港 金築 道弘 氏 

 ・弊社は全農グループの出先機関として 2018 年に香

港に設立され、産地側各地の協力を得ながら日本産

農産物の輸出拡大に向けて取組んでいる。 

 ・香港のスーパーは好調を維持しているが、生鮮の購

入動機となる試食ができず、今後の感染対策の規制

が緩くなるタイミングでプロモーション強化を図

っていきたい。 

 ・希少品種を含め香港に広く紹介するためしっかり消費者に対し説明を尽くしていく。 

 ・生産者の想いなどが伝わるようなプロモーションセールス活動を行いたい。 

 ・弊社ではライブコマースという農場と店頭をオンラインで繋いだプロモーション活動

などを実施している。 

  9月に広島県、岡山県のシャインマスカット生産者と香港消費者とのやりとりによる

店頭プロモーションを実施したところ、消費者の反応も上々であった。 

 ・ぜひ青森りんごの産地側ともオンラインで繋いだ取組などができればと考えている。 

 

産地側からの質問 

  コロナウイルス感染状況と青森りんごの販売状況への直接的な影響について教えて

いただけないか。 

 

 香港金久 山本氏 

 ・試食販売ができない事が少なからず販売に影響している。 

 ・香港内の新規感染者ゼロが続きレストランなどは通常通り営業しており、感染が怖く

て全く外出をしないというマインドではない。 

 ・ただし気軽に海外に渡航できないことから、元々の日本産品の購買層が年中香港内に

留まり日本産果物の消費を支えているという側面がある。 

 ・年明けに渡航が自由となれば、香港内で消費されず現地に赴いての消費に向かう事は

あるかもしれない。 

 

  



 JAインターナショナル 金築氏 

 ・とにかく香港内の規制早期解除を願うばかりである。 

 

産地側からの質問（青森県りんご輸出協会 理事長 丹代金一） 

  （香港に入荷して間もないかもしれないが）トキの評判、売れ行きについて伺いたい。 

  今後の販売見込みについても教えていただきたい。 

 香港金久 山本氏 

 ・現在トキは卸売市場に出回り始めたが、まだスーパー店頭には並んでいない。 

 ・今年は中秋節が早かったため、慌ててトキを入荷し販売するという環境にない。 

 ・消費者も早く食べたいという消費マインドではない。 

 ・よって市場側とトキの商談をしても「高い高い」と言われている。 

  卸売市場としては需要が強くないためできるだけ安く買いたい意向のようである。 

 ・中秋節以降に入荷しているので 46玉サイズが若干飽和状態にある。 

  今後 36、32玉の引き合いが強くなってくるようである。 

 ・過去にビターピット障害による損失を経験していることから、輸入業者としてはトキ

取り扱いに消極的にならざるを得ない。 

 ・ビターピットを発生させない対策を講じて来年の中秋節（2022 年は早い）に向け準

備していただければ、スーパーに大きな商談を提案するなど積極的な販売ができる。 

 

 JAインターナショナル 金築氏 

 ・現在まさに商談中であるが、例年に比べ色が濃いという評価がある一方、出初め価格

が高く、これから価格面を調整しながら商談を進めなくてはならない。 

 

産地側からの質問 

  試食宣伝活動が実施できない中での有効な店頭プロモーションについて伺いたい。 

 

 香港金久 山本氏 

 ・昨年は店頭での VTR活用、パネル展示とあわせて KOL30名を活用した WEB（フェイス

ブック、インスタグラム）発信を行った。 

 ・KOLについては好評であったことから今年も継続して実施していきたい。 

 

 JAインターナショナル 金築氏 

 ・いかに日本の生産者が高品質、量食味にこだわりをもって作り上げているかをツール

や動画を活用し説明を尽くした PR活動を愚直に実施していきたい。 

 ・パン屋やスイーツ店などの他業種とのタイアップによるプロモーション展開ができな

いか模索しているところである。 

 

TOPWEAL社 北谷 広美 氏 

 ・昨年産は香港全体で過去 2番目の輸入量だったとのことだが、弊社は前年比で大分落

ち込んでいる。 

 ・理由としては出荷初めのきおう、トキのビターピット発生により消費者離れを招き、

輸入業者としても取扱いに慎重にならざるをえない状況であった。 



 ・輸入全体「数量」が伸びることはもちろんプラス要因ではある。 

一方、香港は市場規模が狭いが故に他社競合が激化しやすく、最終的には価格競争に

なりやすい環境にあるため、価格維持という点では「数量だけ」にこだわるのは難し

い地域である。 

 ・今現在、油麻地市場ではりんご価格が下落しており、産地仕入れよりも安い相場とな

っていることから産地との直接取引に結び付いてない。 

 ・だからといって、今後産地とのりんご取引をやめていくのではなく、価格競争になら

ない為の差別化を打ち出すことが必要である。 

  例えばこれまで取扱いがない珍しい品種を投入し商談するなどである。 

 

【台湾青森りんご友の会との市場情勢、情報交換】 

産地側挨拶：青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人 

・台湾香港青森りんご友の会の会員の皆様、産地の関係機関の皆様にご多用のところ参

加いただき感謝申し上げる。 

・2020 年産りんごは豊作となり台湾へ約 2 万 4 千トン、香港へ 9 千トン近くが出荷さ

れ平成 27年産に次ぐ歴代 2番目の輸出実績となった。 

・ひとえに台湾香港青森りんご友の会皆様の協力があってのことと改めて御礼申し上

げる。 

・2021 年産りんごは大きな災害に見舞われず順調に生育しており、需要期に向け良食

味で高品質なりんごを供給することができる。 

・前年実績を越える数量を輸出できるよう、青森県やりんご関係機関が一丸となって努

めていく。 

・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る。 

 

【資料説明】 ※（1）～（3）資料参照 

 （1）今年産りんごの生育状況について 

青森県農林水産部りんご果樹課 三上道彦 課長 

（2）りんご輸出拡大に向けた青森県の取組について 

青森県観光国際戦略局国際経済課 齋藤直樹 課長 

（3）今年産りんご輸出宣伝事業について 

青森県りんご対策協議会 髙澤 至 事務局長 

（4）輸送コンテナの状況について 

  東海海運株式会社 通関士 清水信昭 氏 

  ・中国発の貨物の増加、中国の貨物増加に対応す

るため中国寄港船が増加 

    中国ではコロナが一旦終息し、これまでの活

動停滞を取り戻すためコロナ発生前以上に

生産が急増し船舶及びコンテナ供給が追い

付いていない。 

・日本寄港船の減少 

  中国向け貨物の増大によりこれまで中国に寄港していなかった船舶も中国に



向かっているほか、日本に寄港せず直接中国に向かう事態も発生している 

・コロナ感染症よる労働者不足における荷役効率の低下、本船スケジュールの乱れ、

輸出先より返却されないコンテナ 

  特にアメリカでは港湾荷役不足により貨物及びコンテナが滞留しておりコン

テナの返却が滞っている。 

・運賃の高騰 

  上記理由により全体的な船舶コンテナ不足となり価格が高騰している。 

  ・現在の対応としては、船会社と連携し船舶を大型化することで物流効率を上げる

ことや、一部港を抜港することでスケジュール遅延のリカバリーを図っている。 

  ・物流関係機関として今後の青森りんごの需要期に向けて最大限サポートしていき

たいと考える。 

 

産地側からの質問 

  今現在の状況と今後の見通しはどうか。 

 

東海海運株式会社 清水 氏 

 ・今一番の問題点はスケジュールの遅れが常に発生している状況である。 

 ・港湾の荷役従事者のコロナ感染増によりスケジュールが乱れている。 

 ・寄港箇所を減らすことでスケジュールをなるべく合わせるよう対応している。 

 

台湾側挨拶：全青股份有限公司 総経理 陳清福 様 

 ・今年産りんごについて情報交換できる機会をいた

だき感謝申し上げる。 

 ・台湾と日本を行き来し直接対面することは叶わな

いが、これまでの友情は決して揺らぐものではな

いと信じている。 

 ・前年産りんごは過去 2 番目の実績とのことだが、

内容としては台湾内では品質の不安定に悩まさ

れた年であった。 

 ・今年に入りチリ産、南アフリカ産、ニュージー産の南半球りんごは、これまでにな

いほど順調に入荷されている。 

 ・南半球りんごの品質が非常にいい事、台湾国内の夏果実が不振だったことから輸入

リンゴの引き合いが強まっている事、南半球からの物流が比較的順調である事の 3

点が好調の理由である。 

 ・これまでは南半球リンゴの船便は大量且つ一斉に台湾に到着するため、結果的に安

く販売する形であったが、今年は定期的に入荷されており安定的な価格で販売でき

ている。 

 ・5～8 月の 4 か月間累計で 1,100 コンテナ入荷したチリ産リンゴの販売はスムーズ

であった。 

 ・チリ産リンゴが順調な販売であったことから 600コンテナの追加注文があり、10月

現在も販売している最中である。しかし今現在は販売に苦戦している。 

 ・10/20 にアメリカ産リンゴが入荷される予定であり、今後もアメリカ産を 10 月入



荷していく。 

 ・10 月日本産りんごの販売スタートは既に台湾の中では大きなマーケットになって

いる。 

 ・しかし台湾ではコロナウイルス感染拡大の影響で失業率が上昇するなど、経済状況

が良くないため全体の消費力は落ちている。 

 ・量販店では日本産トキの販売 1週目から薄利多売とし、とにかく数量を多く売る戦

略を考えているようである。 

  この情報を繋ぐことで産地と台湾が協調して販売展開できればと考えている。また

トキの出荷推進もあわせてお願いしたい。 

 ・前年実績 2万 4千トンを上回るよう今年も努力していきたい。 

 

青森県挨拶：青森県知事 三村申吾 様 

・台湾青森りんご友の会の皆様にお会いできて大変

嬉しく感じている。 

  ・台湾の皆様にトキを高く評価していただくことが

大切なことだと感じている。 

  ・台湾に直接出向いての青森りんごプロモーション

が出来ない状況であるが、陳清福様や台湾青森り

んご友の会の皆様が一生懸命青森りんごをセー

ルスしてくださっていることに心から感謝申し

上げる。 

  ・皆様のご協力により青森りんごの輸出実績は約 3 万 4 千トン、そして 7 年連続の

100億円台の販売を達成できありがたく感じている。 

  ・皆様の力添えにより青森りんごの生産者はさらに美味しいりんごを沢山作っていこ

うという勇気をいただいている。 

  ・私が輸出プロモーションに取組む理由の一つは、もっと沢山の台湾の皆さんに青森

りんごを食べて健康維持に役立ててもらいながらハッピーになってもらいたいか

らである。 

  ・台湾の皆さんがハッピーにりんごを食べていただけると、青森の生産者にハッピー

な形で経済的なお返しをいただくことができる。 

   青森りんごを通じて青森と台湾がお互いハッピーになることが大切である。 

  ・トキの販売が終了したらふじのシーズンとなる。 

   ふじも必ず台湾の皆さんをハッピーにさせるのでどうかよろしくお願いしたい。 

  ・今後は状況が許せば台湾に出向き直接皆さんにハッピーをお届けしたい。 

 

台湾市場情勢説明１：台湾瓦克國際股份有限公司 李 昭志 氏 

  ・台湾内でのコロナ影響は非常に大きいと感じている。 

  ・輸送する船便の遅れにより品質に大きな影響を受けている。 

  ・夏場のアメリカ産ブドウ輸入については、（船便遅れによる）品質劣化の影響が受

けなかったブドウ単価は 1,600～1,700TW$で販売できるものが、劣化したものは

1,000TW$でも販売できなかった。 

  ・例年、中秋節は鳥取産の二十世紀梨が販売の主力となるが、今年は 1週間の船便の



遅れにより品質が良くなかった為、価格下落を招いてしまった。 

  ・これまではアメリカ便など遠路航路であれば多少

の遅れは誤差の範囲だが、日本と台湾の近距離便

で 1週間以上の遅れが出ることは経験したことが

なく、想定以上に悪い事態である。 

  ・品質さえ良ければ価格を維持することは可能だが、

逆に内容が悪ければ価格下落は避けられないの

で産地側としても品質重視、選果の徹底をお願い

したい。 

 

産地側からの質問（青森県りんご商業協同組合連合会 会長 髙木登） 

  今現在、台湾向けの船便は具体的にどの程度遅れているのか。 

  りんごは冷蔵コンテナで輸送されるので多少の遅れは影響が少ないのではないか。 

 

瓦克國際 李 氏 

  ・中秋節ごろは 3～7日程度遅れるようである。 

  ・確かに冷蔵コンテナの輸送では多少の遅れに品質の影響は出ないが、その中に含ま

れるスレ果、キズ果に関していえば、陸揚げ後の取り扱い期間に大きな差が出る。 

  ・果物は個体差が大きいので、船の遅れにより褐変しやすいものや果皮の色が変わり

やすい粒の割合が大きくなるのは事実である。 

   リードタイムが長くなるため産地側での選果基準見直しも検討いただきたいとい

う事である。 

 

産地側から（髙木会長） 

   コンテナ問題は非常に大きな課題だが、今後も輸出業者と連絡を密に取り合いなが

ら産地でも品質確保に取り組んでいくので、台湾側にもぜひ積極販売をお願いした

い。 

 

産地側から（りんご対策 加川会長） 

   なし、りんご（トキ）は荷扱いによるオセが出やすいので台湾への陸揚げ後も丁寧

な荷扱いをお願いしたい。 

 

 

台湾市場情勢説明２：日豪貿易有限公司 黄 吉利 氏 

  ・まずもってコロナウイルスワクチンを台湾に提供

していただいたことに対し、この場をもって日本

の方々に感謝申し上げたい。 

  ・これから青森りんごのシーズンがスタートするが、

この感謝の気持ちを今年産りんご販売に繋げて

いければと考えている。 

  ・コンテナ船の遅延問題は非常に大きな課題であると同時に、業者単位での取り組み

により改善できるレベルではないと感じている。 



   我々が対応できる範囲でいかに積極販売に繋げられるか考えるしかない。 

  ・りんご対策協議会の PR展開については、毎年様々な目新しい手法で取組んでおり、

台湾の業者としても非常に大きなバックアップとなっている。 

  ・りんごは健康機能性 PR をしっかり伝えることで若年からお年寄りまで幅広い層に

消費を促すことができる。 

   機能性 PR はテレビや WEB 媒体等での広報活動と店頭での PR で広く周知していく

ことが必要である。 

  ・この消費喚起にあわせて青森りんごが常に消費者の手元に届くように量販店等で販

売されている状態が望ましく、その状態を目指し我々も努力する。 

  ・「どのように台湾消費者の心をつかむか」を意識しながら PR宣伝に取り組む必要が

あり、我々から台湾ニーズを皆様に伝えながら意見交換を重ね、効果的なプロモー

ション展開を行っていきたい。 

   

 

産地側からの質問（青森県観光国際戦略局国際経済課 課長 齋藤 直樹） 

   台湾へのりんご輸出の長い歴史の積み重ねによ

り、青森りんごの認知度が獲得できているが、さ

らに台湾消費者の一層の支持を得たいと考える。 

   よりタイムリーで的確な台湾マーケットの動き

を知るための方策等についてアドバイスいただ

けないか。 

 

日豪貿易 黄氏 

  ・コロナの影響で接触型の PR展開は今現在も難しい状況である。 

  ・SNSを活用した PRは非常に有効であると感じている。 

 

台湾市場情勢説明３：馥農企業股份有限公司 李 婉禎 氏 

  ・りんご対策協議会が展開する「台北青森りんご園」

取組について、本会議で初めて知り、同時に非常

に目新しく消費者の興味を引く取組で良いと感

じている。 

  ・前出のように接触型の販促活動が難しいので、台

湾では一般的となっているスマートフォンでの

注文決済システムを活用した PR などが効果的か

もしれない。 

  ・10～12月に青森りんご園 PRを展開するとのことだが、台湾ではクリスマス贈答需

要も高まっているため、それにあわせクリスマスギフトボックス展開するなど PR

取組として良いと考える。 

   産地から 10 キロ詰めアイスボックスで出荷されるが、クリスマスシーズンにあわ

せて、季節感のあるパッケージで産地から出荷されるとプレミアム感を訴求できる

のではないか。 

  ・昨年実施したミスりんご等身大パネルの店頭への設置は非常に好評であったため、



今年度も作成し配布してほしい。 

 

産地側から（りんご対策協議会 髙澤 事務局長） 

  ・ミスりんごパネルについては対応するので、是非店頭で活用していただきたい。 

  ・日本からの出荷時点でパッケージ変更をすることについては若干ハードルが高いと

思われる。 

  ・今年度は全家（ファミリーマート）社との取組みにおいて、プレミアム感のあるギ

フトボックス提供による販促展開を行う予定である。 

   必要に応じ他社での販促展開にもギフトボックス活用を支援していきたいと考え

る。 

  ・健康機能性 PR については、今年度作成した POP やリーフレットを店頭での販促活

動で配布掲示する等、消費者に強くアピールしていきたい。 

 

台湾側から 

   全家用に作成しているギフトボックスは他社でも使えるのか。 

 

産地側から（りんご対策協議会 髙澤 事務局長） 

  ・全家に提供するものは、日本国内で全家社専用に作成しているものである。 

   他社での販促取り組みに必要あれば別途本会まで相談いただきたい。 

 

総括（青森県りんご対策協議会 副会長 工藤 文明） 

  ・台湾香港青森りんごの友の会の皆様には貴重な情報と意見を頂戴し感謝申し上げる 

・皆様の意見を施策に反映させ消費者にしっかり PR しより良い販売環境が構築でき

るよう努力していく。 

・令和 3年産青森りんごは台湾向け 3万トン、香港向け 1万トンの出荷を目指し産地

一丸となって取組んでいくので引き続きご協力をお願いする。 

 

閉会 



台湾香港青森りんご友の会情報交換会 参加者 

台湾側                              ※敬称略 

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 

喬承企業有限公司 潘 昀謙 

台灣新果國際有限公司 莊 宗翰 

台灣新果國際有限公司 林 佩儒 

日豪貿易有限公司 黄 吉利 

和新生鮮有限公司 陳 亭宇 

益果興業股份有限公司 薛 筱凡 

祥発水果行 黄 俊穎 

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 

全農インターナショナル香港 金築 道弘 

 

海運会社 

所属 出席者 

東海海運株式会社 清水 信昭 

 

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 りんご課長 福嶋  静 

一般社団法人青森県りんご輸出協会 理事長 丹代 金一 

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 

  

通訳 

有限会社運盈商事 鈴木 明達 
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資料１ 

2021年産の生育状況等について 

 

１ りんごの生育ステージ 

1月中旬以降、気温が高めに推移したことから、消雪日は 3 月 21 日と平年より 7日早

まりました。その後も気温が高めに推移したため、開花日及び満開日は 4～7日早まりま

した。 

 

 表１ りんごの生育ステージ (りんご研究所)                 

 

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 

 

3/30 
4/ 7 
早 7日 

 

5/ 3 
5/ 7 
早 4日 

 

5/ 8 
5/12 
早 4日 

 

5/13 
5/16 
早 1日 

 

ジョナゴールド 

 

 

 

本 年 
平 年 
平年差 

 

3/28 
4/ 5 
早 8日 

 

5/ 1 
5/ 7 
早 6日 

 

5/ 7 
5/11 
早 4日 

 

5/13 
5/16 
早 3日 

 

王 林 

 

 

 

 

本 年 
平 年 
平年差 

 

 

3/29 
4/ 6 
早 8日 

 

 

4/28 
5/ 5 
早 7日 

 

 

5/ 6 
5/11 
早 5日 

 

 

5/10 
5/15 
早 5日 

 

 

 

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、平年を上回って推移してきましたが、

高温、乾燥の影響で鈍化傾向を示し、9月 11 日では平年を下回る地域も見られ、果実の

大きさは平年並から平年をやや下回っています。 

 
 表２ ふじ果実肥大経過 (横経)                 

 

地 域 

 

調査日 

 

本年(cm) 

 

平年(cm) 

 

前年(cm) 

 

平年比(%) 

 

前年比(%) 

 

黒石 

 

 

 

7/ 1 
8/ 1 
9/11 

 

4.7 
6.5 
8.2 

 

4.2 
6.2 
8.0 

 

4.3 
6.6 
8.2 

 

112 
105 
103 

 

109 
 98 
100 
 

 

弘前 

 

 

 

7/ 1 
8/ 1 
9/11 

 

4.2 
6.1 
7.7 

 

4.0 
6.1 
8.0 

 

4.1 
6.3 
8.1 

 

105 
100 
96 

 

102 
97 
95 
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板柳 

 

 

 

 

7/ 1 
8/ 1 
9/11 

 

 

4.3 
6.4 
8.0 

 

 

4.0 
6.1 
8.0 

 

 

4.2 
6.1 
8.0 

 

 

108 
105 
100 

 

 

102 
105 
100 

 

 

３ 2021年産りんごの予想収穫量 

  予想収穫量は、前年対比 95パーセントの 44 万 1，300トンが見込まれています。 

 
 表３ 2021年産りんごの予想収穫量(2021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 

 

9,410 
2,270 
2,070 
1,900 
4,050 

 

216,400 
 43,100 
 44,500 
 36,100 
101,200 

 

224,400 
 47,700 
 41,000 
 36,500 
113,400 

 

 -8,000 
 -4,600 
  3,500 
   -400 
-12,200 

 

96 
90 
109 
99 
89 
 

 

計 

 

 

19,700 

 

 

441,300 

 

 

463,000 

 

 

-21,700 

 

 

95 

 

※1 結果樹面積は、りんご果樹課推定値 

※2 予想収穫量は、2021年 7月 27日～30 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、全般的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 
 

青森県観光国際戦略局国際経済課 

 

１ 輸出の現状 

  2020 年産りんごの輸出量は、販売関係者の皆様の御協力により約３万４千トンとな

り、平成 27 年産に次いて過去２番目に多い輸出量となりました。 

輸出量のうち台湾向けが約７割、香港向けが２割以上を占めており、両地域は重要な

輸出先となっています。 

台湾向けについては、2014年産以降、７年連続で２万トン以上の輸出が続いており、

香港向けについては、2020年産の輸出量は約９千トンで、2011 年産の 10倍以上に増加

しています。 

 

２ 輸出拡大に向けた取組 

  海外の皆様に安全・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

関係者が一丸となって次の取組を実施していきます。 

 

（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ています。   

  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ています。 

  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

しています。 

 

（２）販売対策 

  ①トキの販売が始まる 10 月から、マスメディアを活用した積極的なＰＲを実施し、

2021年産りんごの販売初期から切れ目なく消費拡大を図ります。 

  ②春節の需要にしっかり応えていくことを基本に、台湾では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、香港では赤系品種の需要拡大など

に関係団体と連携して取り組み、一層の輸出拡大を図ります。 

③東南アジアでは、試食宣伝等により青森りんごの品質・食味をＰＲし、贈答・高級

品としての認知度向上・ブランド定着を図ります。 

④国内外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。 
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資料３ 

令和３年度 青森りんご海外宣伝事業 

 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 

【台湾】 

１．「２０２１年青森りんご園イン台北」イベント開催 

２０２１年産青森りんごの台湾向け輸出が本格化するタイミングで、台北市内に青森りん

ご園を開設し新型コロナウイルスの影響からで日本を訪れることができない台湾消費者に摸

擬収穫体験をしてもらい青森りんごのシーズン到来を伝える。 

日  時 令和３年１０月９日（土）～１２月２６日（日） 

会  場 微風アトレ 4F イベントスペース 

内  容 台湾内にりんご園を再現し長期的に話題を提供し、青森りんごのイメージ

アップを図る。 

 ・りんごの樹７本設置し青森りんご園を再現 

 ・りんご展示コーナー（複数品種） 

 ・りんご疑似収穫体験（アトレお買い物レシートで先着） 

 ・試食、りんごがもらえるゲーム、SNS フォト投稿キャンペーン 

 ・期間中はテーマを設け週末イベント実施 

（10 月トキの収穫、11 月ふじ収穫、12 月クリスマス） 

  

 

 

 

 

 

     青森りんご園地を再現    りんご疑似収穫体験   ＳＮＳフォトブース 

 

２．青森りんご園イン台北 オープニングオンラインイベント 

日  時 令和３年１０月９日（土） 

会  場 台湾側：微風南山アトレ ／青森側：アスパム５階 

参加者 三村青森県知事、加川会長、ミスりんご 

内容 三村県知事、加川会長及びミスりんごによる青森りんご PR、クイズ大会、

新キャラクター紹介、SNS プロモーションへの誘導 

情報発信 

放送 

台湾会場での民視テレビによる取材を実施し当日ニュース番組で放映する 

YouTube ライブでイベントの模様を動画配信する 

 

 

 

 

 

オンラインで産地側から PR       台湾会場と繋いだクイズ大会など
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３．１０月出荷スタートから３月春節以降まで店頭での販売促進活動 

実施時期 令和３年１０月９日～令和４年３月 

内  容 百貨店、量販店及びハイパーマートなどあらゆる業

態において店頭での販促活動を展開する。 

（ポスター及び鮮度保持袋等を活用した販促活動） 

カルフール、愛賣、JASONS、大潤發、楓康超市等

において 400 店舗日実施 

 

４．台湾の量販店最大手 全聯（PXマート）での販促活動 

実施時期 令和３年１０月～令和４年３月 

内  容 台湾全土に 1,058 店舗展開する量販店最大手の

PX マートにおいて、青森りんごの販促ツールを

活用したディスプレイコンテストを実施する。 

また、同社が発行する消費者向け冊子で店頭か

ら青森りんごの情報を発信する。 

 

５．全家ファミリーマート（コンビニ）との連携 ※継続実施 

実施時期 令和３年１０月～令和４年３月 

場  所 台湾全土 ファミリーマート店舗 

内  容 台湾全土におよそ 3,800 店舗展開する店舗網を

活用した直接的なりんご取扱いの販促支援を実

施する 

・ギフトボックス、スティッカー制作協力

による販売支援 

・公式アプリ等での広告掲出による青森り

んごギフトボックス予約販売販促活動 

・全家 FamilyMart 公式 SNS での

情報発信 

 

６. 台湾メディアを活用した情報発信  

実施時期 令和３年１０月～令和４年３月以降 

場  所 台湾テレビ及び WEB（台湾全土） 

内  容 （１）リモート表敬、ニュース報道 

 表敬日時：令和３年１０月６日（水） 

台湾テレビ局民視にリモートで表敬訪

問し、青森りんご贈呈式と PR を実施し、

その模様をニュース報道で取り上げ情

報発信する。 

また、１０月９日開催する「青森りんご園イ

ン台北」の模様を報道し青森りんごの旬の時

期が到来したことを情報発信する。 
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（２）テレビ番組「医学大連盟」での青森りんご取上げ 

 放送日：令和３年１０月２５日（月） 

  人気医学情報バラエティ番組でりんごを取上

げ健康への有用性や赤ちゃんにも優しい安心

安全な果物を印象付ける情報を発信する。 

放送内容 

・青森りんごの季節到来、産地 PR メッセージ 

・旬の品種、甘くジューシーな「トキ」紹介 

・ママになった女性司会者バイジャチさんにり

んごプレゼント。 

「是非赤ちゃんの離乳食にりんごを！」 

参考：昨年同時間帯バラエティ番組部門で視聴率第 1 位 推定視聴数約 104 万人 

 

（３）その他テレビ媒体を活用した情報発信 

・三村県知事とミスりんご出演によるテレビ CM 放映 

 ※10 月～青森県がトキ ver.を独自事業として実施 

・その他テレビ番組等を活用した情報発信 

中生種から主力サンふじに切り替わる前

後も、青森りんごについての話題を発信

するためメディア（テレビ、WEB 等）を

活用し継続的に情報投下を行う 

 

 

７．SNS等のウェブを活用した情報発信 

実施時期 令和３年１０月～令和４年３月 

場  所 台湾向け WEB・SNS 上、店頭プロモーションとの連動 

内  容 ・FB、インスタグラム上において青森りんごを使用した写真

投稿を募り青森りんごが当たるキャンペーンを展開 

・青森りんご園イン台北イベントと連動し新たなフォロ

ワーを獲得しファン層（購買層）拡大を図る 

・情報発信力のあるインフルエンサーによる情報拡散 

・栄養に関するトピックを情報発信し、りんごが健康維持に役

立つイメージ発信によりりんごを食べる機会の拡大を図る 
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８．台湾医療関係者、児童福祉施設等へのりんご寄贈 PR 

実施時期 令和３年１１月～ 

内  容 台湾全土にネットワークを持つ台湾ロータリー

クラブを通じて台湾の医療従事者等への青森り

んご PR を展開する。 

また、これまで継続的に実施してきている児童

福祉施設へのりんご寄贈ＰＲを合わせて実施し

青森りんごの情報発信を行う。 

 

 

９．テレビ番組「美鳳有約」での青森りんご情報発信 

実施時期 令和３年１２月～ 

場  所 台湾全土（テレビ地上波及び動画サイト YOUTUBE） 

内  容 ・人気タレント陳美鳳さんによるテレビ番組「美鳳有約」での情報発信  

 

 

 

 

 

 

 

【香港】 

１. 百貨店及び量販店等の店頭での販売促進活動 

実施時期 令和３年１１月～令和４年２月 

内  容 現地マネキンや売場販促資材を活用した宣伝会 

鮮度保持袋などの販促資材を活用した PR 販促活動。 

 

【販促実施店舗】 

 イオン香港、一田百貨（YATA）、パークンショップ 

 DCH マート ※購入者対象サンプリング配布等 

 延べ約 350 営業日で販促活動を展開 

 

２. メディアを活用した情報発信 PR ※現在企画提案中 

実施時期 令和３年１１月～令和４年３月 

内  容 ・メディア記者を集めたメディアカンファレンス開催 

・SNS（インスタグラム）を中心とした情報発信 

情報発信力のあるインフルエンサー起用

し健康機能性等について情報拡散する 

・店頭販促と連動したプロモーションなど 

 



2021年りんご輸出における海運環境
•中国発の貨物の増加

•中国の貨物増加に対応するため、中国寄港船の増加

•日本寄港船の減少

•コロナ感染症よる労働者不足における荷役効率の低下

•本船スケジュールの乱れ

•輸出先より返却されないコンテナ

•運賃の高騰


