
2022年度台湾香港青森りんご友の会発言録 

 

日時：2022年 10月 6日（木）午後 3時 00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 

産地側挨拶：青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人 

・2021 年産の本県産りんごは収穫量が平年と比べ少

ない年であったにもかかわらず、台湾へ約 2万トン

強、香港へ 9千トン近くが出荷され、累計で 3万ト

ンを越えた。 

・輸出額については 142億円と過去最も好調であった

2015年に並ぶ実績であった。 

・ひとえに台湾香港青森りんご友の会の皆様の力添え

があってのことであり改めて御礼申し上げる。 

・今年産りんごは 8月の豪雨による被害が若干あったものの着果量、肥大ともに順調で

あり、平年以上の収量が見込まれている。 

・今年産もさらに多くのりんごを台湾、香港の皆様に食べていただけるよう、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。 

 

青森県挨拶：青森県知事 三村申吾 様 

・先月発生した台湾の台東県を震源とする地震では、

花蓮県を中心に大きな被害があったと伺っており、

心を痛めている。被災された方々に心よりお見舞い

申し上げ一日も早い復興を願っている。 

・「台湾青森りんご友の会」並びに「香港青森りんご友

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する。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年に続き、今年もリモートでの開催とな

り、皆様を青森県でお迎えすることが叶わず大変残念に思っている。 

・皆様には、世界各国のりんごが流通する中、美味しさや品質の高さから青森りんごを

選んでくださり、台湾及び香港における青森りんごの輸入・販売に多大なる御尽力を

賜り、厚く御礼申し上げる。 

・昨年産りんごについては、気象の影響を受けて全国的に生産量が少なく、また、産地

価格が大幅な高値で推移する難しい販売環境にありながらも、輸出量は 5 年連続の 3

万トン台、輸出額は約 142億円と 8年連続の 100億円台となった。 

・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皆様の御尽力の賜であり、

改めて御礼申し上げる。 



・本年産の青森りんごは、順調に生育し、出来秋を迎えていますが、品質・食味ともに

申し分ない仕上がりとなっており、予想収穫量は昨年産を 6 パーセント上回る約 44

万トンと、平年並を確保できる見通しとなっている。 

・台湾においては、10月下旬に台北市において PRイベントを開催し、青森りんごの変

わらぬ美味しさを、消費者の皆様にお伝えすることとしている。 

・香港においては、香港貿易発展局と締結した経済交流の促進に向けた覚書をもとに、

りんごをはじめとした両地域の貿易や投資の一層の拡大に向け、様々な取組を進めて

いく。 

・これからも引き続き、自信と誇りを持って、美味しい青森りんごをお届けしますので、

関係者の皆様には、青森りんごの販売促進に一層の御支援と御協力をお願いする。 

・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、本日御参会の皆様

の御健勝、御活躍をお祈り申し上げ挨拶とします。 

 

台湾側挨拶：全青股份有限公司 総経理 陳清福 様 

 ・三村知事、加川会長はじめ本日ご参集の皆様、こ

んにちは。毎年開催される本会議にお呼びいただ

き感謝申し上げる。また、友の会代表として挨拶

差し上げることに対して大変光栄に感じていま

す。 

 ・コロナウイルスがまん延したこの 3年間で台湾内のマーケットに大きな変化が 3つ

あった。コロナによる病気自体の影響、物価上昇、そして消費者意識の変化である。 

 ・南半球チリ産リンゴの農薬基準での不合格率が高く、コンテナごとの検査体制が強

化された。多数の不合格品がチリに返品されたことにより、チリ産輸入量全体が大

幅に減少した。 

 ・南アフリカ産リンゴは 5月 3日付で輸入禁止となった。従前から台湾政府が全ての

パッキングに対しシール添付を求めていたが実施されておらず、禁止措置に至った。

その後 8月 16日まで輸入停止の状態が続いた。 

 ・ニュージー産リンゴについては、台湾内の 5～8 月の不景気に影響され販売が不調

であった。他国産リンゴの販売は総じて悪い状況が続いていた。 

 ・世界的な物価高により台湾内でも消費動向に大きな変化があった。 

 ・これまでの日本と台湾が築いてきた関係を維持しながら、双方が協力し合う形でり

んご販売にあたればもっと良い販売環境が構築できると感じている。 

  お互いが想い合う価格で販売することで出荷促進向けた体制ができるのではない

か。 

 ・昨日トキが入荷し、本日から本格的な販売を行っていく。 

  今日の情報交換会を皮切りに今年産の青森りんごの販売スタートが良い形ででき

ればと願っている。ありがとうございます。 

 

【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 松江利英 課長代理 

（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 工藤泰正 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 

 

台湾市場情勢説明１：元霖實業有限公司 李 昭志 氏 

  ・先ほどの全青股份有限公司の陳清福様の説明にもあったように、コロナまん延以降

の消費動向は大きく変化しているように感じている。 

  ・今年の中秋節が早かったため日本産ブドウやモモの販売が伸びると見込んでいたが、

モモの品質が良くなかったほか、虫が見つかり燻蒸に係る手間などが発生したこと

で順調な販売とならなかった。 

  ・虫が見つかる事例がかなり多く、それに応じて検査体制が厳しくなっている。 

  ・米国産ブドウは品質の良いものは、通常 1,600～1,700 ドルで販売できるが品質が

悪いものについては 600ドル程度まで価格が下落する。 

  ・台湾での果物販売は両極化しており、品質の良いものは高くても販売できるが逆に

品質が悪いと評価されると価格を安くしないと全く販売できない。 

  ・先ほどの産地からの資料説明によると、今年産りんごは天候に恵まれ品質も良く、

生産量が多いとのことで非常に期待している。 

   しっかり良品を出荷していただければ台湾での販売に期待が持てるのではないだ

ろうか。 

  ・為替の影響により青森りんご輸入に関しては追い風のようであるが、先行きは不透

明なため注視していく必要があるだろう。 

  ・様々な概況を話したが、結論は品質の良いりんごをしっかり出荷していただくこと

に尽きる。台湾香港の消費地側では品質の良いりんごを高値で販売することで、継

続的な注文を行い出荷促進に貢献し、産地消費地共にウィンウィンの関係を築ける

と思っている。 

 

台湾市場情勢説明２：日豪貿易有限公司 黄 吉利 氏 

  ・台湾での青森りんごの消費動向やプロモーション

等についてお話ししたいと思う。 

  ・ここ 3年間で台湾は経済的に疲弊しているが、こ

れからようやく経済の活発化が見込まれ、観光客

流入により消費全体の見通しが明るくなってい

くと期待している。 

  ・為替の影響により、今後も輸入果実は日本産に比重が傾いていくと考えられる。 

   ただし、為替の動きは予測不能なので動向をしっかり見極めながら商売していきたい。 

  ・今現在は輸入優勢なので、今後は青森りんごの仕入れが主力になっていけばと期待

している。 

  ・今年（来年）の春節は 1 月 20 日前後と早いタイミングである中、仕入れ期間の短

さや船便の入港日程の不安定さの要素があり、台湾香港の輸入業者においてはある

意味、挑戦しなければならない年であるといえる。 

  ・ここ何年かで感じたことは、青森県りんご対策協議会の施策によって台湾の大きな

量販店から小規模スーパーマーケットやコンビニまで幅広く青森りんごの展開が



浸透してきていることである。 

   あらゆる業態で青森りんごを見かけること自体が、他産地他品目にはない一番効果

的なプロモーションであると感じている。 

  ・また、りんごの健康機能性等について、様々な媒体を活用し地道に施策を継続する

ことで消費者に認知されてきたことが実を結んでいると評価している。 

   我々台湾業者のりんご販売に対して大きな後押しとなっている。 

  ・現在主力の品種以外にも新しい品種を紹介できれば、一層の展開が期待できる。 

 

香港市場情勢説明：香港金久有限公司 山本 和樹 氏  

  ・8 月の豪雨災害に合われた産地の方々にお見舞い

申し上げる。 

  ・香港では従来から王林の販売が中心であり、名月

やトキの販売も増えてきているものの今後も継

続して王林を主力とした展開となっていくだろ

う。 

  ・王林の食味が香港消費者に評価されていることだけではなく、保存性の高さが大き

な理由である。 

  ・2020 年産からスマートフレッシュ処理された王林の出荷量が増えたことや黒星病

の影響も少ないこと、2021 年産の品質が非常に良かったことがここ 2 年の香港出

荷の好調の理由である。 

  ・2021 年産は生産量が少なく応じて取扱量も抑える形となったため価格の乱高下が

無く安定した販売ができた。価格が安定していたことにより、中間業者や卸売業者

も取扱いしやすかった為、輸出量増加として結果に表れている。 

  ・弊社においては、産地関係団体の協力のもと 2021 年産青森りんごは 960 トン（う

ち 9 割が王林）を取扱うことができたこと、この場をお借りしてお礼申し上げる。 

  ・昨年の情報交換会でお約束した目標数字を達成することができ喜ばしく思っている。 

  ・香港へは 5月～6月下旬まで安定的な輸出が可能である。引き続き、品質が保たれ

安定した価格での出荷、そして特に長期保存に適したスマートフレッシュ処理され

た王林の出荷対応などを実施いただければ数字はついてくると考えている。 

  ・これまでの経緯と現状は非常にいい販売環境であるが、今後の懸念事項は従前から

山形県、長野県のシャインマスカットの取扱いがあるなか、今年は中国の雲南省産

が大量に輸入され、日系スーパーはじめ果専店等でも陳列されており存在感を増し

ている状況にある。 

   この状況が来年以降も続いていくような勢いを感じており、今後日本産シャインマ

スカット販売に大きな影響が出ると思われる。 

  ・りんごについては、既に 30 年以上前から中国山東省産ふじが香港市場で販売され

続けており、それが日本産ふじの販売に大きな影響を与えている。 

   前述のシャインマスカットのような状況が王林やその他品種で起こると、他国間競

争、安定価格の点で大きな障壁になるため注意いただきたい。 

   国や県が主導となり王林等の苗木が海外に持ち込まれることが無いよう今一度、管

理体制を確認していただき対策を講じていただきたい。 

   これまでの販売拡大の施策を無駄にしない為にも重ねてお願いしたい。 



  ・弊社は 30 年ほど前に香港で設立した主に漬物を取り扱う商社である。りんごにつ

いては、素人から始めて産地の皆様にご指導いただきながら香港シェア 10％に拡

大展開できている。今後も引き続きご支援いただくようお願い申し上げる。 

 

青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人 

  ・香港におけるシャインマスカット販売、日本産と中国産の価格差はいかほどか 

  ・日本産ふじと中国山東省のふじでは、着色はじめ品質に大きな差があると思うが、

それであっても日本産りんごの販売に影響があり、今後の赤系りんご販売の見通し

としては難しいのか。 

香港金久 山本氏 

  ・マスカットは時期により出荷量が異なるため価格が変動するが、需要期である 9月

中秋節だと 1房 220～240HK＄、韓国産は 180HK＄であった。 

   韓国産との価格差がほぼなかったため、圧倒的に日本産を選ばれる消費者が多かっ

た。そして中国雲南省のシャインマスカットが出回り始め 50～60HK＄で販売され、

ここまで価格差があると食味や品質の差を差し置いても消費者の支持を獲得でき

ており主力商品として確立しつつある。 

  ・日本産ふじは 20HK$、中国産は 4HK$で販売されており、購買層自体が異なると考え

る。従来から香港ではりんごを家庭消費用として購入するため、着色等の外観を重

視しない傾向にある。（小傷など品質に関わる部分は気にするが） 

青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人 

  ・ふじに限らず赤系品種全般で同じ考え方か 

香港金久 山本氏 

  ・現状、中国産シナノスイートはないので販売できる。ジョナゴールドは元来日本産

の品種ではないので、日本産にこだわらない意識が香港内には少なからずあるので

日本産ジョナゴールドは差別化しづらく、消費者も店頭で購入に逡巡する場面があ

る。 

  ・日本産で赤系、美味しければもちろん売れる。長野県産りんごの目新しい品種も香

港の嗜好に合い販売好調である。ふじ以外の新しい品種で香港消費者の食味評価が

高ければ売れていくと思われる。 

青森県りんご対策協議会 会長 加川雅人 

  ・シナノスイートはスマートフレッシュ処理をすれば 7～8 月までしっかり品質を保

持して販売できる。 

香港金久 山本氏 

  ・産地側からのお見積りをお待ちしている。 

青森県りんご対策協議会 専務理事 森山博幸 

  ・今年産りんごは王林含め大玉傾向である。例年 46

玉サイズの注文が主力となっているが、大玉サイ

ズの出荷にシフトすると想定され販売に影響は

あるか。 

香港金久 山本氏 

  ・もともと 2016年頃は 40玉サイズの販売が主力であった。そして 2018年から 2020

年まで日本円為替レートが安定していたため、単価で販売しやすい 46 玉サイズ



（10HK$前後）を中心に展開していたという理由であり、46玉サイズが香港消費者

に特別好まれるサイズ感であるというわけではない。 

   まだ具体的な価格はわからないが、為替と生産状況に応じお値打ち価格で販売でき

れば 40玉サイズが中心となる展開となるだろう。 

総括（青森県りんご対策協議会 副会長 雪田 徹） 

  ・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 4年産青森りんごも台湾向け 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 
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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 

元霖實業有限公司 李 昭志 

馥農企業股份有限公司 李 婉禎 

台灣新果國際有限公司 粘 馨尹 

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 

三溢水果行 黄 泰綸 

宏興水果行 劉 美珍 

家福股份有限公司 鄭 載馨 

家福股份有限公司 林 宛怡 

  

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 

大昌貿易行 本田  準 

全農インターナショナル香港 金築 道弘 

 

通訳 

有限会社運盈商事 鈴木 明達 
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青森側                               ※敬称略 

 

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 工藤 泰正 

青森県農林水産部りんご果樹課 課長代理（リモート出席） 松江 利英 

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 雪田  徹 

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 大場  勉 

青森県りんご商業協同組合連合会 会長 髙木  登 

青森県りんご商業協同組合連合会 常務 佐々木隆彦 

一般社団法人青森県りんご輸出協会 理事長 丹代 金一 

弘果弘前中央青果株式会社 代表取締役社長 葛西 静男 

弘果りんご連絡協議会 会長 須藤 惠司 

株式会社五所川原中央青果 代表取締役社長 木村 吉幸 

津軽りんご市場連絡協議会 会長 葛西 直人 

全国農業協同組合連合会青森県本部 りんご部長 川村 浩史 
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資料１ 

２０２２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 

１ りんごの生育ステージ 

  ３月の気温がやや高めだったことから、ふじの発芽日は１日早まりました。その後、

４月下旬の好天もあり、生育は平年よりも進んだままで推移し、開花日は各品種とも

８～１０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（黒石市） 

品種 年次 発芽日 開花日 満開日 落花日 

ふじ 

本年 4 月 6 日 4 月 29 日 5 月 6 日 5 月 9 日 

平年 4月 7 日 5月 7 日 5月 12 日 5月 16 日 

前年 3月 30 日 5月 3 日 5月 8 日 5月 13 日 

ジョナゴールド 

本年 4 月 2 日 4 月 27 日 5 月 5 日 5 月 8 日 

平年 4月 5 日 5月 7 日 5月 11 日 5月 16 日 

前年 3月 28 日 5月 1 日 5月 7 日 5月 13 日 

王林 

本年 4 月 4 日 4 月 27 日 5 月 4 日 5 月 7 日 

平年 4月 6 日 5月 5 日 5月 11 日 5月 15 日 

前年 3月 29 日 4月 28 日 5月 6 日 5月 10 日 

※平年：2001年から 2020年までの 20か年平均 

 

 

２ 果実の肥大状況 

  果実肥大は、４月から５月の日照時間が多く、気温も高かったことから、開花が平年

より早まり、６月１日では平年を大きく上回りました。その後の気温も高く、雨量も多

かったため、９月１日では平年並から平年を上回っています。 

表２ りんご果実肥大経過（横経）  りんご研究所（黒石市） 

品  種 調査日 本年(cm) 平年(cm) 前年(cm) 平年比(%) 前年比(%) 

ふじ 

6月 1 日 2.5 1.6 2.1 156  119  

7月 1 日 4.8 4.2 4.7 114  102  

8月 1 日 6.8 6.2 6.5 110  105  

9月 1 日 8.1 7.7 7.9 105  103  

つがる 

6月 1 日 2.5 1.9 2.2 132  114  

7月 1 日 5.2 4.7 5.2 111  100  

8月 1 日 7.6 7.1 7.4 107  103  

9月 1 日 8.9 8.5 8.8 105  101  

ジョナゴールド 

6月 1 日 2.8 2.0 2.5 140  112  

7月 1 日 5.2 4.9 5.5 106  95  

8月 1 日 7.3 7.0 7.4 104  99  

9月 1 日 8.5 8.4 8.6 101  99  

※平年：2001年から 2020年までの 20か年平均 
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３ ２０２２年産りんごの予想収穫量 

「２０２２年産の予想収穫量」について、着果量、果実肥大とも、平年を上回っている

ことから、予想収穫量は、前年対比１０６パーセントの４４万２００トンが見込まれて

います。 

表３ ２０２２産りんごの予想収穫量（2022年 8 月 15 日現在） 

品種 
結果樹面積 予想収穫量 前年収穫量 減収量 前年対比 

（ha） （ｔ） （ｔ） (ｔ) （％） 

ふじ 9,370 214,400 199,500 3,900 107 

つがる 2,260 44,200 41,100 800 108 

王林 2,050 43,300 40,200 800 108 

ジョナゴールド 1,880 39,900 35,200 700 113 

その他 4,040 98,400 99,700 1,800 99 

計 19,600 440,200 415,700 8,000 106 

※１ 結果樹面積は、Ｒ４暫定値 

※２ 前年収穫量は、国公表の実績値 

 

 

４ 病害虫の発生状況 

  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。 

 

 

５ 気象災害（台風）の状況 

  今年は、８月３日に加え８月９日からの記録的な大雨により、岩木川河川区域の多く

のりんご園地が冠水したところですが、果実の肥大が良好で結実量も多いため、収穫量

全体への大きな影響はないものと考えられます。 
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資料２ 

 

青森県観光国際戦略局国際経済課 

 

りんご輸出拡大に向けた青森県の取組について 
 

１ ２０２１年産りんごの輸出状況 

  ２０２１年産りんごは、収穫量が少なく、産地市場価格が大幅な高値となり、輸出拡大

には難しい年でしたが、販売関係者の皆様の御協力により、輸出量は３万５４５トンと

なり、５年連続で３万トンを上回ることができました。 

輸出量のうち台湾向けが６７％、香港向けが２８％で合計９５％を占めており、両地域

は重要な輸出先となっています。 

台湾については、２０１４年産以降、８年連続で２万トン以上の輸出が続いており、香

港については、２０２１年産の輸出量は約８千６百トンで、この１０年で約７倍に輸出量

が増加しています。 

  【りんご輸出量】                      （単位：トン、％） 

年産 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

全体数量 14,898 19,889 30,115 36,304 27,558 33,150 32,750 31,772 34,432 30,545 

台湾向け

数量 

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) 

23,953 

(69.6) 

20,312 

(66.5) 

香港向け

数量 

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) 

8,894 

(25.8) 

8,586 

(28.1) 

    注：（ ）は輸出量全体に占める割合 

 

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、関係者が一丸

となって取り組んでいます。 

（１）生産・流通対策 

以下の取組について徹底を図っています。 

  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の徹底 

  ②「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の徹底 

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

（２）販売対策 

①春節の需要にしっかり応えていくことを基本に、台湾では春節以外の需用喚起やコン

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

と連携して取り組んでいきます。 

  ②台湾では、１０月２３日に大葉高島屋において青森りんごＰＲイベントを開催し、知

事がリモート出演するほか、１２月には３年ぶりに現地に渡航してのトップセールス

を行う計画であり、関係団体とも連携して切れ目なく消費拡大を図ります。 
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資料３ 

2022年度海外における青森りんごプロモーションについて 

 

一般社団法人青森県りんご対策協議会 

【台湾】 

（1）販促活動 

①10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 2022年 10 月～2023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 

 

②販売促進資材の活用 

実施日時 2022年 10 月～ 

内  容 日本青森りんごの高品質、味の良さを印象付けるため鮮度感の

ある統一イメージでの販促ツールを作成し、店頭販促等で広域

的に活用し PRする。 

 

③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 2021年 10 月末～2022年 3月 

内  容 台湾全土に 1,100店舗以上展開する量販店最大手の PXマ

ートにおいて、オンラインショッピング「PX-GO」と連動

した販促活動を展開する。 

りんご購入者対象特典、同サイトでのバナー、特設ペー

ジによる PR告知による情報発信を行う。 

告知媒体：PX PAY及び PX GO公式サイトバナー、 

     PX TV（店頭モニター）、全聯生活誌（会員向

け会報誌）、公式 Facebook、LINEなど 

 

④遠東百貨店での販促プロモーション（新規展開） 

実施時期 2022年 11 月～2023年 2月 

内  容 台湾の遠東グループ（遠東百貨、SOGO、CITY SUPER等運営）と連携し、台湾全域に

展開する CITY SUPERでの試食宣伝会、12月ステージイベント開催による春節需要

に向けた情報発信 

・店頭での試食宣伝会 

・集客イベント開催 

・メディア取材による情報発信 

・遠東百貨 SNSからの情報発信 
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⑤全家ファミリーマート（コンビニ）との連携プロモーション 

実施時期 2022年 10 月～通年 

場  所 台湾全土 ファミリーマート店舗 

内  容 台湾全土に約 4,000 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 

・青森蘋果オリジナルギフトボックス販売支援 

・店頭モニター設置店での動画広告 

・公式アプリ等での広告掲出 

・全家 FamilyMart 公式 SNSでの情報発信 

 インフルエンサーによる記事投稿 

 

 

（2）情報発信（PRイベント） 

①2022年青森蘋果トキ出荷スタート イベント開催 

日  時 2022年 10月 8日（土）午後３時～（台湾時間） 

2022年 10月 23日（日）午後５時～（ 〃 ） 

 ※23 日は三村青森県知事及びミスりんごがオンライン出演 

会  場 台湾：大葉高島屋 地下１階中央広場 

内  容 青森りんごの樹（造木）を設置した特設イベント会場で、収穫体験や試食会、

クイズ大会等を実施し、青森りんごの出荷スタートを大々的に PRする。 

情報発信 會場での民視テレビによる取材を実施しニュース番組で放映する。 

 

 

 

 

 

 

 

②12月台湾プロモーションキャンペーン 

日  時 2022年 12 月 14日（木）～12月 19日（月） 

実施内容 春節前の需要期に向けて台湾を訪問し、週末客数の多

い台北市内の量販店において本会役員及びミスりんご

による PR販促会等を開催 

・集客スペース PRイベント及び店頭試食会 

・行政機関訪問による協力要請 

・テレビ局等メディア表敬訪問（情報発信） 

・台湾青森りんご友の会との情報交換会 

・児童施設等での PR情報発信など 
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③台湾メディアを活用した情報発信  

実施時期 2022年 10 月～2023年 3月以降 

場  所 台湾テレビ及び WEB（台湾全土） 

内  容 （1）テレビ CM放映による情報発信 

・三村県知事とミスりんご出演によるテレビ

CM放映（10月～12月） 

・SNSでの CM拡散施策、WEB広告による拡散 

 （年内～春節以降まで継続的に発信） 

（2）WEBニュース、情報系媒体での情報発信 

 ・出荷シーズンにあわせた記事広告 

 ・ 〃 バナー広告 

 ・読者対象のプレゼントキャンペーン等 

 

（3）テレビ番組による情報発信「美鳳有約」  

主力サンふじへの切り替わり前後も、青森り

んごの話題を発信するためメディア（テレビ、

WEB等）を活用した継続的な情報投下 
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【香港】 

（1）販促活動 

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 2022年 11 月～2023年 2月 

内  容 現地マネキンや売場販促資材を活用した試食宣伝会 

【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 マート等 延べ約 250営業日 

※今年度は対象企業を拡大 CITY SUPERで展開 

 

（2）情報発信（PRイベント） 

①2月香港プロモーションキャンペーン 

実施時期 2023年 1月 31日（火）～2月 6日（月） 

内  容 春節以降の需要維持拡大のため香港を訪問、香港量

販店において本会役員及びミスりんごによる PR 販

促会等を開催する 

・集客スペース PRイベント及び店頭試食会 

・イベントへのメディア取材による情報発信 

 

②SNSキャンペーン展開 

実施時期 2022年 10 月～2023年 12月 

内  容 （1）青森りんごキャンペーン開催 

香港内の量販店での青森りんご購入者を対象としたキャ

ンペーン展開を実施 

 ・公式 SNS フォロワー対象者にりんご他景品が当たるキャン

ペーン 

 ・複数 SNS 媒体でのキャンペーン広告（JAL等） 

 ・量販店頭でのチラシ、ポスター掲示（SNSへの誘導） 

（2）SNSを活用したランディングページ制作 

 公式 Facebook及び Instagramにおいて、香港現地

対応の情報発信を随時行い、春節以降も継続的な

需要維持拡大を図る。 

 

 


