
平成31年度全国特産品流通拠点化推進事業 

（ハブ機能認知向上事業） 

応募〆切：2019/12/26（木） 

シンガポール・香港向け 
北九州市商談会募集要項 
商談会開催日：2020/1/30（木） 

主催：沖縄県/（株）ANA Cargo/ヤマト運輸（株） 
協力：福岡県/北九州市 
運営：㈱ライヴス 



平成31年度全国特産品流通拠点化推進事業 

■本事業について 

本事業では沖縄国際物流ハブを活用し、アジア圏への生鮮品等の高速
輸送等の活用促進やPRを目的としております。 
国内のサプライヤーの方、海外バイヤーの方に沖縄国際物流ハブのメ
リットを感じてもらうためには「鮮度維持」「小口配送」「リードタ
イムの短縮」等、輸送手段を付加価値とした取組が有効であると考え
られます。 
日本全国の産品を鮮度を保ったまま輸出し、アジアの消費者へ、日本
の旬の食材を知ってもらい、生産者の海外進出や売上拡大を支援いた
します。 

■沖縄県国際物流ハブとは？  

「沖縄国際物流ハブ」とは琉球王国時代
沖縄は海洋交易国家として、日本や韓国
、中国、東南アジア諸国と交易・中継貿
易を行い、「万国の津梁（＝世界の架け
橋）」としての役割を担い、繁栄してき
ました。 
 アジアの急速な経済発展に伴い、沖縄
の地理的優位性がふたたび注目されてい
ます。沖縄は日本の中では最西端にあり
ますが、東アジアの主要都市に飛行4時間
圏内で結ぶ位置にあり、いわば20億人の
巨大マーケットの中心 に存在します。 
この近接する強みを活かし、那覇空港において、2009年に「沖縄貨物
ハブ」が開始されました。 
 24時間稼働する那覇空港を基点とした、日本とアジアの主要都市を
結ぶ航空貨物便ネットワークにより、日本を含むアジア主要都市を深夜
に出発、翌早朝に目的地に到着する「高速物流」を実現しています。 
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【シンガポール】 
バイヤー①：RE&S Enterprises Pte Ltd  
日本食品を中心としたレストラン・小売店舗の運営等を手掛ける。一般的な家族向けから
ハイエンド向けの高級店まで多岐にわたっており約73店舗展開。 
対象商品：生鮮品、一部加工品。 

 

バイヤー②：WAGO Singapore pte ltd 
アセアン向けに農産品（一部加工品）の輸入、テストマーケティング、飲食店向け卸など
を行っている。 
対象商品：生鮮品、一部加工品 

 
バイヤー③：沖縄トレーディング株式会社 
2016年9月からANA貨物ハブの施設を利用し、沖縄県産を含む畜産物・水産物・農産物・
酒類・加工食品を輸出。2016年からシンガポール、2017年からマレーシアへの輸出を開
始し、2019年には香港へも初輸出をしました。顧客のニーズをとらえ細目にヒアリング
を行い、更なる輸出量増加に繋げております。 
対象商品：生鮮品、加工品 

■アジア圏における日本産品の有望な市場のシンガポール、香港、 
 より有力バイヤーを招聘した商談マッチングです。 
 
■商談会参加のための書類作成支援、輸出入可否確認、通訳の手配 
 などを行いますので海外展開に取り組んだことのない方も安心し  
 てご参加頂けます！ 
 

海外バイヤーとの商談会機会 

【香港】 
バイヤー①：株式会社ドン・キホーテ 
香港1店舗、シンガポール5店舗とアジア圏での店舗展開を行っているドン・キホーテ。
海外での店舗でも加工品のみならず、野菜、魚、肉などの生鮮品を扱っており、日本と
変わらない商品構成とローカライズにより、現地での売り上げを伸ばしている。 
対象商品：生鮮品、加工品 

 
バイヤー②：日中物産合同会社 
日本産品の輸出、商品開発、テストマーケティングなどを手掛けており、シンガポール
、香港、中国、マレーシアなどアジアへの輸出、商品販売、卸を行っている。その他、
日本企業の展示会出展など海外進出をサポートしている。 
対象商品：生鮮品、一部加工品 

※その他バイヤーも招聘予定です。 
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ヤマト運輸株式会社と株式会社ANA Cargoが連携し、配送時間、
コスト、輸送温度帯などを考慮した、沖縄県までの物流や海外まで
の効率のよい、輸送方法をご提案致します！ 

沖
縄 

加工 

支援②：物流・加工等のアレンジをご提案！ 

他会場での様子 

商談会当日はバイヤーが座る商談テーブルを、事前に設定したスケジ
ュールに沿って回って頂く形になります。 
当日は電子レンジ、電磁調理器、ポットなどを用意いたしますので、
必要に応じて試食の準備を行って頂きます。 
 



平成31年度全国特産品流通拠点化推進事業 

概要内容 

■日時：2020年1月30日（木） 
■時間：10:00~17:00 ※ 事前に商談時間を設定いたします。 
■会場：AIMビル 8階 KIPROホール 
    北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 
    JR小倉駅・モノレール小倉駅よりペデストリアンデッキ 
    （動く歩道）で徒歩5分 
■費用：参加無料 
■持物：試食用サンプル、商品案内パンフレット  

1．国内商談会について 

沖縄国際物流ハブPR事業では日本全国の産品の海外進出を支援するため、国内
へシンガポールと香港のバイヤーを招聘し、商談会を開催致します。 
シンガポール、香港を対象として、 
これから海外進出に取り組みたい方や海外での取引額を増やしたい方などに 
参加して頂けるよう、バイヤー招聘や商談後のフォローを行って参ります。 

応募要件 

①シンガポール・香港への輸入が可能な商品であること。 

②輸出のための情報収集や出展にかかるアンケート調査への回答にご協力 

 いただける方。 

③北九州空港を活用しての輸出が出来る方。 

募集 
予定数 

・１０~２０社ほどを選定予定です。 

※バイヤーとのマッチングの結果、商談いただけない場合があります。 

・ご応募頂いた書類をバイヤーへ提供し、事前に興味のある商品などを 

 ヒアリングし、事前にマッチングいたします。 

対象商品 

■生鮮品 

例＞果実、野菜、魚介類全般 

■加工品 

例＞日本酒、ワイン、野菜加工品、魚介加工品など。 

※シンガポール、香港への輸入規制対象商品を除く。 

応募方法 

応募書類と商品情報シートを記入の上、ご返信をお願いいたします。 

※輸入規制についてご不明な場合は事務局へお問い合わせください。 

■書類締切：2019年12月26日（木）15:00 

■応募/問合せ先：沖縄国際物流ハブ事業運営事務局 

            電話：03-5792-4408 

                       MAIL：okinaha-hub@lives.ne.jp」 

              担当：海沼（かいぬま）、安川、黒岩 
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2．シンガポール向け輸入規制について① 

＜輸入停止品目とエリア＞ 

○エリア：福島県 

○品 目：水産物、林産物（キノコ類(野生・栽培)、野生ベリー、野生イノシシ肉等を含む 

     森林で収穫されたもの） 

○エリア：福島県南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

○品 目：全食品及び農産品 

＜その他の輸入禁止品目＞ 

・チューインガム（薬用を除く） 
・ビー玉が入っているラムネ 
・殻なし冷蔵カキ、冷蔵ザル貝（トリ貝）、調理済み冷蔵エビ・小エビ、冷蔵カニ肉 
・原乳 

下記に当てはまる商品は輸入規制の対象となります。 

また、一部商品は輸入のために特定の書類による検査などを受けて頂く必要が
ございます。 

＜分析レポートなど、追加資料の提出がある品目＞ 

・清涼飲料水、ボトル詰めミネラルウォーター、飲料水  
・月餅 
・調味料（醤油、オイスターソース、牡蠣を原料とするソース） 
 ※MCPD(3-モノクロロプロパン)の分析レポートなど 
・鶏卵 

＜牛肉関連について＞ 

SFAが認定した食品事業所（と畜場、食肉処理場、食品加工工場等）から、認定された製品
のみを輸入することができます。 
※食肉製品とは、原料に含まれる食肉が牛肉または豚肉のみであり、5％以上含まれている製品 
※牛肉・豚肉製品とは、原料に含まれる食肉が牛肉（豚肉）のみであり、5％以上含まれている製品 
 
●認定施設：牛肉（冷凍・冷蔵）/ 牛肉製品 （下記9道県計15ヵ所 2019年5月29日更新） 

・北海道：北海道畜産公社道東事業所十勝工場十勝総合食肉流通センター 

・岩手県：株式会社いわちく 

・群馬県：群馬県食肉卸売市場 

・岐阜県：飛騨食肉センター、飛騨ミート農業協同組合連合会 

・滋賀県：滋賀食肉センター 

・兵庫県 和牛マスター食肉センター 

・熊本県：熊本畜産流通センター 

・宮崎県：ミヤチク高崎工場、ミヤチク都農工場 

・鹿児島県：株式会社ナンチク、サンキョーミート有明ミート工場（内臓可）、阿久根食肉流通セ 

      ンター、スターゼンミートプロセッサー阿久根工場、JA食肉かごしま南薩 

●牛肉製品：下記1県1ヵ所、2019年6月27日更新 

・兵庫県 伊藤ハム株式会社六甲工場 
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3．シンガポール向け輸入規制について② 

＜豚肉関連について＞ 

SFAが認定した食品事業所（と畜場、食肉処理場、食品加工工場等）から、認
定された製品のみを輸入することができます。 
※食肉製品とは、原料に含まれる食肉が牛肉または豚肉のみであり、5％以上含まれている製品 
※牛肉・豚肉製品とは、原料に含まれる食肉が牛肉（豚肉）のみであり、5％以上含まれている製品 

 

●認定施設：下記3県8ヵ所、2019年5月29日更新 

・北海道 株式会社日高食肉ｾﾝﾀｰ、日高食肉流通ｾﾝﾀｰ 

・秋田県 株式会社ミートランド 

・鹿児島県：株式会社ナンチク、サンキョーミート有明ミート工場、阿久根食肉流通センター・ス 

 ターゼンミートプロセッサー阿久根工場（内臓可）、協同組合南州高山ミートセンター(内臓) 

 

●豚肉製品 :下記2県2ヵ所、2019年6月27日確認 

・北海道 春雪さぶーる株式会社 早来工場 

・長崎県 日本ハムファクトリー株式会社長崎工場 

＜検疫について＞ 

<動物検疫> 

○牛肉・豚肉・鶏肉、鶏卵 必要  

○牛乳・乳製品（殺菌牛乳と乳児用調整乳以外）、水産品 不要 

<植物検疫> 

○米、生鮮品、不要 

※輸出の際は不要でも通関後、現地で検査が行われることもある。 
○検査強化品目：アルコール飲料 アブサン（Absinthe） 
ニガヨモギ等ハーブを混入する薬草系リキュール 
輸出国の植物検疫証明書他、別途、試験検査機関発行の分析試験検査報告書 必要 

＜衛生証明書が必要な品目＞ 

◎衛生証明書が必要な品目 
○カテゴリ 牛肉・豚肉、活きカキ、フグ、ミネラルウオーターと飲料水 
※原産国制限品目 活きカキ（特定の認められた海域のみ可 三重県産羽市、志摩市、南伊勢町） 

＜食品添加物規制＞食品に使用することが認められる食品添加物は、14の機能に分類。 

1)固結防止剤、2)消泡剤、3)酸化防止剤、4)甘味料、5)合成保存料、6)着色料、 

7)乳化剤および安定剤、8)香料、9)風味増強剤、10)湿潤剤、11)栄養強化剤、 

12)金属イオン封鎖剤、13)充填ガス、14)汎用食品添加物 

※加工助剤は汎用食品添加物に含まれる。 

※牛乳には食品添加物の使用が禁止。 

※乳幼児向け乳製品には合成保存料、グルタミン酸ソーダ、硝酸塩、亜硝酸塩の添加が禁止 
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4．香港向け輸入規制について① 

＜輸入停止品目とエリア＞ 

○エリア：福島県 

○品 目：野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳 

下記に当てはまる商品は輸入規制の対象となります。 

また、一部商品は輸入のために特定の書類による検査などを受けて頂く必要が
ございます。 

＜分析レポートなど、追加資料の提出がある品目＞ 

○エリア：福島県 
○品 目：冷蔵・冷凍の野生鳥獣肉、食肉、家禽肉、家禽卵、活魚、冷蔵・冷凍の水産物 
○内 容：放射性物質検査証明書の添付。 
     ※香港の放射性物質の基準（注）に適合していることにつき、政府機関による証明 

 
○エリア：地域 茨城、栃木、群馬、千葉（4県） 
○品目①：野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳  
○内 容：放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書の添付 
     ※輸出事業者証明書:日本、香港の表示、貿易等の関係法令に違反していないことに 
               つき、政府機関による証明 

○品目②：冷蔵・冷凍の野生鳥獣肉、食肉、家禽肉、家禽卵、活魚、冷蔵・ 
     冷凍の水産物  
○内 容：放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書の添付 
     ※放射性物質検査証明書 
 
○エリア：上記5県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）と上記5県以外 
○品目③：その他の食品/全ての商品 
○内 容：香港側での全ロット検査を実施 

＜青果物について＞ 

○輸入禁止（停止）：福島県産の青果物は輸入が禁止 
 
○制限品目（放射性物質規制等 
・地域：茨城、群馬、栃木、千葉（4県） 
・品目：野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳 
・証明書発行機関：4県（茨城、栃木、群馬、千葉）を管轄する関東農政局に申請 
・必要書類：輸出事業者証明書 
・植物検疫所の検疫条件一覧に記載されている野菜・果実についての検疫はなし。 
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＜米・茶・について＞ 

○輸入禁止（停止）：特になし 
 
○施設登録：輸入米は認可統制の対象。コメを輸入する企業は、在庫保有者登録と輸入 
       ライセンスを取得すること。 
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5．香港向け輸入規制について② 

＜牛肉関連について＞ 

日本から輸入される5県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）の食肉は、放射性物質検査の結
果、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の放射性物質検

査証明書が必要。 
 
○輸入禁止：月齢30ヵ月以上の背骨がついた牛肉、扁桃腺、および回腸の末端は輸入禁止 

 

○認定施設：岩手県、群馬県、岐阜県、宮崎県、熊本県、大分県、鹿児島県の7県11ヵ所 

※日本産骨付、骨なしの牛肉も輸出が可能 

※香港政府が求める条件を満たす施設として厚生労働省が認定した施設でと畜・解体から分割まで
が一貫して行われた日本産の牛肉は香港食物環境衛生署により輸入が認められます。 
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＜豚肉関連について＞ 

日本から輸入される5県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）の食肉は、放射性物質検査の結
果、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の放射性物質検
査証明書が必要。 
 
○輸入禁止：岐阜県（生産・処理された豚肉） 
     ※豚コレラの患畜が確認されたため、輸出を停止。 
 
○対香港輸出肉を取扱う選定施設 ※岐阜除く 
 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県  
 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山 
 県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿 
 児島県、沖縄県の31県109ヵ所 

＜鳥肉関連について＞ 

日本から輸入される5県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）の食品のうち家きん肉は、放射
性物質検査の結果、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行
の放射性物質検査証明書が必要です。 
 
○輸入禁止：高病原性鳥インフルエンザの発生により、輸出不可 
 青森県、新潟県、北海道、宮崎県、熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県、千葉県の家きん 
 肉のうち、一定期間に生産・処理されたものは輸出不可。 
 
○対香港輸出肉を取扱う選定施設 
 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都  
 新潟県、愛知県、兵庫県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県  
 熊本県、宮崎県鹿児島県、沖縄県の24県72ヵ所 
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6．香港向け輸入規制について② 

＜水産物について＞ 

日本から輸入される5県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）の水産物について 
日本の政府機関が発行する放射性物質検査証明書を提出。 
※香港の放射能物質の基準はヨウ素100Bq/kg、セシウム1,000Bq/kg。 
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＜アルコール飲料について＞ 

○輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 
 アルコール飲料について日本から輸入が禁止されている品目はありません。 
 
○施設登録、商品登録、輸入許可等（登録に必要な書類） 
 「ワインおよびアルコール度数30％以下の酒類」（日本酒を含む）の輸入について 
 物品税は免税扱いで、輸入に際し、商品の輸入・保管・移動のためのライセンスや許可 
 取得の必要なし。貨物のスムーズな通関のために、輸出者はインボイスに酒類のタイプ 
 とアルコール度数を明記する必要があります。 
 
○「アルコール度数30％を超える酒類（ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウォッカ  
 など）」を含む物品税課税品目を輸入する者は、輸入ライセンスの取得が必要です。ま 
 た、同酒類を含む物品税課税品目の保管を行う場所を設けるにあたっても倉庫ライセン 
 スの取得が必要。 

＜加工品（お菓子・調味料）＞ 

○輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等）なし 
○食品添加物 
・使用不可：ベニバナ色素、ベニコウジ色素 
・施設登録：冷凍菓子は事前許可と食物環境衛生署が認可した生産地製品しか、輸入・ 
       販売することはできません。なお、冷凍菓子は製造工程で熱処理必須。 

＜加工品（お菓子・調味料）＞ 

○輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等）なし 
○食品添加物 
・使用不可：ベニバナ色素、ベニコウジ色素 
・施設登録：冷凍菓子は事前許可と食物環境衛生署が認可した生産地製品しか、輸入・ 
       販売することはできません。なお、冷凍菓子は製造工程で熱処理必須。 

ご不明な点についてお気軽に事務局までお問い合わせください。 
 

■問合せ先 

 沖縄国際物流ハブ事業運営事務局 

   TEL：03-5792-4408／MAIL：okinaha-hub@lives.ne.jp」 

 担当：海沼（かいぬま）、安川 
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