平成２８年１１月１５日
農林水産部食料産業振興課
産業労働部国際経済課
観光営業部広域誘客課

西川知事 香港、シンガポール訪問 現地リポート
（１１月１４日分 訪問先：香港）
１．香港情勢に関する意見交換（９：３０～１０：３０）
（１）場 所 シェラトン香港ホテル＆タワーズ
（２）出席者
【香 港】在香港日本国総領事館大使
松田 邦紀
日本貿易振興機構香港事務所長
伊藤 亮一
福井県進出企業（以下、３社）
香港日華化学有限公司総経理
田中 聡
セーレン香港オフィス所長
福田 晃生
シャルマン香港総経理
坪川 佳寛
【福井県】福井県知事
西川 一誠
福井県経済団体連合会長
川田 達男
福井銀行会長
伊東 忠昭
福井県経済農業協同組合連合会理事長
香川 哲夫
福井県観光連盟会長
勝木 健俊
福井県議会観光振興議員連盟会長
仲倉 典克
同
副会長
畑
孝幸
同
監事
長田 光広
同
事務局長 小寺 惣吉
同
大久保 衞
福井県農林水産部長
中村 保博
同 産業労働部企画幹
安倍 暢宏
同 産業労働部企画幹（国際経済）
山元 清隆
同 観光営業部企画幹（広域誘客）
安本 幸博
同 農林水産部食料産業振興課長
岡本 吉央
同 上海事務所駐在員
居関 吉記
同
木田 浩久
（３）内 容
在香港日本国総領事館の松田大使（福井県出身）、日本貿易振興機構香港事務所の伊藤所長
から香港における農林水産物・食品市場の現状や訪日旅行の動向などの説明があり、香港へ進
出している県内企業３社も出席し、香港経済の現状や今後の展望、本県産農林水産物・食品の
香港での販路可能性、本県への観光誘客の方策などで意見交換を行った。
〇主な発言内容
（知事）
・香港へ進出している県内企業は、繊維、眼鏡を中心に２２社であり、中国にある工場の生産
管理やヨーロッパへの営業活動などを行っている。また、香港は世界各地から食材の集まる
食の都であり、県内の食品事業者の輸出先として関心が高い。
（松田大使）
・福井のモノを売る、福井の情報を発信するため、香港は中国、アセアンへの玄関口として
活用できる。
・福井の観光の潜在力は高い。関西空港、中部空港、羽田空港など入口での宣伝を強化するこ
とは誘客につながる。
・香港では、福井の越前がに、眼鏡のブランドは定着している。今後、福井の梅を使用した梅
酒、漆器の食器、和紙のキッチンウエアなど食に関連する工芸品は香港での販路可能性を感
じる。

（伊藤所長）
・価格競争にならないためには、良い商品であることを正しく評価してもらえるよう、十分に
説明していくことが必要となる。
・インバウンドと地場産品の輸出は互いに関係しており、今回の福井の食文化提案会のように、
一体的に取り組んでいくことが有効である。

▲香港意見交換会（於シェラトンホテル）

２．香港貿易発展局との協議（１１：００～１２：００）
（１）場 所 香港貿易発展局
（２）出席者
【香 港】香港貿易発展局副総裁
ソフィア・チョン
同
ｼﾆｱｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ダニエル・ラム
同
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ
アンドリュー・ツイ
【福井県】福井県知事
西川 一誠
福井県経済団体連合会長
川田 達男
福井銀行会長
伊東 忠昭
福井県産業労働部企画幹
安倍 暢宏
同 産業労働部企画幹（国際経済）
山元 清隆
同 上海事務所駐在員
居関 吉記
同
木田 浩久
（３）内 容
香港貿易発展局のソフィア・チョン副総裁と面談し、県産食品、工芸品等のＰＲを行い、香港
への県産品の輸出拡大に向けて意見交換を行った。今後、各者での取組みを具体化し貿易を拡大
させていくため、本県と香港貿易発展局との間で連携協定の締結に向けて継続協議していくこと
で合意した。
〇主な発言内容
（知事）
・福井県は、世界に誇る優れた技術を持つ製造業が盛んであり、香港には、繊維、眼鏡を中心
に県内企業の関連会社２２社が進出している。
・本県と香港との経済関係を強化し、本県からの輸出をさらに増やしていくため、今後、貴局
との連携協定締結などにより、具体的な事業を協力して進めていきたい。
（ソフィア副総裁）
・香港貿易発展局では、食品や眼鏡などの国際展示会を年間３５回開催している。香港はじめ
海外への販路開拓に向けて、福井県企業にもこうした展示会を活用いただきたい。
・貴県との連携協定締結に向けてはステップを踏んで具体化しながら進めていきたい。

▲ＭＯＵ締結にむけた協議（於香港貿易発展局）
左からツイマネージャー、ラムマネージャー、チョン副総裁、西川知事、川田会長、伊藤会長

３．現地レストランへのセールス（１２：３０～１３：２０）
（１）場所 会員制クラブ「大公館( Greater China Club )」
（２）出席者
【香 港】大公館オーナー
エリック・ティン
【福井県】福井県知事
西川 一誠
福井県経済農業協同組合連合会理事長
香川 哲夫
福井県漁業協同組連合会長
平野 仁彦
福井県農林水産部長
中村 保博
同 農林水産部食料産業振興課長
岡本 吉央
同 上海事務所駐在員
居関 吉記
（３）内 容
会員制クラブ「大公館」オーナーであるエリック・ティン氏と面談し、本県の農林水産物の
ＰＲを行い、本県産食材を使用した福井フェア開催を働きかけた。同クラブでは、日本料理や
中華料理などのレストランを運営しており、今後、施設内レストランでの福井フェア開催に向け
て準備を進めていくこととなった。
４．ふくいブランド大使「蔡瀾（チャイラン）」氏との意見交換（１３：４０～１４：２０）
（１）場 所 シェラトン香港ホテル＆タワーズ
（２）出席者
【香 港】ふくいブランド大使
蔡瀾（チャイラン）
【福井県】福井県知事
西川 一誠
福井県観光連盟会長
勝木 健俊
福井県経済農業協同組合連合会理事長
香川 哲夫
福井県漁業協同組連合会長
平野 仁彦
福井県農林水産部長
中村 保博
同 観光営業部企画幹（広域誘客）
安本 幸博
同 農林水産部食料産業振興課長
岡本 吉央
同 上海事務所駐在員
居関 吉記
（３）内 容
ふくいブランド大使で、香港・中国などアジア各地で活躍している蔡瀾氏と面談し、本県への
富裕層向け食通ツアーの催行に対する感謝を伝え、福井の食と観光の更なる情報発信、同氏催行
ツアーの継続的な実施を働きかけた。

〇主な発言内容
（知事）
・ふくいブランド大使として、香港をはじめとするアジア各地の食通の方への福井の高品質な
食文化の発信の他、越前がになどを楽しむ富裕層向けツアーを催行いただき、感謝申し上げ
る。
・蔡瀾氏には、本県の自慢の品々をアジアの方々に広く発信いただき、引き続き、本県への
高級食通ツアーを実施いただきたい。
（蔡瀾氏）
・福井県には越前がに、甘えび、ふぐなどの水産物、米やとみつ金時などの農産物があり、美
味しい食材が豊富にある。
・福井県で新たなブランド米を開発するとのことだが、ブランド米の発信など、引き続き福井
県のＰＲに協力していきたい。

▲蔡瀾氏と意見交換（於シェラトンホテル）
左から中村部長、西川知事、蔡瀾氏、勝木会長

５．福井の食文化提案会（１４：３０～１６：３０）
（１）場 所 シェラトン香港ホテル＆タワーズ
（２）出席者
【香 港】日本料理店などレストラン、ホテル、食品輸入卸業者、メディア、
旅行社、香港政府など関係者
【福井県】福井県知事
西川 一誠
福井県経済団体連合会長
川田 達男
福井銀行会長
伊東 忠昭
福井県経済農業協同組合連合会理事長
香川 哲夫
福井県漁業協同組合連合会長
平野 仁彦
福井県観光連盟会長
勝木 健俊
福井県議会観光振興議員連盟会長
仲倉 典克
同
副会長
畑
孝幸
同
監事
長田 光広
同
事務局長 小寺 惣吉
同
大久保 衞
福井県農林水産部長
中村 保博
同 産業労働部企画幹
安倍 暢宏
同 産業労働部企画幹（国際経済）
山元 清隆
同 観光営業部企画幹（広域誘客）
安本 幸博
同 農林水産部食料産業振興課長
岡本 吉央 など

（３）内 容
日本料理店などレストラン、ホテル、食品輸入卸業者、メディア、旅行社、香港政府など関係
者約１５０名を対象に、福井の食材を使った料理、日本酒を味わってもらうとともに、越前漆器
や越前焼の食器などの工芸品を売り込み、食文化を活用した本県への観光誘客を行った。
〇主な内容
・西川知事、香川理事長（県経済連）
、平野会長（県漁連）による福井県の農林水産物、観光、
工芸品等のプレゼンテーション
・福井と現地シェフによる本県食材を使ったライブ・クッキング（調理デモンストレーション）
〇主な使用食材
越前がに、越前がれい、越前えび、へしこ、福井米、越のルビー、上庄里芋、とみつ金時、
ごま豆腐、おろしそば
〇来場者の声
・水産物、肉、調味料などでの食材の約２割で日本産を使用している。良い食材があれば、
どんどん使っていきたい。
（ミシュラン３つ星中華レストラン）
・日本の食品は安全、新鮮、美味しいと高い評価を得ており、日本料理店の数は今後も伸び
ていくだろう。福井の越前がになど水産物は日本料理店のほか、中華料理店でも富裕者層
向けでチャンスがある。
（現地の食品輸入卸業者）
・香港への販路拡大に向けては、現地パートナー選びが重要となる。また、香港人は美味しい
ものは必ずリピートする。
（高級小売スーパー）

▲食文化提案会 鏡開き（於シェラトンホテル）

▲食文化提案会 会場風景（於シェラトンホテル）
＿

▲食文化提案会 ライブクッキング
（於シェラトンホテル）

６．食品輸入卸業者との連携協定締結式（１５：３０～１６：００）
（１）場 所 シェラトン香港ホテル＆タワーズ
（２）署名者
【香 港】GO GO FOODS CO.,LTD.社長
石井 裕之
【福井県】福井県知事
西川 一誠
福井県経済農業協同組合連合会理事長
香川 哲夫
福井県漁業協同組連合会長
平野 仁彦
（３）内 容
本県から香港の日本料理店などレストラン等への輸出ルートを作り、本県産農林水産物・食品
の輸出を拡大させていくため、香港の食品輸入卸業者「GO GO FOODS CO.,LTD.」との連携協定を
締結した。
〇連携協定の概要
・名 称 福井県産農林水産物等の輸出に関する連携協定書
・目 的 福井県（以下、県）
、福井県経済農業協同組合連合会（以下、県経済連）、福井県
漁業協同組合連合会（以下、県漁連）および GO GO FOODS CO.,LTD.（以下、GO GO FOODS）
が協力して、福井県産農林水産物等の輸出を拡大する。
・内 容 県、県経済連、県漁連および GO GO FOODS は以下のことを連携して実施する。
① 福井県産農林水産物等の海外におけるＰＲに関すること
② 福井県産農林水産物等の輸出向け生産および販売に関すること
③ 福井県産農林水産物等の海外における販路開拓に関すること
・期 間 協定締結日から平成３１年３月３１日。その後、１年間毎に更新。
〇GO GO FOODS の企業概要
・企業名
GOGO FOODS CO.,LTD.
・住 所
Unit14,12/F., Chai Wan Industrial City, Phase1,60 Wing Tai Road.,
Chai Wan, Hong Kong
・設 立
２００８年２月
・資本金
５０万香港ドル
・事業内容 日本産の生鮮、加工食品（鮮魚、肉類、生鮮野菜、冷凍品、乾物など）を中心
とした輸入卸業者で、高級日本料理店などレストラン、高級ホテル等に多数の
販路がある。香港のほか、中国、マカオ、シンガポールに現地法人がある。

▲連携協定締結式（於シェラトンホテル）
左から香川理事長、西川知事、石井社長、平野会長

７．その他の主な現地活動
①食品、食器など食関連の工芸品での商談会の開催（１０：００～１７：００）
（１）場 所 シェラトン香港ホテル＆タワーズ
（２）出席者
【香 港】日本料理店などレストラン、ホテル、食品輸入卸業者、百貨店・小売スーパー
など約８０社
【福井県】県内事業者 １６社・団体
食 品 １２社・団体（米、日本酒、水産品、そば、大麦加工品、味噌 等）
工芸品
４社・団体（越前漆器、越前焼、若狭塗箸）
（３）内 容
食文化提案会に合わせて、実際に日本料理店などとの取引につながるよう、県内の食品事業者
や漆器などの工芸品事業者による商談会を開催した。
〇県内事業者、商談相手先の声
・和食店経営者から具体的な引き合いがあった（県内の食品事業者）
・その場でサンプル品を求められるなど、相手の関心が高かった（県内の工芸品事業者）
・福井の特産品を集めたフェアを開催したい（香港の日本料理店）
・塗箸、漆器などが持つ長い歴史と背景に関心を持った（香港の食品輸入卸業者）

▲商談会（於シェラトンホテル）

