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事業概要

タイの百貨店や中堅スーパー等において販売スペースを設置し、日本産食
品の試験販売とアンケート調査、販促活動等を行った。販売実績やアンケー
ト結果を出品者へフィードバックすることにより、出品者の今後の商品改良
や輸出量及び販路拡大等を目的として実施した。

国旗

項目 内容

試験調査店舗 サイアムパラゴン・バンコク伊勢丹・バンコク東
急百貨店 パラダイスパーク店、マックスバ
リュ、テスコロータス、飲食店（日本料理店）

試験調査期間
（実施日数）

平成29年8月～平成30年3月
（223日）

試験調査方法 消費者アンケート調査
バイヤー等実需者へのヒアリング調査

参加事業者数 30社

試験販売品目 156品目

継続取引につながった商品 71品目

2



店舗 概要

所在地：Siam Paragon 991 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
アクセス：BTS Siam直結
営業時間：10：00-22：00
店の特徴：2005年にオープンした、バンコクを代表する大型の商業施設。BTS Siam駅やサイアム・センターに隣接し、
海外の高級ブランドが出店している。公称来店者数は１日１８～２０万とされ、富裕層や観光客が来客層の中心。食品
フロアは1階にあり、日系の飲食店も出店している。

国旗
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店舗 概要

所在地：バンコク伊勢丹 4/1-4/2 Central World, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330
アクセス：BTS Chitlomより徒歩5分
営業時間：10：30-21：30
店の特徴：バンコクを代表する日系デパートのひとつ。5階には日本食材を扱う食料品売り場のほか、日本のお菓子
店や惣菜店、日本食のフードコートが入る。客層は現地の富裕層と、駐在員などの在留邦人が多い。近辺にショッピ
ングモールも多く、観光客も訪れる。

国旗
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店舗 概要

所在地：バンコク東急百貨店パラダイスパーク店 61 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250
アクセス：BTS Udon sukより車で15分
営業時間：10：30-21：30
店の特徴：株式会社東急百貨店とタイの現地企業ＭＢＫＰｕｂｌｉｃ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄが共同出資した合弁会社ＰＴＲｅｔａｉｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉ
ｍｉｔｅｄが運営。バンコクの郊外にある商業施設「パラダイスパークショッピングンセンター」内の１・２階の一部に出店している。オープンは
2015年6月。近隣の富裕層、および中間層がおもな客層である。同ショッピングセンターの周辺エリアは、新規の住宅建設プロジェクトが予
定されており、今後、さらなる消費需要が見込まれる。

国旗
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試験調査店舗 概要

所在地：①Max Value Gateway 982/22 Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
②Max Value Pattanakarn 2591,2593 Phatthanakarn Road, Suanluang Sub District, Suan Luang District, Bangkok 10250
③ Max Value Prachautid 11/12 Moo 1, Pracha-Utit Rd., Thungkhru, Bangkok 10140 
④ Max Value J-Park   9 Soi Si Racha-Nong Yai Bu 6, Tambon Surasak, Amphoe Si Racha, Chang Wat Chon Buri
⑤ Max Value  Nawamin 700 Nawamin Rd., Klongkum, Buengkum, Bangkok 10230

アクセス： ①BTS Ekkamaiからすぐ ②Airport Rail Link Hua Makより徒歩8分 ③BTS Pho Nimitから車で30分
④スワンナプーム国際空港から車で80分 ⑤スワンナプーム国際空港から車で30分

営業時間：24時間
店の特徴：日本のイオン株式会社のグループ企業・ AEON(Thailand) Co.,Ltdが運営するスーパーマーケット。2007年に第一号店Nawamin店をオープンし、2017年現在、バンコクを中心に32店舗を展開する。客層は近隣
に住む中間所得層が多い。なお、このほか、 AEON(Thailand) Co.,Ltdでは小型スーパーマーケットMaxvalu Tanjaiも展開する。

国旗
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試験調査店舗 概要

所在地：①TESCO Lotus Pattanakarn 2279 Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250
② TESCO Lotus Srinakarin 9 Moo 6 Srinakarin Bangmuengmai Mueng Samutprakan 10270
③ TESCO Lotus SEACON SQUARE 55 Srinakarin Road, Nongbon Prawet Bangkok 10250
④ TESCO Lotus Rama3  172  Naratiwas Ratchanakarin Rd, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok, 10120 
⑤ TESCO Lotus On Nut 1710 Sukhumvit Prakanong Klongtoey Bangkok 10110

アクセス： ① Airport Rail Link Hua Makより徒歩15分 ②BTS  Samrongより車で15分 ③BTS Ban Naから車で15分
④BTS Chong Nonsiから車で15分 ⑤BTS On Nutすぐ

営業時間：①②④9:00-23:00 ③10：00-22：00 ⑤6：00-24：00
店の特徴：食料品のほか衣料品なども扱う大型のスーパーマーケット。その規模の大きさからハイパーマーケットとも呼ばれる。タイのCPグループとイギリスのスーパーマーケットチェーン店のテスコのジョイントベン
チャーとして、1998年に設立された。タイ国内に50店舗以上を構え、このほかロータスマーケットやロータスエキスプレスなどの小型店舗も多数展開する。店舗近隣に住む現地の中間所得層が多く訪れる。

国旗
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試験調査店舗（飲食店） 概要

調査店舗数：日本料理店10社
トンローやエカマイをはじめとするバンコクの中心部にある日本料理店10社（居酒屋、

割烹店等）が調査に協力した。いずれの店舗も日本人オーナーであるが、料理人は
タイ人である店が多い。客層は中間所得層以上のタイ人が中心で、在留法人も訪れ
る。各店舗ともオーナーか料理人、フロアマネージャーのうち、いずれか2名が調査に
協力した。

国旗
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品目分布と販売金額 国旗

品目 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計 売上（円）

米・包装米飯 3 3 9,496

果実 5 11 4 5 5 7 37 8,196,233

野菜 17 3 2 1 3 9 7 42 2,873,633

畜産物 3 3 22,892

魚介類 12 20 32 229,077

乳・乳製品

茶

調味料 2 2 4 145,384

清涼飲料水

日本酒

果実加工品

野菜加工品 2 2 755,870

畜産物加工品

水産物加工品

米加工品 1 1 62,669

アルコール飲料

その他加工品 9 19 4 32 169,135

合計 22 15 15 5 20 14 61 4 156 12,464,389
9



モニタリング 概要

【消費者アンケート】
①実施方法：2017年8月～2018年3月の間、バンコクの各試験販売コーナーにプロモーターを設置し、現地消費者に試
食をすすめながら以下項目をアンケート調査した。
（1）食品としての評価（見た目・香り・味・歯ごたえ） （2）パッケージの評価（デザイン・表示・性能や材質）
（3）量やサイズの評価 （4）価格の評価 （5）使い勝手の評価
各項目とも「タイで受け入れられる」「タイで受け入れられない」「どちらともいえない」の3評価から1つを選択してもらい、
さらにその理由を訊いた。

また飲食店向けの商品は、現地の日本食料理店にサンプルを送付し、オーナーやフロアマネージャー、料理人に同様
の項目についてたずねた。

②アンケート回収件数：3,120件
・調査対象者はバンコク在住が約82％、旅行者約5％、その他が約5％、飲食店オーナー約4％、飲食店フロアマネー
ジャー約2％、飲食店料理人約2％であった。
・性別は女性約41％、男性59％。年代別では20代からそれ以下が約21％、30代が約37％、40代が約26％、50代が約
12％、60代以上が約4％だった。

③全体集計結果
・「食品としての評価」「パッケージの評価」「量やサイズの評価」
「価格の評価」「使い勝手の評価」を“タイで受け入れられる”
“受け入れられない”“どちらともいえない”の3段階で評価。

・価格を除き、おおむね受け入れられるとの回答が多かった。
・多くの品目で、価格の評価は他の項目よりも低い傾向だった。

＜消費者アンケート＞

（注）項目毎の回答総数に対する「受け入れられる」の回答の比率をチャート化したもの。

国旗
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【出品商品への評価について】
• 作り方やレシピ例、商品特徴等の情報が、タイ人にも分かる言語表記された商品が少なかった。

タイにも類似の商品がある場合は、説明がなくてもある程度は伝わるが、拡販のためには不可
欠である。

• 日本産の食品は、総じて品質と味の面で高評価である。しかしながら、物価が日本の1/3程度で
あるため、価格が高いといった声が多く聞かれた。

• フルーツをはじめとする日本産の青果物は、その美味しさがタイで認知されている。従来は富裕
層をターゲットとしたものが多かったが、本事業では見た目に軽微な傷等はあっても味に問題は
ないＢグレードの商品も出品され、現地消費者に好意的に受け入れられていた。

• 現地産または現地に輸入されている他国産と比較して、味のよさに歴然な差があり、かつ嗜好
性のあるもの（例えばいちご等）は、ある程度価格が高くても受け入れられていた。

• タイでは日系の菓子メーカーが工場を構え、小売店で販売されているほど、菓子も有望なジャン
ルである。甘辛い醤油味などメリハリのある味のものは好評だったが、味の輪郭がはっきりとし
ないものや、クセともとらえられるような独特の風味があるものは受け入れられなかった。

• 魚介類（生鮮）は、安価な海外産がタイに多数入ってきている。日本産鮮魚は品質では勝るが、
一般的なタイの消費者や飲食店からすれば品質に極端な差がなければ他国産でも十分であり、
高価な日本産を選ぶ必要を感じていないようである。そうした中で、海外産と比べても価格と品
質が見合っているものは売上がよかった。

• 米は味については受け入れられる。しかし、日常の食材ゆえ、売価の高さがネックとなり売上が
伸び悩んだような印象である。またタイ人の炊飯器所有率の低さも関係している模様。

• タイでの牛肉の消費量は増加傾向で、日本産牛肉も受け入れられつつある。しかし本事業では
売価の高さから、売上は低調だった。

モニタリング 概要 国旗
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品目別評価 国旗

果物

品目数 入荷個数 販売済個数 一品当たりの
平均販売率

37 23,036 15,648 73％

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体
に関する
主な

コメント

＋評価
・甘くて美味しい☆
・ギフトやプレゼントにもよい☆
・着荷状態が良好で、棚もちがよかった。

－評価
・高い（他国産や品質に比べて高い）☆
・果肉が柔らかい☆
・酸味が気になる☆

商品別
コメント

りんご及び柿
店頭売価で100BT程度からそれ以下のものが多く出品された。最安はシナノスイートの33BT（日本
円で約112円）。中堅スーパーで販売される他国産と価格的に極端な開きはなく販売でき、好評
だった。品質が担保された上での話とはなるが、柿・りんご・ 梨であれば1玉あたり店頭売価99BT
以下にできると他国産との競争力がでる。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 日本産の果物は、味の良さがとても評価されている。
• タイ人は固めの食感を好む。軽微であっても軟化したものは敬遠された。また酸味の強いものも敬遠される傾向。
• 富裕層狙いの商材は飽和状態。中間所得層でも買える商材（Bグレード品）の輸出が、次なるマーケット。
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品目別評価 国旗

野菜

品目数 入荷重量・
個数

販売済重量・
個数

一品当たりの
平均販売率

18
（グラム売り）

6,278kg 2,604.9kg 60%

24
（個売り）

588 330 45%

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体
に関する
主な

コメント

＋評価
・生で食べても美味しい☆
・タイ産に比べて大きくて、甘みがある☆
・鮮度が良好で、ロスが少ない

－評価
・高い（他国産や品質に比べて高い）☆
・使い方がわからない☆
・他国産との見た目の違いがわからない☆

商品別
コメント

さつまいも
キロ単価は377BT（1,282円）と高価であるが、従来タイで売られていた日本産さつまいもよりも割安であり、

よく売れた。シルクスイートや紅はるかは口当たりが滑らかでとても甘く、他国産さつまいもとの品質の違
いが歴然であるため、売上につながったと思われる。冬場はロス（腐敗）が発生しやすいが、それを抑え
ることができれば、店頭売価をさらに下げることができ、より売上が伸びるだろう。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 甘みがあり生で食べておいしいとの評価が多いが、試食機会が少なく、まだ広く認知されていない模様。食べて

よさをわかってもらう取り組みも大切。
• 大根、白菜、きゃべつ、人参等タイ人にも親しみがある野菜は、手にとってもらいやすかった。
• 白菜のゴマ症など、日本では許容される軽微な瑕疵でも、タイの消費者には受け入れられないことがある。 13
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品目別評価 国旗

野菜加工品（冷凍焼き芋）

品目数 入荷重量 販売済重量 一品当たりの
平均販売率

2
(グラム売り）

545kg 473.04kg 87％

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体
に関する
主な

コメント

＋評価

・まるでお菓子みたい☆
・口当たりがなめらか☆
・さつまいも（生原料）の端境期でも、販売できる
・冷凍なので在庫をもちやすい

－評価 ・値段が高い☆

商品別
コメント

冷凍焼き芋（シルクスイート）

日本産のさつまいもはタイでニーズが高いが、焼き芋に加工した商品も同様にニーズが高い。本
事業では温めて販売したが、凍った状態でもアイス感覚で食べることができるので、その点を訴
求しつつ、冷凍宅配を利用した通販にも次の可能性を感じる。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 大学芋も商材として可能性を感じる。しかし砂糖の使用量が多く関税がかかるため、そのハードルをいかにクリア

するか（例えばバルク出荷し、現地でははかり売りすることでコストを抑制）が重要である。
• 本事業では出品はなかったが、小売店から野菜の水煮（在留邦人向け）の引き合いが度々ある。
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品目別評価 国旗

米

品目数 入荷個数 販売済個数 一品当たりの
平均販売率

3 45 7 23％

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体
に関する
主な

コメント

＋評価
・味、食感、香りともによい☆
・タイの料理にも合うと思う☆
・無洗米で、消費者が扱いやすい

－評価
・高い（品質に比べて高い）☆
・米の炊き方がわからない☆

商品別
コメント

米

味については評価されているが、日常的に食する食材のため、価格の高さを気にする人が多かっ
た。量が多い（2kg入り）との意見もあったため、内容量を少なくして価格を抑えていくことも拡販の
ひとつの方法だと思われる。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 味の評価は高いが、タイ米を好む人も多い。

• タイでも日本種のブランド米が栽培されており、日本産よりも安価に販売されている。それといかに差別化をはか
るかがひとつのポイント。

• タイでは炊飯器所有率が低いと思われるので、炊飯器メーカーとのプロモーション等も有効だと思う。 15
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品目別評価 国旗

米加工品（せんべい）

品目数 入荷個数 販売済個数 一品当たりの
平均販売率

1 340 288 85％

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体
に関する
主な

コメント

＋評価

・食感がよい☆
・大人も子供も好きな味☆
・在庫管理がしやすい
・ドライ品なので輸送費が安い

－評価 ・もう少し安いとうれしい☆

商品別
コメント

歌舞伎揚げ

タイ人は甘辛い味や、油分のうまみを好む傾向があり、そのニーズにマッチしていた。見た目から
は味が伝わりにくいので、販売者にサンプルを提供し、継続的な試食提供を行えば、さらに売り上
げが伸びていくだろう。また一度開封すると劣化していくため、小分け包装になったタイプならば利
便性があり、より手にとってもらえると思う。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 米菓でも旨みを感じられるもの（ごませんべいや揚げせんべい等）にニーズがあると思われる。
• タイでは食感がよいものが好まれるので、ぬれせんべいのようなタイプは、売り方に工夫が必要になってくる。
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品目別評価 国旗

畜産物（牛肉）

品目数 入荷個数 販売済個数 一品当たりの
平均販売率

3 60 7 12％

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体
に関する
主な

コメント

＋評価
・ジューシーでおいしい☆
・やわらかい☆
・冷凍の真空包装の商材で扱いやすい

－評価
・脂が多すぎる☆
・価格が高すぎる☆

商品別
コメント

牛肉

牛肉の消費量が増加傾向で、和牛への関心も高まりつつある。しかしながら、売価が高く、タイ人
にとって手軽に買えるものではないのが現状である。拡販のためには、上級ランクばかりに重きを
置くのではなく、まずは日本産の良さを知ってもらうために、比較的手頃で品質のよい交雑牛も販
売し、間口を広げていくことが大切であろう。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• アメリカ産やオーストラリア産の牛肉も輸入されており、それらといかに差別化をはかるかがポイント。
• タイでも日本種の食用牛が一部飼育されており、今後競合になる可能性がある。

• 出品商品は冷凍の真空包装だった。バンコクでは冷凍の宅急便があり、かつギフト商戦があるので、贈答用とし
て販売するのも売上を伸ばすひとつの方策だろう。 17
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品目別評価 国旗

魚介類

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体に
関する
主な

コメント

＋評価

・臭みがない☆
・新鮮さを感じる☆
・（プロトン凍結）鮮魚と変わらぬ冷凍技術に魅力を感じる
・（鮮魚）タイ着荷時でも鮮度がよい

－評価
・価格が高い☆
・脂がもっとのっているほうがよい☆

商品別
コメント

水ダコ

日本（本州）では、マダコよりも下の扱いをされることもある水ダコだが、小売店や飲食店で評価が
よかった。日本産の生食用の魚介類は鮮度面において品質はよいが、一般的な消費者は高鮮度
を求めているわけではなく、品質がある程度安定していて安価であれば、まずは十分と思ってい
る。水だこは価格と品質、量において、他国産に負けない競争力があった。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 淡白な白身魚の売上は低調。ブリやマグロをはじめとする脂ののった魚が好まれる傾向。
• 魚介類でもウニは特別で、嗜好性が高いためか、味がよければある程度価格が高くても購入者が多かった。

• イカ、アジ、エビなどタイでも水揚げがありごく身近な魚介は、価格や味、見た目の良さいずれかに大きな特徴が
ないと、手に取ってもらいにくい。商品のよさをＰＲする販促物は必須のように思われる。 18

品目数 入荷重量・
個数

販売済重量・
個数

一品当たりの
平均販売率

1
（グラム売り）

20kg 6.9kg 35%

31
（個売り）

985 492 38%

＜出品品目数、販売数＞
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品目別評価 国旗

調味料（ドレッシング、味噌）

品目数 入荷個数 販売済個数 一品当たりの
平均販売率

4 231 191 52%

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体に
関する
主な

コメント

＋評価
・味が本格的☆
・味のバランスがよい☆
・野菜などとのクロス販売の展開ができる

－評価
・定番メニュー以外の使い方を知りたい☆
・保存方法を知りたい☆

商品別
コメント

ごまドレッシング

タイでも日本と同様、ごまの風味は受け入れられやすい。ただし、タイにもタイ産のごまドレッシン
グがあるため、商品を棚に並べておくだけでは、価格で負けてしまう。継続的な試食提供で、味の
違いを理解してもらえば、売上もついて伸びてくるだろう。

味噌

日本食人気もあり購入する人はいるが、味噌汁以外の用途を知らない消費者も多い。レシピ例な
どの情報提供をすれば利用機会が増え、購入への導線になる。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 汎用性の広い調味料が現地消費者に手にとってもらいやすい。しかし、そうした調味料は競合が多いため、差別

化するための価格設定や商品開発が重要になる。
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品目別評価 国旗

その他加工品（お菓子、麺等）

品目数 入荷個数 販売済個数 一品当たりの
平均販売率

32 1,486 527 22％

＜出品品目数、販売数＞

＜消費者及び専門家コメント＞ 消費者は☆印

品目全体に
関する
主な

コメント

＋評価
・味や食感がよい☆
・甘さが適度で、体にやさしそう☆
・消費期限が長く、在庫をもちやすい。

－評価
・甘さが強すぎる☆
・風味にクセがある☆

商品別
コメント

ミルクキャラメル

親しみやすいパッケージと味で評価されていた。お菓子などの加工品は見た目で美味しさが伝わりにくい
ので、継続的な試食提供を実施すれば売上は堅調にのびるだろう。併せて2BUY1GETなどの販促プロモー
ションも、商品を手にとってもらうために効果的である。

カップ麺（カレーうどん）

麺にクチナシ色素が使われておらず（ラーメン用乾麺によく使われている色素）、輸出入者としては添加物
の規制をクリアできて輸入しやすい。近年タイでは日本式カレーの人気が高まりつつあるため、消費者に
は味が評価されていた。数個セットで割引にして販売するなどの販促をすれば、さらに販売数は伸びる。

＜消費者アンケート＞

<品目別総評＞
• 菓子は有望なジャンルで、特に味に親しみやメリハリがあるものが受け入れられていた。店頭売価を60BT程度に

できれば、他国産との競争力も増す。
• 調理が必要となる加工品は、タイ人がわかる言語での調理方法やおいしい食べ方の説明が必須条件。
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（参考）個別商品のモニタリング結果 国旗

№ 品目 名称
六
次
化

農
商
工
連
携

そ
の
他

現地販売
単価

日本円
換算

入荷個数 販売個数
販売済
金額

日本円
換算

バイヤー等コメント 消費者コメント

継続
取引
の有
無

1 果実 桃（あかつき） 149～99BT 507～337円 12,640 8,768 1,246,282.0
0 4,237,359 あかつきは桃でも果肉が柔らかいほうの品種だが、固

めの食感が好まれるタイでも受け入れられた。
ほかのタイの桃よりも、美味しい。手頃な価格だが、もう
少し安いとうれしい。

有

2 果実 桃（まどか） 149～99BT 507～337円 2,210 1,520 238,750.64 811,752 

桃のなかでも果肉がしっかりとして甘みが強いため、タ
イ人好み。雨後に収穫された個体は、タイまでの輸送
中（船便だと関東の港を出て店頭に並ぶまで約2週間）
に傷みが発生しやすいので、その点に留意すると品質
への信頼性がより高まり、さらなる需要拡大が望める。

買いやすい価格。果汁があり、しっかりした肉質で好み。 有

3 果実 りんご（ふじ） 82～75BT 279～255円 92 87 6,840.00 23,256 
貯蔵品があり通年で仕入れられるので助かる（特に3～
5月の日本産果物が少ない時期）。ほかの果物よりも持
ちがよく、輸出しやすい。

色がきれいでほかの国のものよりもサイズがよい。味
や品質を考えれば、受け入れられる価格。

有

4 果実 ぶどう（種無し巨峰） 650～560BT
2,210～
1,904円 144 76 45,990.00 156,366 

種ありよりも無しのほうがタイに受け入れられやすいが、
種無しは脱粒しやすいため、売り方に工夫が必要。脱
粒したものは小型カップに入れて販売等、現地バイ
ヤーと着荷後の対応についても協力関係が築けると取
引先が増えると思われる。

類似の日本産のぶどうよりも手頃な価格で、買いやす
い。

有

5 果実
ぶどう

（シャインマスカット）
680BT 2,312円 53 48 32,640.00 110,976 

味や品質は受け入れられているが、1個あたりのサイズ
が大きく単価がはるため、桃などと比べれば売れ行き
の瞬発力は緩やか。現地で房を切り分け小分けにリ
パックするなどの工夫（単価抑制）が現地バイヤーと協
力のうえすることができれば、大型量販店にも入り拡販
につながる。

後味の軽い甘さで食べやすい。見た目も高級そう。 有

6 野菜 青首大根
153～167BT

(kg単価)

568～
520円（
kg単価）

340ｋｇ 238ｋｇ 38,782.92 131,862 
サラダなど生食でも美味しいことが広く知られれば（タイ
の大根は小型で辛味もある）、ニーズはさらに伸びそう。
タイ産の日本野菜があり、2割ほど安く競合している

生でおいしい大根をはじめて食べた。 有

7 野菜 黒皮栗かぼちゃ
416～380BT

(kg単価)

1,292～
1,414円（kg

単価）
253ｋｇ 137 ｋｇ 55,278.37 187,946 

日本のかぼちゃは、タイ人の旅行先として人気の北海
道が主産地。北海道を打ち出したネーミングも効果的で
は。料理の仕方を知らない人も多いので、レシピ提案は
必要だろう.

タイ産のよりも見た目がきれい。甘い。（一部意見）タイ
産よりもかなり価格が高い。

有

8 野菜 長いも
938～506BT

(kg単価)

3,189～
1,720円
（kg単価）

28kg 17kg 9,875.88 33,578 

コンスタントなニーズあり。拡販のためには、日本では
滋養強壮の野菜として知られるといった健康面でのPR
やメニュー提案が必要。見た目は少し劣っても味に変
わりのないBグレード等の商品に可能性を感じる。

おいしくて、体によさそう。（一部意見）味がしない。 有

9 野菜 ピーマン 125～129BT 439～425円 45 30 3,778.00 12,845 
他海外産との違いを打ち出しにくいのがネック。クセの
少なさなどを伝えるなどの差別化をするため、現地での
試食提供や特徴を伝えるパッケージ作りができるとよい。

体によさそう。（一部意見）料理に使うのが複雑そう。タ
イのほかのピーマンとの違いがわかりにくい。

有

10 野菜 ししとう 147BT 500円 15 11 1,617.00 5,498 

ローカルタイ人で、ししとうのメニューを知っている人が
少ないため、料理例などの説明書きがあったほうがよ
い。都市中心部の店舗では、日本食レストラン関係者
が購入する姿が見られる。

料理のしかたが分かれば定期的に使いたい。 有

11 野菜 みょうが 147BT 500円 10 9 1,323.00 4,498 

タイでは一般的な野菜ではないが、在留邦人や日本食
料理店のシェフが購入する姿が見られる。小売では、レ
シピ提案とともにとうふ等とのクロス販売も有効だろう。
日本料理には欠かせない薬味なので、日本食料理店
への提案もよいと思う。

健康によさそう。料理の仕方がわからない。 有

12 野菜 キャベツ
148～135BT
（kg単価)

459～503円
（kg単価）

282 kg 122 kg 17,239.64 58,615 

とんかつ店で食べたキャベツのおいしさが、購入につな
がっているケースが見られる。半割で売ると葉の詰まり
具合が分かって反応がよい。需要はあるが、今後は海
外産の日本のキャベツが競合になりそう。

甘くておいしい。継続的に使いたい。（一部意見）大きす
ぎる。

有

13 野菜 にんじん
244～223BT
（kg単価）

758～762円
（kg単価）

230kg 144kg 34,132.12 116,049 

にんじんはタイでも栽培されているが、日本産のほうが
クセがなくて甘く食べやすい。しかし見た目から違いを
伝えにくいので、パッケージなどでその点を謳えるとよ
い。

生でも食べやすい。（一部意見）品質や味を考慮しても
高い。

有
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（参考）個別商品のモニタリング結果 国旗

№ 品目 名称
六
次
化

農
商
工
連
携

そ
の
他

現地販売
単価

日本円
換算

入荷個数 販売個数
販売済
金額

日本円
換算

バイヤー等コメント 消費者コメント

継続
取引
の有
無

14 野菜
さつまいも

（シルクスイート）
377BT

(kg単価)
1,282円（kg

単価）
4,003 kg 1,169kg 440,882.65 1,499,001 

日本産さつまいもの中でも人気が高い。お菓子のような
甘さのある品種がもとめられる傾向。日本産のさつまい
もを使った焼き芋も需要が高い。

贈り物にしてみたい。（一部意見）料理法を教えてほし
い。

有

15 野菜 ネギ（長ネギ）
453～425BT
（kg単価）

1,445～
1,540円
（kg単価）

30kg 17 kg 7,425.66 25,247 

タイ人になじみやすい野菜だが、タイではわけぎのよう
なネギが一般的で、ただ陳列しただけでは売れにくい。
麺類や味噌（汁）等とのクロス販売も視野に入れたほう
がよい。

（焼いた試食を食べて）そのままでも美味しく甘みを感じ
る。（一部意見）ラーメンに刻んで入れる以外に用途が
思いつかない。

有

16 野菜 ネギ（九条ネギ）
502～455BT
（kg単価）

1,547～
1,707円
（kg単価）

30kg 15 kg 6,910.62 23,496 長ネギと同様。小売というよりは、外食（日本食レストラ
ン、居酒屋の個人店）のほうが現状ニーズがある。

口当たりがやさしくておいしい。（一部意見）高い。使い
方が分からない。

有

17 野菜 小松菜 160～146BT 496～544円 105 66 10,234.00 34,796 
日本食レストランによく足を運ぶ消費者にとってはある
程度なじみのある食材。店で食べたようなメニュー（胡
麻和え等）を切り口に、練りゴマ等とクロス販売しても。

見た目がおいしそう。 有

18 野菜 ほうれん草 166～162BT 551～564円 55 28 4,544.00 15,450 

日本産野菜の中でもニーズがある。最近タイでも健康
志向が強まり、鉄分の多いほうれん草を食べる人も散
見される。日本産であることにどういったメリットがある
のか押し出すことが大切。

このくらいの価格だと手が届く。（一部意見）パッケージ
に特徴がないと、日本産だとわかりにくい。高い。

有

19 野菜 春菊 159BT 541円 53 34 5,406.00 18,380 
日本野菜の中でも葉物野菜は受け入れられやすい。タ
イではそこまで一般的な野菜ではないため、メニュー提
案をしっかりとすれば可能性がありそう。

炒めものにしてみたい。緑が濃くて健康によさそう。料
理法がわからない。

有

20 野菜 水菜 157BT 534円 30 15 2355 8,007 
大量に出るわけではないが、春菊と並んで野菜の中で
ニーズの高い部類。サラダや鍋ものに合うことを訴えか
けるパッケージや説明書きがあるとよい。

食感がよく、みずみずしくておいしい。サラダに使いたい 有

21 野菜 白菜
164～150BT
（kg単価）

510～558円
（kg単価）

356 212 33,868.00 115,151 
タイ産の白菜よりも大きくてインパクトがあり、かつ甘み
もあるため、仕入れ価格が合えば数が見込める。ゴマ
症にうるさい消費者が多い。

生でおいしいことに驚いた。（一部意見）使い切れない
ので、もっと小分けにしてほしい。

有

22 野菜 じゃがいも
260～244BT

(kg単価）
830～844円
（kg単価）

55 43 10,922.40 37,136 
日本のじゃがいもは、ホクホク系やしっとり系などバリ
エーションが多い。価格面は他国産が勝るので、食味
の幅広さを継続的にＰＲし差別化したい。

（蒸した試食を食べて）そのままでも十分においしい。 有

23 野菜 トマト（桃太郎） 124BT 421円 34 30 3,720.00 12,648 

日本の桃太郎系のトマトはクセが少なくて甘く生食に向
くため、タイで受け入れられる。しかしタイでも色々なト
マト（有機や高リコピンなど）が売り出されているため、
味や価格、品質面での特徴を伝えるＰＯＰ等があるとよ
い。

見た目と香りがよく、味もおいしい。 有

24 野菜 みつば 124BT 421円 20 7 868 2,951
タイではハーブが身近なこともあり、独特の香りのある
みつばも、味としては受け入れられている。しかし頻繁
に使う料理がないため、メニュー提案が求められる。

香りがよくておいしい。サラダなどに入れてみたい。 有

25 野菜 玉ねぎ
173～163BT

(kg単価)
666～554円
（kg単価）

180kg 117.99kg 20,421.53 69,433 
玉ねぎは関税特権の対象外（JTEPA適応外）のため、
他の青果物に比べて売価が割高だが、それでもコンス
タントな需要がある。甘さが評価されている模様。

タイ産よりも甘いような感じがする。（一部意見）他国産
との違いが分からない。

有

26 魚介類
ブリ

(フィレ・プロトン凍結）
※飲食店調査

915.7BT 3,317円 10 1 915.70 3,113 

プロトン凍結（および類似技術のCAS凍結）は、冷凍品
ながら解凍すると鮮魚と遜色ないとされるため、味と管
理の面で魅力を感じる。脂の美味しさがあるブリはタイ
でも人気だが、現地では他海外産が多く、価格では負
けるため、鮮度や味及びそれに見合った適正売価の設
定が勝負どころだと思う。

すぐに調理できて便利。価格も日本産としては適正。
（一部意見）解凍の仕方によるのか、色が悪い。量が多
い。

27 魚介類
カンパチ

（フィレ・プロトン凍結）
※飲食店調査

1061BT 3,607円 10 1 1,061.00 3,607 

カンパチをは脂がのり分かりやすい味で、現地日本食
料理店でも扱うところが増加傾向のように感じる。ブリ
に続くニーズが見込めるが、安価な他国産が入ってき
ているため、価格を含めてどう差別化をするかがカギだ
ろう。

味と価格が合っている。（一部意見）類似商品に比べて、
高い。色が悪いような気がする。
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28 魚介類
マダイ

（ロイン・プロトン凍結）
461BT 1,567円 10 0 0.00 0 

タイで認知度はまだ低いが、日本料理と結びつきが強
い魚であるため、日本食ブームのタイにおいてそれを広
く伝えることができれば、需要を喚起できそう。

ロインなので、量が個人店のお店にちょうどよい。解凍
しても血合いが発色しない。

29 魚介類
キンメダイ

（IQF・プロトン凍結）
1,109BT 3,770円 10 3 3,327.00 11,312 

白身ながら脂の甘さがあり、タイ人好みの味。高価な魚
だが、冷凍ならば、鮮魚よりも価格変動が穏やかで仕
入れやすさがある。IQFはアラを汁ものなどに活用でき
るところを訴求するとよいだろう。

品質と価格が見合っている。おいしい。丸魚なので用途
が広い。

30 魚介類
キンメダイ

（フィレ・プロトン凍結）
570BT 1,938円 10 6 3,420.00 11,628

タイ語でキン＝食べる、メダイ＝だめ。キンメダイは、タ
イ人好みの味ながらタイ語では「食べてはだめ」という
面白さをフックに、飲食店や現地のグルメメディアで拡
販ＰＲをしても面白そう。

色がよい。価格、品質に問題はない。もう少し身に甘み
がほしい

31 魚介類
ブランドサーモン

（フィレ・プロトン凍結）
1,020BT 3,406円 10 1 1,020.00 3,468 

「富士山」を冠した名から日本産であることがすぐに伝
わりそう。淡水のマスで淡白な味のため、脂の好きなタ
イ人にはどう受け入れられるか注視したい。

サーモンはよく出るので、もう少し大きくてもよい。（一
部）他国産でもっと安いものが出ている。脂が弱い。名
前のような日本らしさが、見た目から伝わらない。

32 魚介類 シメサバ（プロトン凍結） 120BT 408円 16 10 1,200.00 4,080 
浅〆でサバ本来の味が残っているため、タイにも以前
からあるしっかりと酢でしめられたシメサバと差別化で
きるだろう。

味、サイズとも問題なく、すぐにメニューとして出せて便
利。脂ののりが弱く、タイ人には物足りないかも。価格を
除けば合格。

33 魚介類 サバ（冷凍・生食用） 100BT 340円 20 8 800.00 2,720 
現地日本料理店でのサバの刺身は、シメサバが多い模
様。そのため〆ていない、脂がのったサバの刺身商材
も、次に続く可能性を感じる。

見た目の期待よりも上の味だった。冷凍の生食用サバ
はあまり見ないので、その旨をパッケージに記しては。
焼き物には問題なし。

34 魚介類
ボタンエビ

（M・プロトン凍結）
585BT 1,989円 10 2 1,170.00 3,978 

タイではエビはとても身近な食材で、日本産は甘さとと
ろっとした舌触りで評価されている。他のプロトン凍結商
品よりも消費期間が短いのが、仕入れの面でややネッ
ク。

おいしい。タイにはエビが豊富にあるため、日本産品と
しての差別化が必要と感じた。

35 魚介類
ホタテ 玉冷

（M・プロトン凍結）
2,170BT
(kg単価）

7,378円 20kg 6.9kg 14,973.00 50,908 
安価な海外産が入ってきているため、プロトン凍結であ
ることのメリットと、通常の玉冷との味の違いなどを訴求
する販促ツールがあるとよい。

品質、味ともよい印象。値段が手頃。通常の冷凍品との
違いがわかりにくかった。高い。

36 魚介類
水ダコ

（脚・冷凍）
550BT 1,870円 10 8 4,400.00 14,960 

タイの日本料理店でも、タコの刺身はよく見かける。日
本（本州）ではマダコが好まれやすいが、タイではそう
いった傾向がないため、水ダコのみずみずしさを武器に
美味しさの提案が可能。

味、品質、価格ともよい印象。（一部）もう少し塩味が控
えめでもよいかも。

有

37 魚介類
室津牡蠣

(生食用2Ｌ・プロトン凍結）
57.33BT 195円 420 300 17,199.00 58,477 

他の牡蠣の2Ｌよりも殻は小ぶりながら、身はしっかりと
詰まっており大きい。見た目からはその特徴がわかりに
くいが、それを伝える販促ツールがあるのがよい。フラ
ンス等からも生食用の牡蠣が入ってきている。

身入りがよい。加熱後の縮みが少ない。冷凍のわりに
は味がはっきりとしていて臭みがない。思った以上の品
質。もっと大きいほうがよい。少ししょっぱく苦味が残る。
韓国産でもっと安いものがある。

有

38 果実 りんご（つがる） 125BT 425円 255 211 26,375.00 89,675 

タイ人は酸味の立った果物を好まない傾向がある。そ
の点、つがるは穏やかな酸味でよい。また生産量の多
さから、安定して流通させやすくてよい。価格をあと2～3
割抑える工夫ができれば、他国産との競争力が増すと
思う。

みずみずしくて甘い。食感もよい。サイズがちょうどよい。
（一部意見）品質に比べて割高なように感じる。

有

39 果実 りんご（秋映） 85～73BT 289～
248円 560 257 21,089.00 71,703 

秋映ほど皮の色が深い赤さ（赤黒い）のリンゴはタイで
あまりみないため、インパクトがあり、見た目で他のりん
ごと差別化しやすい。品種特性を説明するＰＯＰは要必
要。

皮の色が濃くて目を引く。美味しいが、酸味が少し強く
感じる。（一部意見）色が悪い。サイズが少し小さいよう
に感じる。

有

40 果実 梨（幸水） 179～112BT 608～380円 93 81 11,856.00 40,310 

中国や韓国産よりみずみずしく、幸水は甘さが評価され
ている。ただ近年韓国産の梨の品質も上がってきてい
るため、今後は売価や品質等、どう差別化を図っていく
かがカギになりそう。

美味しいし、日本産にしては安いので買いたい。 有

41 果実 梨（あきづき） 149BT 506円 492 250 37,250.00 126,650 酸味がおだやかでシャリ感がしっかりとあり、タイ人好
み。大玉なので、ギフト需要などにもよさそう。

ジュースを食べているみたい。（一部意見）味や香りが
好みではなかった。

有
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42 果実 梨（秀玉） 127.2BT 432円 50 30 3,816.00 12,974 洋ナシに似た香りがするので、他の梨との差別化がで
きて売りやすい。魅力を伝えるための試食提供も大切。

香りがとてもよい梨だと思った。（一部意見）味が好みで
はなかった。

有

43 果実 梨（新高） 112～96BT 380～326円 559 364 38,944.00 132,410 

秋が深まる頃まで入荷できるので、鮮度保持設備を備
えた冷蔵倉庫等に入れて鮮度を保つことができれば、
年末のギフト商戦の需要に応えられそう。

香りがよくて美味しい。（一部意見）高い。品質に比べて
値段が割高だと思う。

有

44 果実 桃（黄金桃） 496BT 1,686円 116 73 36,208.00 123,107 
黄色は前タイ国王のプミポン国王陛下を象徴する色で、
タイ人は黄色に親しみを感じる。そういった背景から特
別なギフトに仕立てての販売にも可能性を感じる。

味・香り・見た目ともに満足できるものである。価格が高
い。

有

45 果実 桃（ホワイトピーチ） 496BT 1,686円 9 0 0.00 0 
見た目の美しい白色が印象的。他の桃と見た目で差別
化ができるので、高級百貨店でスポット的に行われる食
品フェアなどで、引き合いがありそう。

おいしい。贈り物にしたい。（一部）高い。皮の白い桃は
はじめて見たので、はじめ桃だと気づかなかった。味が
普通。

46 果実
ぶどう（ナガノパープル） 640～608BT

2,176～
2,067円 169 124 76,608.00 260,467 

種がなくて皮ごと食べることができるため、タイ人に受け
入れられやすい。人気のシャインマスカットと皮の色が
異なり甘さも濃いので、魅力をＰＲしやすい。

皮ごと食べるとぱりっとしたような食感でよい。甘くてお
いしい。（一部意見）味が好みではない。品質に比べて
少し高い。

有

47 果実 柿（次郎） 108～102BT 367～
346円 253 228 23,832.00 81,029 

日本産柿のなかで、次郎はよく見かける品種で一定の
需要がある。生産、物流等段階の余分なコストを圧縮し、
価格をもう少し抑えられれば販売量は伸びそう。

いつも食べている柿（おそらく他海外産）よりもおいしい。 有

48 果実 柿（刀根早生） 108～102BT 367～
346円 392 268 28,536.00 97,022 

タイでの日本産柿の中でも早い時期に出てくるため、柿
の本格商期を迎えるにあたり、その先鋒として小売店に
提案しやすい点が評価できる。

屋台で買った柿（おそらく他海外産）と甘さが違う。購入
しやすい価格だ。

有

49 野菜 かぶ
261BT

（kg単価）
887円

（kg単価）
70 ｋｇ 34 ｋｇ 8,918.37 30,322 

味は受け入れてもらえるが、拡販のためにサラダや煮
物といったレシピ提案をすると拡販が望めそう。価格を
もう少し抑えられるとよい。

日本で食べたことがある。歯ざわりがよく、クセも少なく
て食べやすい。（一部意見）他国産に比べて高くて普段
使いはできない。

有

50 野菜 さつまいも（紅はるか）
377BT

（kg単価）
1,281円

（kg単価）
225 ｋｇ 214ｋｇ 80,734.55 274,497 

さつまいもは農産物の中でも有望株。紅はるかは濃い
甘さがタイ人に受け入れられている。また日本のさつま
いもは甘いという認識が広がってきているので、シーズ
ン序盤の甘さの弱い個体は、売り方に気をつけたい。

ベトナム産の日本のさつまいもを食べたことがあるが、
おいしさが全く別物。

有

51 野菜加工品 冷凍焼きいも（紅はるか）
470BT

（kg単価）
1,598円

（kg単価）
100 kg 88 kg 41,345.90 140,576 

冷凍のため、サツマイモの端境期である夏でも販売が
できるところに魅力を感じる。生から焼いたさつまいもと
遜色もない。

中に砂糖を入れているのではないかと思うほど甘い。お
やつとして家に常備したい。

有

52 野菜加工品
冷凍焼きいも

（シルクスイート）
470BT

（kg単価）
1,598円

（kg単価）
445 kg 385.04 kg 180,968.80 615,294 

冷凍のため、サツマイモの端境期である夏でも販売が
できるところに魅力を感じる。凍ったままアイスのように
食べることもできるとのことで、消費者にいろいろな提案
がしやすい。

野菜というよりはデザートみたい。生から焼いたシルク
スイートの焼きいもを買ったことがあるが、おいしさが変
わりない。

有

53 果実 柿（みしらず柿） 99ＢＴ 336.6円 444 284 28,116.00 95,594

タイ人は果肉がしっかりとした果物が好みなので、みし
らず柿はその年の気象状況等にもよるが、果肉に適度
な歯ごたえとにシャリ感があってよい。タイにはいろんな
品種の日本産柿が輸入されているので、それらと何が
違うのかを伝える試食提供やPOP作成も大切。

甘さがいつもの柿（おそらく中国等の海外産）よりも強い
と思う。（一部意見）もっと果肉が硬いのが好み。

有

54 果実 みかん（早生みかん）
299～
270BT

（kg単価）

1,016～
916円

（kg単価）
1087kg 630kg 188,228.40 639,977

早生みかんは極早生みかんよりも甘みがのり、酸味が
弱めといわれるので、酸味が苦手なタイ人の嗜好に合
う。日本では小さいみかんのほうが甘いという認識もあ
るが、タイでは無いため、袋に詰め放題等の形にして、
サイズの大小を問わず売れる形等を今後提案できると、
価格抑制にもつながってなおよい。

こんなに甘いみかんは初めて食べた。味が濃い。（一部
意見）高い。

有

55 果実 りんご（シナノスイート） 33ＢＴ 112円 602 559 18,447.00 62,720

雹などによる傷がついたいわゆる規格外品だったが、
傷は軽度で見た目は通常品と極端な差はなく、価格も
手頃で他国産と競争力があった。こうした規格外品は、
タイの市場で可能性がある。

おいしいし、値段も手ごろなほうだと思う。余計な農薬が
使われておらず、体によさそうなイメージがある。

有
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56 果実 りんご（紅玉） 73BT 248円 86 86 6,278.00 21,345

皮の赤さが印象的で、店頭におくと売り場が映える。さ
し色としても華やかなので、ギフト向けで提案するのも
ひとつの売り方かと思う。酸味が強く好みは分かれそう
だが、甘みもしっかりあるので受け入れられそう。調理
にも向く旨が記されたチラシ等があるとよい。

さわやかな甘さで美味しいと思う。（一部意見）酸味が
強い。他の赤いリンゴと何が違うのか、説明があるとよ
い。

有

57 野菜 じゃがいも（メークイン）
260BT

（kg単価）
844円

（kg単価）
20 13.2kg 3,432.00 11,704

煮崩れしにくいのが特徴の品種。“日本のカレーには
メークイン”といったように、メニューとの紐付けしたＰＲ
や、日本産のカレールーとセット販売する等の取組みが
できれば、より消費者の手にとってもらえそう。

口当たりがよい。味がとてもよい。手頃な価格。（一部意
見）高いので、何か目的が無ければ購入に迷う。

有

58 果実 柿（西条柿） 99ＢＴ 336.6円 308 306 30,294.00 103,000 

凹凸のあるシルエットが特徴的で、ほかの柿と見た目で
差別化しやすい。渋抜きされたものは軟化しやすいとい
われるので、継続販売のためには、現地バイヤーとの
数量のこまめなすり合わせが必要。

歯ごたえがよく、甘くておいしい。（一部意見）果肉がや
わらかい。

有

59 果実 りんご（王林） 94BT 319円 224 220 20,680.00 70,312 

甘さが強く酸味は控えめで、タイ人が好む味。貯蔵性が
よいりんごなので、タイで日本産の果物が品薄になりや
すい4月に、多く出荷（輸出）するような計画を立てるの
も拡販のための一手となりそう。

香りがよい。色がきれい。味のバランスがよいと思う。
（一部意見）もう少しシャリっとした食感だとよい。

有

60 果実 りんご（サンふじ） 49BT 166円 86 84 4,116.00 13,994 

タイでは“蜜入りりんご”はまだ一般的ではない（蜜が入
るという現象自体が認識されていない）。日本では蜜入
りが重宝されている等、蜜入りであることの価値を伝え
るＰＯＰがあると、購入者がさらに増えそう。

他の国のりんごよりも美味しいと思う。とても安くて買い
やすい。

有

61 果実
りんご

（サンジョナゴールド）
48BT 163円 322 220 10,560.00 35,904 

適度な酸味があり、アイスへの添え物だったり、調理な
どにも向く。この汎用性を伝えるＰＯＰ等を準備できると
望ましい。

甘さにコクがあるように感じる。色づきがきれいなので、
贈り物にもよさそう。（一部意見）もう少し安いとうれしい。

有

62 果実 梨（南水） 115BT 391円 96 69 7,935.00 26,979

酸味は控えめで甘みが強く、タイ人好みの味。日本産
梨のなかでも、貯蔵性がよいところも評価できる。他国
産との違い（糖度等）を伝えるために、販売者に店頭試
食分のサンプル提供（カットしてしまうので、見た目の悪
い規格外品でもＯＫ）などをできるとよい。

ジューシーだと思う。日本で食べた梨と変わらない味を
タイでも楽しめてうれしい。こんなに甘い梨ははじめて
食べた。（一部意見）もう少し安いと嬉しい。

有

63 野菜 じゃがいも（男爵）
260BT

(kg単価)
844円

（kg単価）
40kg 25.49kg 6,627.40 22,533 

タイでは丸い形のじゃがいもは少ないので、見た目で他
国産と差別化しやすい。じゃがバター等、タイでもできる
日本での定番の食べ方を紹介する説明があると、現地
消費者も手にとりやすい。

ほんのりとした甘みがあり、そのままでも美味しいと思う
タイのほかのジャガイモよりも、味がよいと思う。（一部
意見）タイのジャガイモと大きな差が感じられない。高い。

有

64 野菜 ねぎ（下仁田ねぎ） 245BT 833円 9 6 1,470.00 4,998 

ネギ類はタイでも親しまれているが、下仁田ネギのよう
に焼くだけで一品料理にもなるものはない。そうした下
仁田ネギならではの魅力が伝わる簡単なレシピがある
とよい。また飲食店への販売も可能性を感じる。

甘いネギをはじめて食べた。見た目で美味しそう。（一
部意見）タイの他のネギのほうが安いので、そちらを選
びそう。

有

65 野菜 大和芋
543BT

（kg単価）
1,846円
（kg単価）

17kg 12.4kg 6,744.06 22,930 

タイでは食の健康志向が高まりつつあり、そのニーズに
合致しそう。日本では滋養強壮等の野菜として知られて
いることや、サラダ等にしてすぐ食べられることを伝える
販促が大切。

体によさそう。見た目の印象よりも、美味しかった。（一
部意見）粘り気が気になった。

有

66 調味料 カレールー 96ＢＴ 326円 130 41 3,936.00 13,382 
日系のカレー飲食チェーン店がタイに進出していること
もあり、近年日本式のカレーが人気。パッケージに、商
品特徴がタイ語で書かれているところもよい。

家で簡単に作れそう。マイルドな辛さで好み。手に取り
やすい値段だと思う。（一部意見）もっと安いカレールー
がある。

有

67 調味料 ごまドレッシング 226BT 768円 144 123 27,798.00 94,513 

ゴマはタイ人も好きな風味。日本産野菜とのクロス販売
等、いろいろな売り方ができるところがよい。サラダだけ
ではなく、豚しゃぶや冷奴など、いろんな料理に合うの
で、その汎用性の広さを打ち出したＰＯＰなどをつけると
よい。

ごまの味が濃い。すりつぶしたゴマが入っていて、本格
的な感じがする。サラダ以外の用途も知りたい。

有

68 調味料 シーザードレッシング 223BT 758円 72 66 14,718.00 50,041 

タイ産の一般的なシーザードレッシングよりも、味のクオ
リティーが高い。一度味のよさを分かってもらえれば、リ
ピート買いにつながりそう。そのためには、試食提供や
サンプリングが有効なように思われる。

コクがあって美味しい。味のバランスがよい。（一部意
見）もう少し酸味が穏やかだとよい。

有

69 米加工品 歌舞伎揚げ 64BT 217円 340 288 18,432.00 62,669 
適度な脂分と、甘しょっぱさがタイ人にもわかりやすい
おいしさ。消費期限がもう少し長くなると（希望は6か月）、
売りやすい。

また買いたい。値段がもう少し安いとうれしい。子供も
大人も好きな味だと思う。

有
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70 その他加工品 ポテトチーズクッキー 128BT 435円 100 21 2,688.00 9,139 

パッケージに、欧文で「北海道ポテトチーズクッキー」と
記されており、イラストも配され、商品の味のコンセプト
がわかりやすい。北海道はタイ人に人気の観光地なの
で、親しみやすい。

甘くてチーズ風味のするお菓子は初めて食べたが、お
いしいと思う。チーズ臭が強すぎる。

71 その他加工品
コーンチョコレート

128BT 435円 100 98 12,544.00 42,650 

コーンとチョコレートの取り合わせにインパクトがあり、
なおかつ、食感がよくてしっかりとおいしい。拡販の初期
段階だけでもよいので、継続的な店頭試食用のサンプ
ル提供があるとＰＲしやすい。

軽い食感がとてもよい。チョコレートとトウモロコシの取
り合わせが美味しい。甘さが強い。

有

72 水産物加工品 茎めかぶ（お菓子） 59BT 200円 120 22 1,298.00 4,413 

タイでも食の健康志向が高まっており、ヘルシーなお菓
子としてニーズが見込めそう。また、その健康的さを切
り口として、子供向けのお菓子としても可能性がありそ
う。ヘルシーさを伝える説明書きがパッケージにあると
よい。

ヘルシーな感じがする。海藻のお菓子を食べるのはは
じめて。

73 その他加工品 玉よせ（お菓子） 68BT 231円 100 67 4,556.00 15,490 

タイには素朴な味のお菓子が少ないので、差別化しや
すい。ナッツの風味がしっかりと感じられ、味もよい。塩
味なのか、甘いのかタイ人にとっては見た目からわかり
にくいため、ひと目で分かる説明書きがあるとよい。

甘さが適度で、体にやさしそう。こうばしくておいしい。
（一部意見）甘さが弱い。

有

74 その他加工品 ミルクキャラメル 65BT 221円 48 40 2,600.00 8,840 

タイ人に人気の観光地、北海道の地図がパッケージに
入っており、手にとってもらうきっかけになりやすい。
キャラメルは、訪日タイ人の北海道土産としても馴染み
があるので、PRしやすい。

ミルクの風味が感じられて美味しい。職場でシェアして、
みんなで食べたい。

有

75 その他加工品 チョコレートサンドクッキー 131BT 445円 100 22 2,882.00 9,799 

3枚ごとのブリスターパックになってるので、箱を開けた
後も、美味しさを保ちながら食べたい量だけを食べられ
る点が特徴。味だけではなく、この特徴もパッケージで
PRできると、より手にとってもらえそう。

満足感がある。甘さが強すぎる。飲み物がないと食べに
くい。

76 その他加工品 ミルクサブレ 131BT 445円 108 22 2,620.00 8,908 

北海道はタイ人に人気の観光地なので、とっつきやす
い。北海道の地図を大きくしたり、北海道をもっと打ち出
したデザインのほうが、より手にとりやすくなると思う。

香りがよい。チーズの風味が強すぎる。

77 その他加工品
カレーうどん

（即席カップ麺）
60BT 204円 156 129 7,740.00 26,316 

タイでは日本式のカレーが人気のため、可能性を感じ
る。パッケージには食欲をさそうようなインパクトがあり、
味もよい。即席麺市場は価格的にも競合が多いので、
低予算ではじめられる現地での広告（SNS広告等）を活
用し、認知を広めるのも拡販のための一手かと思う。

味つけが美味しい。また買いたいと思った。（一部意見）
品質に比べて高いと思う。タイの即席カップ麺ももっと
安く買える。

有

78 果実 いちご（とちおとめ） 499BT 1,696.6円 80 72 35,928.00 122,155 

例年のとちおとめよりも、着荷後のいたみが少なかった。
東日本で生産量日本一の品種なので、そういった点を
パッケージなどでうたえると、消費者がさらに手に取り
やすくなりそう（タイの多くの消費者は、日本のいちごの
品種とその特徴を知らないため）。

日本で食べたことがあり、その時と鮮度等変わらない美
味しさだと思う。

有

78 果実 いちご（あまおう） 499BT 1,696.6円 80 70 34,930.00 118,762 

他の東南アジアの国と同様、あまおうはタイでも人気。
棚持ちがよくなるよう、産地、輸出業者、物流業者と連
携し、産地（福岡空港）から適正な運賃でタイまで直送
できる流通が組めると理想的。

大きくて高級感がある。ちょっと贅沢したい時に買いた
い。ケースで買って贈り物にしたい（出品商品は1ケース
2パック入り）。

有

80 果実 いちご（さがほのか） 499BT 1,696.6円 20 19 9,481.00 32,235 

平トレーのため、打ち身などの傷み（ロス）がなかった。
ただ国内輸送の時間が長かったためか、店頭での鮮度
低下が早かった。国内輸送の時間を短縮できると品質
が安定し、大量出荷にもつながると思う。

ほかの日本のいちごよりも、香りがよい。ジューシーで
おいしい。（一部意見）もっと粒が大きいとうれしい。

有

81 果実 いちご（やよいひめ） 499BT 1,696.6円 40 28 13,972.00 47,505 

大粒かつ、酸味が穏やかで甘みが濃く、日本産いちご
の中でもタイ人好みだと思われる。気温が上がり、傷み
やすくなるといわれる3月でも品質が安定しているとされ
魅力を感じる。商品にタイ語のリーフレットなどをつけれ
ば、品種の特徴が伝わり、タイで人気のあらたな品種に
なりそう。

粒が大きくて、形もきれいで、おいしい。あまおう以外に
も、大きないちごがあることを初めて知った。

有

82 果実 柿（富有） 99BT 336円 1247 477 47,223.00 160,558 

タイで販売されている日本産の柿は、富有が多い。味
には定評があるので、拡販のためには、価格の安いB
グレード商品等を入れるなどの、規格違いの展開も考
えたほうがよい。

まろやかな甘さだと思う。見た目が大きくて立派なので
贈り物にしたい。（一部意見）果肉がやわらかい。

有

83 野菜 有機JASほうれん草 145BT 493円 30 22 3,190.00 10,846 
タイでも有機野菜のニーズが高まりつつあり、高級店等
で取り扱われている。ORGANICの文字が入っているが、
海外向けにはもう少し大きくてもよいように思う。

とても体によさそう。葉に傷みがなくてきれい。（一部意
見）タイのほかのほうれん草よりも高い。 26
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84 野菜 有機JAS小松菜 120BT 408円 30 17 2,040.00 6,936 

一般的な小松菜に比べて、ゆでただけで甘くなり、その
まま食べられるので、試食提供しやすく、売る側として
はそのよさを伝えやすい。規格外品でもよいので、試食
用のサンプルを継続的にもらえると店頭での拡販がし
やすい。

スープに入れてみたい。料理方法がわからない。

85 野菜 有機JAS水菜 135BT 459円 30 20 2,700.00 9,180 
一般的な水菜よりもえぐみが少なくて食べやすい。有機
JASとは何かを伝えるPOPや説明書きがあると、よりそ
の価値が伝わりやすくなる。

食感がよい。サラダによく合うと思う（一部意見）もう少し
安ければ、日常的に買えそう。味が好みではない。

86 野菜 有機JAS春菊 135BT 459円 30 18 2,430.00 8,262 

繊維がやわらかくて食べやすい。栄養や期待できる健
康効果もパッケージ等でＰＲできると、オーガニックであ
ることのほかに、さらに付加価値が高まりそう。

独特の香りがあり、個人的には美味しいと思うが、好き
嫌いが分かれるかもしれない。緑が濃くて、体によさそ
うなイメージがする。

87 野菜 有機JASルッコラ 129BT 438.6円 60 0 0.00 0 
ぴりっとした辛味があり、タイ人に好まれそう。タイには
フレンチやイタリアンなどの西欧料理店も多いので、そ
ういった飲食店への販売にも可能性を感じる。

食べたときの香りがよい。上品な辛さだと思う。（一部意
見）値段が高めなので、詳しいレシピ等がほしい。

88 野菜 有機JASラディッシュ 135BT 459円 30 23 3,105.00 10,557 

さわやかな辛味と甘みがありおいしい。皮の赤さに栄養
（ビタミンＣ）が含まれている野菜なので、パッケージ等
にそれを伝える文言があると、見た目にも健康的な野
菜として売りやすい。

タイで見るほかのラディッシュよりも傷がなくきれい。食
感がよくて美味しい。（一部意見）美味しいが、私の家で
はラディッシュ自体、日常的に買うことはない。

89 野菜 有機JASレッドマスタード 129BT 438.6円 60 33 4,257.00 14,474 

マスタードの風味が感じられ、えぐみもなく食べやすい。
パッケージに調理例の写真がついており、食べ方をイ
メージしやすい。説明書きがせめて英語になっていると、
消費者がさらに手にとりやすいだろう。

高くて日常的に買いにくい。

90 野菜 肉厚生椎茸 220BT 748円 30 26 5,720.00 19,448 

しいたけは中国などからも輸入されているが、肉厚のた
め見た目で差別化ができる。焼いてそのまま一品料理
になるので、タイに2500店舗以上ある日本料理店に拡
販の道を探すのもよいと思う。

味がよい。（一部意見）もう少し安くしてほしい。

91 野菜
玉ねぎ

（アミノ酸が多い
ブランド玉ねぎ）

620BT
(kg単価）

2,108円
（kg単価）

14.2ｋｇ 6.57ｋｇ 4,073.40 13,848 

アミノ酸が通常の玉ねぎよりも多いため、他国産と差別
化しやすい。味もおいしい。しかし玉ねぎは関税がかか
るため、価格が高くなり、購入者層は富裕層に限られる。
生産段階や出荷規格の工夫などで、価格をあと2～3割
抑えることができうれば、数量はのびそう。レストランに
も需要がありそう。

ここまで甘さを感じる玉ねぎは、はじめて食べた。ほか
の玉ねぎと味の違いがわかる。（一部意見）もう少し安
いとよい。

92 米 あきたこまち 399BT 1,356円 15 2 798.00 2,713 

タイで日本種の米が生産されているが、破砕米の混入
が見られるため、本当に日本食が好きな人には日本産
の日本米が選ばれている。あきたこまちは日本米の中
でもどんな食感、味なのかわかるような表記があるとよ
い。

香り、食感、味ともによい。タイ産に米よりも高いので、
日常的に買いにくい。

93 米 こしひかり 399BT 1,356円 15 5 1,995.00 6,783 

日本米のなかでも代表的な品種で、タイの高級な日本
食店でもこしひかりを使っているところがある。飲食店
向けを狙うのも一手だが、タイ産日本米との価格のバラ
ンスをみる必要もある。

とても美味しい。タイの料理にも合う米だと思う。米の炊
き方がわからない。

94 米 ひとめぼれ 399BT 1,356円 15 0 0.00 0 

ひとめぼれは日本でも流通量が多い品種。食味はタイ
で受け入れられる。日本式のカレーやふりかけを扱う企
業、日本の炊飯器メーカーとのコラボも今後の有効な
販促になりそう。

おいしいので、屋台でおかずを買って日常的に食べて
もよいかなと思った。少し価格が高い。

95 牛肉
ふらの牛
リブアイ

900ＢＴ 3,060円 20 5 4,500.00 15,300 

タイでは近年牛肉の消費量が増えており、これから和
牛も期待できる。本商品は真空の個包装で冷凍になっ
ており、消費者が買いやすく、売る側も管理しやすい。
POPがあったのもよかった。

ジューシーな美味しさ。冷凍になっているので、帰路傷
みを気にせず持ち帰れる。（一部意見）値段が高く感じ
る。色が悪い。

96 牛肉
ふらの牛
三角バラ

1383BT 4,702円 20 1 1,383.00 4,702 

北海道を知るタイ人が多いため、ふらの牛という名前は
認知されやすい（PRしやすい）と思う。脂は甘く、美味し
さは十分。ふらの牛の特徴を伝える販促活動（試食提
供、広告活動）と価格設定が拡販のポイントになるだろ
う。

軟らかくて味がよい。ギフトボックスなどがあると、贈り
物にもよさそう。値段が高すぎる。

97 牛肉
F1交雑牛
リブアイ

850BT 2,890円 20 1 850.00 2,890 
真空個包装で消費者にとって買いやすい形態だったが、
日本産牛の魅力を伝えるステッカーなどが貼ってあった
らよりよかったと思う。

とてもおいしい。たまに買ってもよいと思った。脂の多さ
が気になる。高すぎる。 27
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98 果物 いちご（淡雪） 900ＢＴ 3,060円 20 19 1,7100.00 58,140 

色が白っぽくて見た目に差別化がしやすく、ギフト商戦
等にもよさそう。ただ、色が薄い＝甘さが薄い、と思わ
れる可能性もあるので、しっかりとした甘さがあることを
伝える取り組みをしたほうがベター。

いろいろあるイチゴのなかで目につきやすい。甘くて香
りがよい。（一部意見）淡い色から、甘さも薄いと思って
しまった。

有

99 果物 いちご（ひのしずく） 600BT 2,040円 20 20 12,000.00 40,800 

酸味が少なくて、タイ人に好まれやすい味だが、パッ
ケージ等から品種の特徴が伝わってこない。ステッカー
対応等でもよいので、何かしらの形で品種の特徴を伝
えたい。タイでは、くまもんが人気。熊本生まれのいちご
なので、POP等くまもんが入った販促物を提供してもら
えると助かる。

まろやかな甘さで好み。お土産に買っていきたい。 有

100 果物 いちご（ゆうべに） 600BT 2,040円 20 20 12,000.00 40,800 

果肉が比較的しっかりとしているため、輸送中のロス
（傷み）が少なくてよい。本いちごは熊本生まれで、タイ
ではくまもんが人気。くまもんを活用した認知度拡大を
図るのも有効だろう。品種の特徴をPRするような販促
物も欲しい。

バランスのとれた美味しさだと思う。 有

101 果物 いちご（いばらキッス） 600BT 2,040円 20 7 4,200.00 14,280 

味が濃くて美味しい。出品商品は決して小粒ではない
が、同時に入荷したほかの品種よりは小ぶりだった。サ
イズで選ぶ消費者もいるので、それをカバーする工夫
がほしい。

今まで食べたいちごの中で、味は特に好き。（一部意
見）サイズが小さい。

102 果物 いちご（スカイベリー） 600BT 2,040円 20 20 12,000.00 40,800 
粒が大きくて見た目が立派、かつ高級路線の商品コン
セプトが分かりやすい。タイにもバレンタインがあるので、
その商戦に合わせて販促PRをするのも今後有効だろう。

日本のいちごの中でも、形や大きさ、色がとてもきれい
だと思う。とても甘くておいしい。

有

103 果物 いちご（ゆめのか） 600BT 2,040円 20 5 3,000.00 10,200 

果肉がしっかりとしており、輸出にも向いた品種だと思う
タイの富裕層向けの売場では、日本産の果物が林立し
ており、日本産同士の競争になっている。一パックの量
を200g程度にして単価を下げる等すれば、中堅スー
パーでの量販の可能性も考えれ、選択肢が広がると思
う。

食べたときの香りがよい。ほかの日本のいちごよりも甘
さが弱い感じがする。

104 果実 いちご（紅ほっぺ） 399BT 1,356.6円 68 48 19,152 .00 65,117 

色が鮮やかで、見た目においしそう。試験販売店のある
バンコク中心部は単身者が多いため、200gの内容量は、
そうした人にちょうど向いていると思われる。生産量の
多いとちおとめやあまおう等と何が違うのか、パッケー
ジで謳えるとなおよい。

とても甘くておいしい。ちょっとしたプレゼントにもよいサ
イズ・価格だと思う。

有

105 野菜 穂しそ 110BT 374円 2 0 0.00 0 

タイでも刺身パック（おもにマグロ、サーモン）は売られ
ているが、ツマものが添えられていないことも多く、商品
として見た目が寂しい。タイで日本産鮮魚が拡大すれ
ば、併せて穂しそなどのツマもののニーズも広がってく
ると思われる。なぜツマものが必要なのかを伝える販促
ツールがあると、小売店だけではなく飲食店にも営業し
やすい。

香りがよい。これから刺身と一緒に食べたい。（一部意
見）食べ方がわからない。

106 野菜 小菊 110ＢＴ 374円 2 0 0.00 0 

小売店のほか、まずは刺身を出す日本食料理店への
提案も正攻法だと思う。今日のタイは多国の食文化が
入ってきているので、ジャンルを問わず利用シーンがあ
りそうな飲食店（スイーツショップ等）に営業するのもアリ
かと思う。

料理が豪華に見えてよい。食べられることに驚いた。お
祝いの料理に使ってみたい。（一部意見）穂しそや芽ね
ぎも入れて、薬味やツマのセットになっていると買いや
すい。

107 野菜 芽ねぎ 110ＢＴ 374円 2 0 0.00 0 

出荷量を伸ばすためには小売店だけではなく、刺身や
冷奴などを提供する日本料理店への販売も拡販のひと
つだと思う。あくまで料理を引き立てる食材なので、飲
食店が普段使いできる価格にできるかがポイントになり
そう。

タイのソーセージ（サイクローク）の添え物等、タイ料理
にも使えそう。香りが弱い。

108 野菜 紅たで 110BT 374円 2 0 0.00 0 

刺身のツマによく使われるが、単に彩りとしてだけでは
なく、一緒に食べることで殺菌の効果が期待できる等、
食材としての意味を伝える販促ツールがあると、購入の
きっかけにつながりそう。用途が限定的な食材ほど、そ
ういった販促ツールが必要。

ほのかな辛みが美味しい。どう使えば（食べれば）よい
のか、わからない。

109 野菜 菜の花 100BT 340円 2 0 0.00 0 

アッパークラスの小売店では、季節の食品フェアを開催
することもあり、そうしたスポット需要も見込めるだろう。
レシピのリーフレットや、試食提供が輸出拡大のための
はじめの一歩。

いろいろな料理に使ってみたい。（試食のおひたしを食
べて）茹でただけでも十分においしい。（一部意見）あと
２～３割安いとよい。 28
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110 野菜 本わさび 150BT 510円 4 1 150.00 510 
日本食料理店で刺身に添えられたわさびをおかわりす
る人も見られるほど、わさびを好むタイ人は多い。おろ
し金を併売する等すると、より購入者数は伸びそう。

香りがよい。お店で出てくるわさびよりも、新鮮な感じが
する。（一部意見）もっと辛いわさびが好み。

111 野菜 レンコン 50BT 170円 3 0 0.00 0 

見ただけでレシピを想像できる食材ではないので、レシ
ピのリーフレット等は準備したほうがよい。味や食感で
の訴求はもちろん、期待できる健康効果（栄養素）を伝
えられると購入のきっかけにつながりそう。

（試食のキンピラにしたレンコンを食べて）食感がよい。
美味しいと思う。（一部意見）あらかじめ料理されたレン
コンなら買いたい。

112 魚介類
ブリ 刺身パック

(フィレ・プロトン凍結）
150BT 540円 12 6 900.00 3,060 

鮮魚と変わらぬ鮮度のプロトン凍結を施した冷凍魚は、
フィレなどに加工されているものも多い。在庫ができ、小
売店ではその時の必要数に応じて刺身にできるところ
に魅力を感じる。ブリの刺身は、タイにも浸透してきてい
るので、価格をあと2割程度抑えることができれば、競
争力がさらに増しそう。

臭みがなくておいしい。ブリは魚の中で一番好き。色が
悪い。

113 魚介類
カンパチ 生食用

（フィレ・プロトン凍結）
700BT 2,380円 7 1 700.00 2,380 

ブリを好むタイ人は多いので、ニーズは確実にある。価
格があと2割程抑えられれば数が出そうだが、単に安価
な海外産のものと低価格競争をするのではなく、一定
の価格を保ちながら日本の品質の高さが伝わる売り方
を探るのもよいように思う。

食べやすい味だと思う。日本料理店に行ったときに、い
つも注文している。（一部意見）パッケージだけを見ると、
日本産であることがわかりにくい。量を少なくしてほしい。

114 魚介類
キンメダ刺身パック

（フィレ・プロトン凍結）
150BT 510円 5 2 300.00 1,020 

キンメダイは飲食店からの引き合いも最近増えてきて
おり、タイ人の好む味の魚だと感じる。キンメダイとはど
んな魚で、日本ではどう親しまれている魚なのかを伝え
るリーフレットなどがあると、消費者がより手に取りやす
い。

適度に脂があって、おいしい。（一部意見）値段がもっと
安くなるとうれしい。

115 魚介類
ブランドサーモン

刺身パック
（フィレ・プロトン凍結）

150BT 510円 19 17 2,550.00 8,670 
富士山という名前にインパクトがある。小売店で売るこ
とを想定した場合、富士山を模したステッカーなどを提
供してもらえるとアイキャッチになり、売りやすい。

これまで食べていたサーモンとは違ってさっぱりとした
味だが、おいしいと思う。（一部意見）脂がのったサーモ
ンのほうが好き。

116 魚介類
シメサバ 刺身パック

（プロトン凍結）
150BT 510円 22 4 600.00 2,040 

しめサバはタイの日本料理店でもよく見かけ、タイの消
費者に一定の認知はある。本商品は浅〆でサバ本来
の美味しさがあるので、従来のしっかり酢〆されたもの
との味の違いをPOPなどで伝えることができれば、数は
伸びそう。

酸味がちょうどよい。もう少し脂ののったものが好み。皮
が硬い。 有

117 魚介類
生食用 サバ

（フィレ）
150BT 510円 10 4 600.00 2,040 

タイでもサバは身近だが、小売店で売られているものは
加熱用がほとんど。本商品は小分け包装になっている
が、刺身でも加熱料理でもどちらでも食べられる鮮度で
あることをパッケージなどで謳えば、競合との差別化に
なると考える。

刺身で食べられることが、パッケージから分からなかっ
た。

118 魚介類
ボタンエビ 生食用
（M・プロトン凍結）

400BT 1,360円 3 1 400.00 1,360 

エビはタイ人が好きな食材のひとつ。いろいろな種類が
あるエビの中で、ボタンエビはどのような味、口当たりな
のかを伝える販促ツールを提供してもらえるとありがた
い。またエビ自体が身近な食材故、価格競争は激しい。

甘みがあって美味しい。色がきれいで美味しそう。（一
部意見）もう少し安いと嬉しい。

119 魚介類
ホタテ 玉冷生食用
（M・プロトン凍結）

35BT 119円 50 24 840.00 2,856

身に甘さがあり、通常の冷凍品よりも食感のよさを感じ
る。安価な他国産も入ってきているので、フランスの牡
蠣のように、おいしいホタテ＝北海道といった認知確立
も地域ぐるみで必要だと思う。

新鮮さを感じる。おいしいので、また買いたい。（一部意
見）値段が高い。

120 魚介類
水ダコ 刺身パック

（脚）
50BT 170円 19 19 950.00 3,230 タイでのタコの刺身はボイルが多いので、みずみずしさ

の残った水ダコの刺身は新しい提案だと思う。
鮮度があっておいしい。みずみずしい感じがおいしい。 有

121 魚介類
室津牡蠣

(生食用2Ｌ・プロトン凍結）
50BT 170円 120 13 650.00 2,210 

冷凍により殻が開けやすくなっているので、鮮魚の扱い
に不慣れなタイ人でも扱いやすそう。また冷凍の殻付牡
蠣は生食できるイメージが薄いので、そこのフォローの
説明がほしい。室津牡蠣のブランドを伝える販促チラシ
をいただけたので、消費者に案内しやすかった。

臭みがない。さっぱりとした美味しさで好み。（一部意
見）ミルキーな牡蠣のほうが好み。解凍方法がわからな
い。

有
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122 魚介類 本マグロ 赤身刺身パック 100BT 340円 15 8 800.00 2,720 

タイでマグロの刺身は知られているが、人工的に着色し
た安価なものがほとんど。品質と味が確かな日本産マ
グロは、アッパー層が訪れる店舗であれば、本物志向
の消費者に受け入れられそう。トロとそれよりも価格の
安い赤身とで、ニーズの差はどれくらいあるかをみるこ
とも大切。

タイのスーパーで見かけるマグロよりも色、味ともによ
い。1パック100バーツ（約70g入り）の値段だったので、
買いやすかった。

123 魚介類
本マグロ 中トロ
刺身パック

150BT 510円 20 18 2,700.00 9,180

美味しさの面では、間違いなく多くのタイ人に受け入れ
られる。小売店での売り先はアッパー店となるため、本
格さなどが感じられるPRステッカーを刺身パックに貼れ
ると、より消費者の手に取ってもらえそう。

ピンクの色合いがきれいで、美味しそう。脂がのって美
味しい。

124 魚介類
かつお 赤身
刺身パック

100BT 340円 28 13 1,300.00 4,420 

脂ののったカツオは、タイ人にも受け入れられると思う。
ガスバーナーで表面をあぶってたたき風にするなど、書
面でもよいのでバックヤードのスタッフに調理の技術を
伝えられると、商品に幅が出てより売りやすくなりそう。

味がしっかとしていて美味しい。（ヅケにした試食サンプ
ルを食べて）ヅケで売ってほしい。ヅケの作り方を教え
てほしい。（一部意見）マグロに比べて身が赤黒く、
ちょっと気になった。

125 魚介類
マイワシ
刺身パック

700BT 2,380円 7 1 700.00 2,380 

足の早い魚だが、書面でもかまわないので、鮮度の落
ちたものは塩焼きにするなどの商品展開をバックヤード
のスタッフに伝えることができると、ロスが減らせて助か
る。安価で美味しい魚なので、試食提供を積極的に行
いたい。

嫌な臭いがしなくて新鮮だと感じた。美味しいけれど普
通。

126 魚介類
マアジ

刺身パック
150BT 510円 5 2 300.00 1,020 

アジはタイでも身近な魚。焼いて売られていることが多
いので、生の美味しさを伝えられる販促ツールや店頭
での試食サンプルを継続的に提供してもらえると助かる
またブランドアジにも可能性を感じる。

生のアジが美味しいことに驚いた。臭みがなくて食べや
すい。（一部意見）もう少し脂がのった味が好み。

127 魚介類
イサキ

刺身パック
150BT 510円 19 17 2,550.00 8,670 

旬のイサキは脂がのっており、タイ人もおいしいと感じ
るだろう。他の魚種にも言えるが、刺身にするとほかの
白身魚の身と見た目があまり変わらなくなるので、POP
やシールなどで特徴を伝えられるとよい。

イサキという魚自体知らなかったので、こうやって試食
して味が分からなければ、買うことはなかったと思う。量
が少ない。

128 魚介類 マダイ 刺身パック 150BT 510円 22 4 600.00 2,040 

タイではまだ広く認知されていない魚だが、試食などを
通して味を知ってもらえれば少しずつ購入につながりそ
う。現地での売る側の対応とはなるが、認知の低い魚
は、マグロやブリ等との盛り合わせでまず購入や味わう
きっかけを作ることが大切になりそう。

味が淡白でおいしい。味が物足りない。

129 魚介類
ムラサキウニ
刺身パック

150BT 510円 10 4 600.00 2,040 

個人的な過去の経験として、ウニを試食させると美味し
いと評価する人が多かったので、ニーズはあるように感
じる。まずは高級店にターゲットを絞り、現地で売る側
の対応とはなるが、マグロ等との盛り合わせにして売る
と、ウニ単品より単価も下がりより手にとってもらいやす
くなりそう。

濃厚な味でとても美味しい。ウニが好きな人は多いと思
う。（一部意見）美味しいが、高くて手を出しにくい。

130 魚介類
ヤリイカ

刺身パック
400BT 1,360円 3 1 400.00 1,360 

タイではイカは身近な食材で、手頃な日本食料理店で
もイカの刺身が提供されている。しかし、鮮度は悪く、身
も薄くて味がいまひとつのものも多い。本商品は鮮度感
があって甘みがあるので、試食提供等を継続的に行い
本当の美味しさを伝えることができれば、数は伸びそう。

食感がよくて、甘さを感じる。おいしいと思う。（一部意
見）見た目がタイ産のイカの刺身と似ているので、特別
さは感じなかった。量が少ない。

131 魚介類
アオリイカ
刺身パック

35BT 119円 50 24 804.00 2,734 

日本では高級なほうの部類に入るイカであることのシー
ルやPOPがあると売りやすく、消費者の興味も引きやす
い（タイ人にとってイカは安価のため）。特有の甘さがあ
り、鮮度や味は問題なし。

おいしい。タイの居酒屋で食べたイカ（おそらくタイ産）
の刺身よりも身が厚くて美味しい。（一部意見）イカはタ
イでは庶民的な食べ物なので、値段が高いとあまり売
れないのではないかと思う。

132 調味料 だし入り液状みそ 125BT 425円 10 1 125.00 425 
味噌汁を手軽に作れる簡便さがよい。豆腐売場等での
クロス販売もひとつのアプローチかと思う。あまりない商
品形態なので、使い方を大きく説明したほうがよい。

便利。好きな具で、味噌汁を作ってみたい。使い方が分
からない。味に少し酸味を感じる。

133 調味料 だし入りみそ 1Kg 119BT 404円 5 1 119.00 405 

出汁がすでに入っているため、使いやすい。レシピの
リーフレット等があると、消費者がより手に取りやすいと
思う。飲食店への提案も、販路拡大に向けたアイデアだ
と思う。

味がよい。味噌汁以外の使い方を知りたい。量がある
ので、保存方法を教えてほしい。
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134 その他加工品 即席みそ汁（わかめ） 199BT 676円 10 0 0.00 0 

無化調、グルテンフリー、低コレステロールを謳ったパッ
ケージがよい。わかめもヘルシーな食材なので、具に関
しての説明も表面になされていたらよりよいように感じ
た。

味噌汁は家でたびたび飲むので、まとめ買いの割引等
あるとうれしい。ヘルシーに感じる。

135 その他加工品 即席みそ汁（油あげ） 199BT 676円 10 0 0.00 0 

オフィスでのランチの際にもちょうどよい商品形態。味と
しては受け入れられると思うが、具材の油あげについて
もう少し丁寧な説明があってもよいと思う。

美味しくて、香りがよい。（一部意見）パッケージに日本
語が書かれているが、他国製のみそ汁も日本語が書い
ているので、ぱっと見で日本製であるかわからない。

136 その他加工品 即席みそ汁（とうふ） 199BT 676円 10 0 0.00 0 

とうふはタイでも比較的身近なので手にとりやすい。即
席のとうふの味噌汁は競合他社がいるため、その競合
と何が違うのかや独自の部分をPRするPOP等があると
なおよい。

手早く作れて、家でストックしておきやすい。（一部意見）
とうふの食感がいまいち。

137 その他加工品 即席みそ汁（長ねぎ） 199BT 676円 10 0 0.00 0 
親しみやすい具材。タイではネギ類は薬味的に使われ
ることが多いため、メインの具材としてのおいしさを伝え
る工夫があってもよいと思った。

風味がよい。常備しておきやすい。（一部意見）ネギの
香りがもう少しするほうが好み。内容量が増えてほしい。

138 その他加工品 即席みそ汁（のり） 199BT 676円 10 0 0.00 0 

タイでは棒状ののりのお菓子があり、のりの風味は好
まれるため、ニーズがあるように感じる。日本ほど海藻
を食べないため、のりのヘルシーさが伝わるようなPOP
等があってもよいように思う。

のりの風味がよいという回答が多かった。みそ汁の具
材として初めてのりを食べ、組み合わせのよさを知った
という人もいた。

139 その他加工品
即席みそ汁

（3種 12食入り）
199BT 676円 12 1 199.00 677 

わかめ、とうふ、油あげの3つが1セットになっておりお得
で、いろいろ試したい消費者にもちょうどよい。英語でも
よいので、どの具材が何食分入っているかの記載があ
れば、より親切だと思う。

いろいろな具材が楽しめてよい。パッケージのデザイン
が親しみやすい。

140 その他加工品
即席みそ汁
（減塩タイプ

3種 12食入り）
199BT 676円 12 0 0.00 0 

3種類の具が1セットになっていてお得なのに加えて、近
年、タイでも減塩志向が高まりつつあるので、減塩のコ
ンセプトもよい。英語等で減塩であることがひと目でわ
かるとより理想的だと思う。

味に物足りなさはなくて、おいしかった。（一部意見）日
本語だったので、パッケージから減塩タイプであること
が分からなかった。

141 その他加工品
即席みそ汁

（スリーズドライ
4食入り）

129BT 438円 12 1 129.00 439 
どんな具の味噌汁が入っているか、英語でもよいので
パッケージに記載されていると消費者がより手に取りや
すいと思う。

お湯を注ぐだけで味噌汁ができて便利。保存しやすい。
（一部意見）量が少ない。生のみそを使った製品のほう
がおいしいように感じる。

142 その他加工品
即席みそ汁

（カップ 野菜）
30BT 102円 6 1 30.00 102 

タイ料理は野菜が少ないので、野菜がたっぷりととれる
というコンセプトはよいと思う。野菜の摂取を心がけてい
るタイ人も増えているので、そのコンセプトが伝わる販
促ができると効果的。

汁がおいしい。野菜の味がもう少ししてもよいと思った。

143 その他加工品
即席みそ汁

（カップ とうふ）
30BT 102円 6 0 0.00 0 

ランチの際の汁ものとしてや、小腹がすいたときの軽食
として等、利用シーンをイメージさせるPRができると、よ
り商品を手にとってもらいやすくなると思う。

作りやすい。とうふがもう少し入っているとうれしい。

144 その他加工品
乳幼児向けお菓子
（ぽんせんべい
ほうれん草味）

115ＢＴ 391円 24 1 115.00 391 

ほうれん草はタイでも健康によい食材として知られてお
り、健康的な乳児向けお菓子というコンセプトと、味が
マッチしている。ステッカーでの後貼りでもよいので、タ
イ語での説明を添えられると理想。

大人でも美味しく食べることができた。値段も手ごろ。
（一部意見）品質に比べて、少し割高。

145 その他加工品
乳幼児向けお菓子
（ぽんせんべい

とまと味）
115BT 391円 24 1 115.00 391 

おむつをはじめ、日本のメーカーの乳幼児向け商品は
タイで評価されている。乳幼児向けのお菓子は、その
マーケットを拡大するよい商材だと思う。ステッカーでの
後貼りでもよいので、タイ語での説明を添えられると理
想。

唾液が垂れにくい商品だということを聞いて、日本のお
菓子の工夫がすごいと思った。食べてみると、ヘルシー
なのが分かった。

146 その他加工品
乳幼児向けお菓子
（ぽんせんべい

紫芋味）
115ＢＴ 391円 24 1 115.00 391 

健康志向の高まりもあり、乳児にも健康的な食品を食
べさせたいと考える家庭が増えている。パッケージに赤
ちゃんや、味や原料に関するイラストが描かれ、コンセ
プトが伝わりやすい。

どうヘルシーなのか分かると、手に取りやすくなる。

147 その他加工品
乳幼児向けお菓子
（ぽんせんべい

青のり味）
115BT 391円 24 5 575.00 1,955 

タイでは化学調味料の摂取を気にかけている消費者も
多い。無化調やノンフライであることを、パッケージにア
イキャッチとして入れるのもよいと思う。

風味がよい。お土産等にもよいサイズ。
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148 その他加工品
乳幼児向けお菓子
（ミルクビスケット）

115BT 391円 20 14 1,610.00 5,474 

タイでも、健康面で子供のおやつに気を使う消費者が
増えてきているので、ニーズがあると感じる。イラストな
どでヘルシーさがひと目でわかるような工夫があると望
ましい。

シンプルな味でおいしい。（一部意見）手の平サイズの
パックになっていると、外出先でもおやつをあげやすい。

149 その他加工品
乳幼児向けお菓子
（野菜ビスケット）

115BT 391円 20 8 920.00 3,128 

タイでも、健康面で子供のおやつに気を使う消費者が
増えてきているので、ニーズがあると感じる。イラストな
どでヘルシーさがひと目でわかるような工夫があると望
ましい。

シンプルな味でおいしい。（一部意見）手の平サイズの
パックになっていると、外出先でもおやつをあげやすい。

150 その他加工品
乳幼児向け

乾麺
89ＢＴ 302円 30 7 623.00 2,118 

商品コンセプトはタイの市場にもマッチしていると思う。
原料にほうれん草等が使われていることが、ぱっと見た
目で分かるようなアイキャッチの部分を大きくするとよい
と思う。

自然な味がする。（一部意見）ミルク味との違いが、パッ
ケージをぱっと見てわかりにくかった。

151 その他加工品 チョコチップキッキー 92ＢＴ 313円 48 4 368.00 1,251 

つゆの絡みがよい点や、野菜粉末が練り込まれている
点、ベジタブル麺での離乳食の作り方等、消費者への
訴求ポイントが多く、魅力を感じる。まずはステッカー対
応で、それらポイントを伝えながら、ロットがまとまってき
たら、パッケージ自体を海外向けに製造できれば望まし
い。

消化によさそう。大人が食べても美味しい。（一部意見）
人工着色料で、麺に色をつけているのかと思った。

152 その他加工品 バタークッキー 92ＢＴ 313円 20 6 552.00 1,877 

味と価格のバランスに魅力を感じるが、商品の強みが、
パッケージを見てタイ人に伝わらない。まずはステッ
カー貼りでもよいので、商品の魅力を伝えるアイキャッ
チがあるとより手にとってもらいやすくなると思う。

「食べきりやすいサイズでよい」「食感がよい」という声
があった。一部「甘さが強い」との声も。

153 その他加工品 そば（タレ付 袋麺） 132BT 449円 60 3 396.00 1,346
スープと麺がセットになっているのが魅力。作り方も英
語ながら記されていて、とても親切な規格だと感じる。
積極的な試食等で、売上は伸びていきそう。

おいしい。味がさっぱりしすぎている。麺の食感と色が

悪い。

154 その他加工品 そうめん（袋麺） 132BT 449円 60 1 132.00 449

原材料規格書から英語版が準備されており、輸入手続
きが非常にしやすかった。商品にも、作り方が日本語以
外の言語（英語）でも記されている点と、スープがセット
になっている点に魅力を感じた。

スープがセットになっているのがよい。麺の食感がよい。
1人暮らしなので、袋が再密閉できるものだとうれしい。

155 その他加工品 桃ゼリー 273BT 928円 36 7 1,911.00 6,497

商品の箱が、フルーツ用のダンボールになっていて見
た目が面白く、そのまま贈答用にもよい。商品コンセプ
トは日本人ならば見てわかるが、タイ人には伝わりにく
いと思うため、それを伝える販促ツールがあるとよい。

味が濃い。果物の味がきちんとして美味しい。自然な美
味しさ。

有

156 その他加工品 ぶどうゼリー 273BT 928円 36 4 1,092.00 3,712

箱がフルーツ用のダンボールでインパクトがあるため、
催事などの売り場でも目立つ。果物の味が生きている
ことなどを伝えるＰＯＰの準備や、試食提供で味のよさ
をわかってもらえば、売上は徐々に増えていきそう。

果物の味がしっかりとする。箱が面白い。 有
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【免責条項】本情報はご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。正確な情
報の提供を心掛けておりますが、本情報で提供した内容に関連して、ご利用される方が不
利益等を被る事態が生じたとしても、執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承く
ださい。
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