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（ＨＰ公開様式） 
政務活動費の調査研究に係る海外調査、宿泊を伴う県外調査の概要 

 
１ 題目：自民党・県民クラブ台湾政務調査について 
 
２ 調査報告概要 
 
調 査 者 
会派名等 

会派名：自民党・県民クラブ 
調査者：石井脩德（団長：議長としての派遣）、河西敏郎、臼井成夫、 

中村正則、髙野剛、浅川力三、望月勝、白壁賢一、山田一功、 
塩澤浩、桜本広樹、杉山肇、遠藤浩、水岸富美男、宮本秀憲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
 議長が台湾政府の対日窓口機関である亜東関係協会の招請に応じて訪台す

ることから、この機会に自民党・県民クラブとしても同行し、交流を継続して

きた台湾政府との関係を強化するとともに、台湾における県産品の販売促進

や、今後とも増加が見込まれる観光客の一層の誘致に努める。 
  
２ 調査テーマ 
・台湾との更なる交流の促進 
・県産品の販売促進 
・本県への観光客誘致 

 
３ 調査期間  平成２８年１月１７日～１９日 （２泊３日） 
 
４ 調査地  台湾・台北市 
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３ 調査テーマ毎の調査項目と選定理由 
［調査テーマ］ 
台湾との更なる

交流の促進 

［調査項目］ 
①台湾政府の対日窓口機関である亜東関係協会との交流関係強化 
②次期政権与党となる民主進歩党との関係構築 
③台湾の政治動向と今後の日台関係 
 

［選定理由］ 
① 本県議会としては、従前より、台湾政府外交部の対日窓口機関であ

る亜東関係協会との交流を行ってきており、今回、亜東関係協会から

議長が招請されたことに伴い、自民党・県民クラブとしても、これに

同行し、亜東関係協会との交流関係を強化する。 
② 台湾では、2016年 1月 16日、国の指導者を選ぶ総統選と国会に当
たる立法院のダブル選挙があり、かねてからの予想どおり民主進歩党

党首である蔡英文主席が次期総統に選ばれるとともに、立法院でも民

進党が単独過半数を獲得し、国民党から 8年ぶりの政権奪還に成功し
た。 
今回、次期政権与党となる民主進歩党との関係を構築することによ

り、さらに日台交流の促進に寄与していく。 
③ 今回の総統選により、台湾政治は中国寄りの国民党から、独立を掲

げる民主進歩党に主役が交代する。これに伴い、今後の日台関係がど

うなるのか、見定めていく必要がある。 
 
［調査結果の活用方針］ 
①台湾政府との交流関係強化 
②台湾新政権との関係構築 
③台湾との更なる交流の促進 
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［調査テーマ］ 
県産品の 
販売促進 

［調査項目］ 
①故宮博物院ミュージアム・ショップにおける外国製品とのコラボレー

ション事例 
②台湾における日本産農産物の流通状況 
③台湾における本県農産物の流通状況および今後の販売促進 

 
［選定理由］ 
本県から台湾への果実輸出実績は、年々、モモとブドウを中心に増え、

平成２６年からは米の輸出も始まり、今後とも、台湾は県産品の販路拡

大が見込まれる有望な市場となっている。 
今回の訪問では、今後の県産品の販路拡大に向け、台北市内の百貨店

や高級スーパーにおける日本産や県産の農産物の流通状況を調査すると

ともに、世界でも有数のコレクションで知られる故宮博物院における海

外の工芸品とのコラボレーションの事例を調査する。 
 
［調査結果の活用方針］ 
  本県産のモモやブドウ、コメなどの農産物を始め、日本酒などの地場

産品の一層の販路拡大を図っていく。 
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［調査テーマ］ 
本県への 
観光客誘致 

［調査項目］ 
①台湾における訪日旅行客の動向 
②本県への誘客促進策 

 
［選定理由］ 
台湾は、平成２６年の訪日外客数、延べ宿泊者数とも国別で１位とな

っており、本県においても、中国に次いで延べ宿泊者数の多い重要市場

である。 
今回は、訪日旅行の動向や、さらなる本県への誘致策についてヒント

を得るため、台北市内の旅行社を訪問し、調査を実施する。 
 

 
［調査結果の活用方針］ 
  台湾における消費者ニーズや訪日旅行のトレンド、本県の強みなどを

踏まえ、本県への一層の観光客誘致を図っていく。 
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４ 調査項目に係る調査都市・施設・担当者等の選定 
調査項目 都市（市町村）名・施設名・担当者名及び選定理由 

 
・台湾政府の対日窓口機

関である亜東関係協会と

の交流関係強化 
 
・次期政権与党となる民

主進歩党との関係構築 
 
・台湾の政治動向と今後

の日台関係 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
・総統府、台湾政府外交部亜東関係協会 
  外交部 亜東太平洋司 日本文教事務科 呉承翰 
・民主進歩党本部 
  山梨台湾総会 創会長 趙世安 
・交流協会台北事務所 
  経済部主任 小川祐紀 
 

［選定理由］ 
・総統府は、亜東関係協会からの推薦。 
・亜東関係協会は、政府の対日交流窓口機関。 
・民進党は、次期政権与党。 
・交流協会台北事務所は、日本の大使館相当機関。 
 

 
・故宮博物院ミュージア

ム・ショップにおける外

国製品とのコラボレーシ

ョン事例 
 
・台湾における日本産農

産物の流通状況 
 
・台湾における本県農産

物の流通状況および今後

の販売促進 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
・故宮博物院ミュージアム・ショップ 
  国立故宮博物院附設博物館商店 
 総経理（社長） パット・ヤン 

・SOGO忠孝店、微風広場 
鼎三国際企業有限公司（バイヤー） 会長 林定三 

・CITY SUPER 
  商田実業有限公司（バイヤー） 担当 陳靜萱 

 
［選定理由］ 
・故宮博物院は、中国王朝の名品を所蔵することで世界的に知ら

れる博物館であり、ミュージアム・ショップで販売するグッズ

に、海外企業とのコラボレーションの事例があることから、本

県地場産品の販路拡大の可能性を探る。 
・SOGOは百貨店、微風広場は大型ショッピングセンター、CITY 

SUPERは高級スーパーとして知られており、それぞれの食品
売場における日本産の農産物等の流通状況と本県産品の販促

の可能性を調査する。 
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・台湾における訪日旅行

客の動向 
 
・本県への誘客促進策 
 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
協益旅行社 副総経理（副社長） 馮新智 

 
［選定理由］ 
近年、本県では、台湾からの観光客が中国に次いで多く、極め

て重要な市場となっている。 
協益旅行社は、1980年創立の中堅旅行社であり、日本への送
客実績も年間 13,000人と手堅い実績を有している。 
今回は、当該旅行社において、最近の訪日旅行動向や、台湾に

おける本県観光地の位置付け等について、聴取するとともに、意

見交換を行うことにより、今後の台湾からの観光客の一層の誘致

を図っていく。 
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５ 調査内容 
○調査テーマ：（台湾との更なる交流の促進） 

調査項目 台湾政府の対日窓口機関である亜東関係協会との交流関係強化 
調査都市等 総統府、台湾外交部亜東関係協会 調査日 1月 18日 

 
 
調査結果概要 

■総統府訪問…10:00～12:00 

・ 総統府は日本統治時代の1919年に完成し、戦前は台湾総督府として使

用されていた。現在は、総統が執務を行い、事前に予約をすれば、一般

人や観光客の見学も可能となっている。 

・ 総統選の翌日だったこともあり、総統府の高官との面談は実現できな

かったものの、一般見学者立入禁止の正面玄関からの入館を許され、総

統府第3局科長が我々一行を出迎えてくれた。 

・ 館内は、日本統治時代から現代までの歴史と歴代総統の活動実績が、

パネル展示などで構成され、日本統治時代を否定するのではなく、歴代

総督のパネルが展示されているとことなどは驚きでもあった。総統府を

御案内いただいた戦前生まれのボランティアガイドさんからも、日本の

農学者で台湾米の品種改良で知られる磯永吉博士のお話しなど、日本統

治時代の良かった点を伺うことができた。 

・ さらに、台湾から海外にノービザで行ける国々が記された世界地図が

あり、台湾の外交努力により、現在は140カ国にまで増えたとの説明が

あった。台湾は、一つの中国を標榜する中華人民共和国との関係から、

かつて国連からも脱退せざるを得ず、外交関係を有する国も22カ国と少

ないが、経済成長に伴い、実質的な関係を強化し、ここまでになったと

いう自負心が伺えた。 

・ 1階の視察の後、一般の見学者は立ち入れない 2階にも案内された。

国指定文化財でもあることから、視察した際には、老朽化した部材の修

復工事が行われていた。最後に、建国の父「孫文」の胸像が置かれた広

間において、黄科長を中心に記念撮影を行い、総統府を後にした。 

 

■亜東関係協会主催 意見交換会…18:00～20:00 

・ 亜東関係協会からは、李嘉進会長を始め、6名の幹部職員などが出席

し、山梨台湾総会からも、鄭玉蘭名誉会長や余麗玉会長が陪席。 

・ 亜東関係協会は、1972年、日本と中華人民共和国との国交樹立に伴い、

日本と台湾との国交が断絶したことから、経済や文化などの交流関係を

維持するための対日交流窓口機関として設立された。 

・ 李嘉進会長は、馬英九総統の懐刀として、立法委員（国会議員）や国

家安全会議の諮問委員を歴任し、対日政策のほか、国内政治や経済戦略、

中国関係など幅広い分野で進言を行って来た。2011年9月の日台投資協

定や2013年4月の日台漁業協定の締結を実現し、同年5月に、亜東関係
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協会の会長に就任。筑波大学で経済学修士を取得するなど日本での留学

経験もあり、10年間にわたる国の経済部での実務経験、日本の産官学各

会との人脈も豊富に持つ。 

・ 冒頭、李会長より「日本留学時代、富士山周辺へよく旅行した。後藤

知事とは官僚出身であること、国会議員経験をされていることが自身の

経歴と似ており、親しみを感じる。ぜひ、よろしく伝えて欲しい。また、

再び富士山や山梨県を訪れる日を楽しみにしている。本日は、亜東関係

協会、中華民国を代表して、山梨県の皆さんを歓迎したい。」と挨拶。 

・ 石井議長からは「２年前に日台国際交流促進議員懇話会を設立し、日

台関係の交流を深めてきた。山梨県には台湾から多くの観光客が訪問し

ている。また、フルーツ王国として、モモやブドウなどの生産で知られ

ているが、本日の百貨店視察では、山梨県産米を購入された方と交流で

き、台湾の方のあたたかさに触れることができた。今後とも一層の関係

強化に努めてまいりたい。」と挨拶。 

・ 日台国際交流促進議員懇話会の中村会長からも「山梨台湾総会の方々

の御協力をいただきながら今回の視察を行っている。また、本日は、米

のバイヤーの林会長の御案内により高級スーパーを視察し、SOGOでは、

本県のモモやブドウの時期にプロモーションを行ってもよい旨の約束を

得ることができた。今後とも、さらに日台交流の場を広げられればあり

がたいと考えている。」と挨拶。 

・ 懇談会の終わりに、髙野代表より「本日の懇談の中で、果実や米の輸

出の課題は、政治とともにあるということが良く理解できた。そういう

面もクリアしながら、多くの日本と台湾の人々の友好が深まるよう、山

梨県日台国際交流促進議員懇話会においても、しっかりとその役割を果

たしていきたい。」と答礼の挨拶を行った。 

 

今回の訪問では、総統選挙直後の多忙な時期にもかかわらず、閣僚級

の経験を有する政治家でもある李嘉進会長と本県産農産物の輸出促進や

観光客の誘致などについて懇談を行うことができた。また、本県議会と

台湾政府の対日窓口機関である亜東関係協会の幹部たちが交流を深め、

関係を強化できたことは、今後の本県と台湾の交流を更に促進していく

うえで、大きな成果であったと言える。 
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○調査テーマ：（台湾との更なる交流の促進） 
調査項目 次期政権与党となる民主進歩党との関係構築 
調査都市等 民主進歩党本部 調査日 1月 19日 

 
 
調査結果概要 

■民主進歩党本部表敬訪問…9:15～10:00 

・ 黃志芳（陳水扁政権時代の元外交部長）国際事務部長と趙副主任が出

席し、山梨台湾総会の趙世安創会長が陪席。 

・ 民進党は、1986年、台湾が戒厳令下の国民党一党独裁体制の時代に、

国民党に批判的な勢力が結集して設立された台湾初の野党。2000年の総

統選で、陳水扁氏を当選させ、2008年に汚職スキャンダルなどで、政権

与党の座を失った。 

・ 今回の総統選では、国民党の中国に偏った政策が国民の支持を失い、

民進党の蔡英文主席が、国民党の朱立倫主席に圧勝し、初の女性総統が

誕生することとなった。また、日本の国会に当たる立法院も、民進党が

単独過半数を制し、安定した政権運営が可能となった。 

○黄 国際事務部長あいさつ要旨 

・ 民進党が圧勝した歴史的転換点直後の訪問を歓迎する。今回の結果は

党にとって大きな意味を持つ。台湾の経済・内政改革を進めていきたい。 

・ 2000～2008年の与党時代、台日双方の交流に努めた。当時、私は外交

部長として麻生大臣と緊密に連絡を取っていた。また、08年の政権交代

後にあっても、安倍首相がわが党を訪問するなど密な政治関係が続いて

いる。 

・ 昨年10月には総統選で多忙な蔡英文主席が日本を訪問し、自民党や民

主党の幹部並びにトップ企業との会談を実施した。 

・ 台湾から日本への観光客は約300万人、日本から台湾への観光客は約

167万人と民間交流は盛んである。また、台湾の 21県市のうち 13県市

が民進党系首長であり、これら県市と日本の自治体との交流を今後とも

促進していきたい。 

・ 山梨県は台湾人にとって非常に有名な観光地である。我が党は５月に

政府入りする予定であり、今後、山梨県との交流を全面的にバックアッ

プしていきたい。 

○石井議長あいさつ要旨 

・ 蔡英文主席の総統選勝利に祝意を述べる。２年前に日台国際交流促進

議員懇話会を設立し、民間の交流団体や地元企業と一体となって、台湾

との交流を進めてきた。本県は、世界遺産に登録された富士山、温泉、

フルーツが有名で、台湾から多くの観光客が訪れている。今後とも、日

台交流を深めるとともに、今回の訪台の成果を今後に活かしてまいりた

い。 
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○中村 山梨県日台国際交流促進議員懇話会長あいさつ要旨 

・ 日台国際交流促進議員懇話会として、積極的に日台交流を進めてきた。

今回は、こうして、黄志芳・元外交部長と面会できたことに感謝してい

る。我々は、山梨台湾総会との関係が深く、本日も、趙元会長がお見え

になっている。今後は、山梨県の観光、そしてモモやブドウなどフルー

ツの輸出促進を図っていきたい。山梨県はリニア実験線を有し、2027年

には、東京と名古屋間に中央新幹線が開通する予定であり、非常に注目

されている。また、富士山・玉山（南投県・嘉義県・高雄市に位置）の

友好山岳関係による交流も大切だと思っている。ぜひとも、黄部長に、

一度、山梨県に訪問して欲しい。 

○黄部長発言 

・ 国際事務部の趙副主任を紹介したい。彼は幼少時に広島県での滞在経

験があるほか、３か月前の蔡主席訪日時の中心人物でもあり、事前の準

備を行い、蔡主席とともに訪日した。したがって、趙副主任は、今後の

日台関係において、キーパーソンとなる人物。 

○趙副主任あいさつ要旨 

・ 蔡主席も10月に訪日した際に、日本との観光交流を強化すべきだと発

言。前回は山口県を訪れたが、今後、機会があれば、民進党で山梨県を

訪問し、富士山や温泉をエンジョイしたい。今後とも日本の魅力を知る

ことで、日台交流を進めていきたい。 

 

今回、選挙直後に、表敬訪問し、祝意を表したことで、次期政権を担

うこととなる民進党の幹部に、本県の印象を強くアピールし、新たに関

係を構築することができたのは、極めて大きな成果となった。 

民進党においても、日本の地方議会で、山梨県議会がいち早く訪問し

たことを重く受け止め、報道関係のＴＶカメラを入れての対応となった。 
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○調査テーマ：（台湾との更なる交流の促進） 
調査項目 台湾の政治動向と今後の日台関係 
調査都市等 交流協会台北事務所 調査日 1月 19日 

 
 
調査結果概要 

■交流協会台北事務所訪問…10:30～11:15 

・ 沼田幹夫代表を始め、経済部の担当者3名が出席。 

・ 交流協会は日本側の対台湾窓口機関であり、亜東関係協会のカウンタ

ー・パートとなっている。台北事務所は、台湾における邦人保護、ビザ

発給、経済・文化交流、台湾各界との調整や各種調査事業等、在外公館

と同等の業務を担っている。 

○石井議長あいさつ 

・ 日台国際交流促進議員懇話会立ち上げ以降、企業・民間団体一体とな

った交流を行っており、一定の成果が出ているところ。今後の県と台湾

の交流発展へのご協力をお願いしたい。 

○中村 日台国際交流促進議員懇話会長あいさつ 

・ 今回の視察では、総統選直後にも関わらず、民進党本部表敬訪問を行

うなど、一定の成果を得られた。今後、観光・フルーツをより一層ＰＲ

していきたい。具体的には、ＪＡと連携しつつ視察先のＳＯＧＯにおい

てトップセールスを実施したいと考えており、売場関係者からも了承を

得た。また、富士山・玉山の友好山岳関係を前面に出していきたい。更

には、リニア実験線視察に民進党幹部の本県への招待を行っていきたい。 

○交流協会台北事務所 沼田代表の概況説明 

・ 現在、当事務所は政権移行期間の対応に追われている。行政府が動か

ない混沌とした状態となったため、我々が対応してきた食品問題・慰安

婦問題等が現政権で解決できるかは、極めて不透明になった。 

・ 蔡英文民進党主席は５月20日、総統に就任する。個人的にも面会した

ことがあるが、指導者としての資質が高いという印象を持っている。蔡

主席は、今後、台湾が直面する景気浮揚や中国関係問題に立ち向かって

いくことになるだろう。 

・ 日本のフルーツは贈答用として売れている。また、観光はＦＩＴ（個

人自由旅行）が多く、サービスが良ければ高くても行くという印象があ

る。コメも含め、高級路線が良いのではないか。 

・ 甲州ワインは台湾人が持つ生産国の固定観念を崩さなければ難しいと

思う。台北事務所でも、他国における日本の在外公館のように、ワイン

を購入してＰＲに努めたいところだが、日本と台湾との国交がないこと

から、交流協会の位置づけは公館ではなく、日本からの物品調達も免税

措置が適用されないため、それが困難な状況にある。台湾でも甲州ワイ

ンは販売されているが、市場価格は、非常に高価なものとなっている。 
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○調査テーマ：（県産品の販売促進） 

調査項目 故宮博物院ミュージアム・ショップにおける外国製品とのコラボレーショ

ン事例 
調査都市等 故宮博物院ミュージアム・ショップ 調査日 1月 17日 

 
 
調査結果概要 

■故宮博物院ミュージアム・ショップ…1/17 14:00～16:00 

○対応者：国立故宮博物院附設博物館商店 総経理 パット・ヤン 

                    担 当 高胤喨 

○故宮および附設ミュージアム・ショップの概要 

・ 国立故宮博物院参観者数（2013年）は540万人を突破。 

開館日ベースでは、１日当たり約２万人が入館。 

・ ミュージアム・ショップの年間売上高（2013年）は８億台湾元（約28

億円）超。また、オンラインショップ・販売委託店あり（台北駅、桃園

国際空港等）。 

・ ショップ売上の60～70％は中国大陸の観光客によるものと推測。 

○ミュージアム・ショップ商品について 

・ ヒット商品はメディアで大きく報道。例えば、朕知道了（朕は了解し

た）紙テープや、翡翠白菜をモチーフにした翡翠白菜傘は爆発的な売れ

行きを見せた。中国大陸にはない、デザイン性の高い商品が特に好まれ

ている。 

・ １人当たり平均売上高は1,000台湾元（約3,500円）と推測される。

低価格帯商品が現在のところ売上の主力。 

○故宮とのコラボレーション商品について 

・ 国内外有名ブランド、例えば陶磁器のＦＲＡＮＺ、厨具のalessiとの

コラボレーションがよく知られている。 

・ また、東京国立博物館における国立故宮博物院展限定のサンリオとの

コラボレーション商品は話題となった。 

・ 認知度の低いブランドともコラボレーションを行っているが、その場

合は審査に当たって説得力があることが必要。 

・ マレーシア企業との高価格帯のコラボレーション商品（錫製品）が、

先日から発売されている。 

・ 日本の伝統工芸品については、京都の西陣織とのコラボレーションの

実績があったが、現在は取扱がない。また、他地域の織物についても案

件があったものの、契約までには至らなかった。 

・ 故宮とのコラボレーションに係る申請・審査過程は透明性を有してい

るものの、外国人にとって複雑な部分があるため、台湾にある商社等と

連携した方が良い。 

・ デザイナーを対象にした商品コンペも実施しており、評価の高い商品

案については製造先を紹介するなどしている。 
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○本県工芸品等とのコラボレーションの可能性について 

・ 織物類については、ネクタイが1,000台湾元（約3,500円）、スカーフ

が2,000台湾元（約7,000円）程度から販売されているものの、主要顧

客である中国大陸から見れば高価格と見られる。デザイン性の高い商品

であれば有望。 

・ アクセサリー類は総売上の５％程度を占める。しかしながら、中国大

陸の景気低迷の影響を受け、シェアを落としている。 

・ 硯は現在、台湾製の３商品のみ取扱あり。手軽に購入できる価格帯で

はないので、購入層は限定される。 

・ 食品類については、以前、海外産茶葉を使用した商品で農薬汚染問題

が発生した経緯から、現在は台湾産のみに限定。 

 

  故宮博物院ミュージアム・ショップでの聴き取りから判明したのは、

まず、コラボレーション企画に当たっては、故宮博物院の中に、「文化創

意行銷処」という担当部署との折衝が必要であり、ブランド価値の有無、

故宮博物院展示物との相性、企画の独創性、市場ニーズの有無などが厳

格に審査され、企画が通るまでには、相当の手間と時間が掛かるとのこ

とであった。 

  本県には、伝統工芸品として、印伝、甲斐絹、貴石細工や宝飾品、雨

畑硯などがあり、台湾での県産品販路拡大の一つの手法として、故宮博

物院とのコラボレーションも選択肢として考えられるが、事前に、故宮

博物院における購買者ニーズの研究と競争力のある商品の開発が求めら

れ、参入する場合は、更なる調査研究が必要と感じられた。 
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○調査テーマ：（県産品の販売促進） 

調査項目 ・台湾における日本産農産物の流通状況 

・台湾における本県農産物の流通状況および今後の販売促進 

調査都市等 ・ＳＯＧＯ忠孝店、微風広場 

・ＣＩＴＹ ＳＵＰＥＲ 

調査日 1月18日 

1月19日 

 

 

調査結果概要 

■ＳＯＧＯ忠孝店、微風広場…1/18 15:30～16:00 

鼎三国際企業有限公司のデビッド・リン（林定三）会長の御案内で、

百貨店の「SOGO」と「微風」内にある高級スーパーの視察を行った。 

リン会長は、米を中心に日本酒と茶などを扱うバイヤーで、台湾、日

本、米国にグループ会社を有し、台湾での日本産米の９割を扱う。平成

２６年より、北杜市の農業生産法人「こぴっと」から早稲種の五百川を

輸出。また、同年にやまなし大使に任命されている。輸出実績は、平成

26年に１トン、平成27年に３トンと着実に増加している。 

台湾でも、震災後の日本産食品の輸出規制が厳しくなっている中、リ

ン会長は、生産地に放射能カウンター持参で、自ら調査して安全性を確

認し、撮影した動画を実際の販売活動に当たって放映するなど、消費者

との信頼関係を第一に、売り上げを伸ばしている。 

また、日本で米の食味鑑定士の資格を取得し、米の品種特性に応じた

炊き方や、食べ方などを販促現場で実践するなど、そのセールス手法は

他のバイヤーとは一線を画したものとなっている。 

意見交換を行う中で、リン会長からは、次のようなアドバイスと提案

があった。 

・ 山梨県産品の認知度を上げるためには、百貨店などと組んでプロモ

ーションを行うことが消費者に直接アピールでき、反応も確認できる

ため効果的。 

・ 山梨県の自然環境や観光地としての魅力を合わせてアピールするこ

とも重要。 

＜ＳＯＧＯ 忠孝店＞ 

○対応者：ＳＯＧＯ忠孝店 営業第五部 副理 陳美鳳 

        〃   都市食品課 副課長 周基松 

・ 太平洋ＳＯＧＯは、1986年、日本の「そごう」と台湾の「太平洋建設」

が合弁会社として設立したが、2000年、日本のバブル崩壊等により、そ

ごうが破綻したことなどから、現在は、台湾の老舗百貨店「遠東（ＦＡ

Ｒ ＥＡＳＴＥＲＮ）」グループの傘下にある。 

・ 視察を行った時期が、ちょうど、日本の旧正月に当たる春節前であっ

たため、春節用の贈答品フェアが行われていた。 

・ 日本産のフルーツ（リンゴ、ナシ、ミカン、キウイ、キンカン等）セ

ットも、1250台湾元（5000円）前後の価格帯で販売され、かなりの売場
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面積を占めており、台湾での日本産フルーツの人気が伺えた。冬場であ

るため、山梨県産の商品は見られなかったが、夏から秋にかけては、本

県産のモモやブドウが取り扱われているという。 

・ 次に、日本産米の販売コーナーを視察。日本産米だけで、通路一つ分

のスペースを占めていたが、北杜市産の米も販売され、御年配の日本語

も流ちょうな女性が本県産米を購買している現場に増遇した。 

・ 感想を聞くと、いつも、ここで日本産米を買っているとのことで、山

梨県のお米もおいしいので買っているとのことであった。 

・ 米の価格は２ｋｇで、580台湾元（2320円）、新潟県魚沼産のコシヒカ

リは880台湾元（3520円）と、本県産米の価格が、よりリーズナブルで

あった。 

・ 日本酒のコーナーも、390台湾元（1560円）～3800台湾元（15200円）

と、充実した品揃えとなっており、まだ本県産の清酒は流通していない

ものの、米の好調な販売状況から勘案して、山梨県の自然環境と最高品

質の「水」、美味しい「米」、美味い「酒」などといった、本県のブラン

ドイメージをアピールできれば、日本酒についても今後の輸出について

の可能性が感じられた。 

・ ＳＯＧＯ忠孝店の現場責任者と意見交換したところ、山梨県のモモや

ブドウも人気があるので、それらが出回る夏から秋にかけてフェアを行

うのであれば、ＳＯＧＯとしても協力したいとのことであった。 

＜微風広場＞ 

○対応者：微風 営業部 副総経理 西川正史 

・ 微風は、台湾を代表する大型ショッピングセンターで、ＳＯＧＯと並

び、日本の地方自治体が、しばしばフェアなどを開催することでも知ら

れている。本県産のモモやブドウ、アワビの煮貝などの取扱実績もある。 

・ 当日の地下の食品広場は、ＳＯＧＯ同様、春節前のフェアで、日本産

のリンゴを始め、フルーツがかなりのスペースを占め、枯露柿なども販

売されていた。 

・ コメの販売コーナーでは、日本産米の特設コーナーが設けられ、中年

男性が本県産米を購入してくれた。 

・ ＳＯＧＯ同様、清酒コーナーも充実しており、全体に日本産の食品に

対するニーズの高さを窺うことができた。 

 

＜ＣＩＴＹ ＳＵＰＥＲ＞ 

○対応者：CITY SUPER President 劉朝雄 

       〃   食品部 Division Head 楊土城 

     商田実業有限公司（バイヤー） 担当 陳靜萱 

・ 香港に本社があり、世界中の品質の高い商品を提供することで知られ
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る高級食品スーパー。生鮮食品を取り扱う店舗を、台湾で６店舗展開し

ている。 

・ 太平洋ＳＯＧＯ復興店内のCITY SUPERにおいて、日本の全農が、2015

年4月～2016年3月まで、青果物棚を一区画借り上げ、土日に試食やプ

ロモーション活動を展開中であり、今後、本県の常設の販売・情報拠点

を整備するうえでも、参考となる事例となっている。 

・ 当日は、本県産の品物は、季節外れのため販売されていなかったが、

日本産のフルーツが、リンゴ、メロン、キウイ、デコポン、ミカン、干

し柿などが取りそろえられ、春節の贈答品セットとして販売されていた。 

・ CITY SUPERでも、夏から秋にかけては、本県産のモモやブドウが取り

扱われており、特にシャインマスカットの人気が高く、今後、さらに需

要が高まるものと思われる。 

 

 今回の調査では、百貨店や大型ショッピングセンター内の食品売場３

箇所を訪れたが、いずれも、春節の贈答用品として日本産のフルーツが

多く取り扱われており、日本産米や日本酒など、日本産食品の人気の高

さが伺えた。 

交流協会台北事務所では、放射能問題で、日本産食品の輸入規制への

緩和措置に関する政府間交渉がなかなか進まない現実があることを知っ

たが、それでも、なお台湾市民の日本産食品に対する根強い人気を窺う

ことができ、今後、本県産のフルーツや米、日本酒の販路拡大に対する

期待が一層高まった。 

 

 



17 
 

○調査テーマ：（本県への観光客誘致） 

調査項目 台湾における訪日旅行客の動向、本県への誘客促進策 

調査都市等 協益旅行社 調査日 1月 18日 

 
 
調査結果概要 

■協益旅行社…1/18 14:00～15:00 

○対応者：業務部 副総経理 馮新智 

        手配助理 李欣 

○協益旅行社概要 

・1980年創立。 

・社員数62人、支店数2カ所。 

・送客総数 年間21,500人、訪日旅行取扱実績 年間13,900人 

・商品のブランド名は「三多旅游（Scope Tour)」 

・子会社にリテーラーの「三多旅行社」がある。 

・日本航空、キャセイ航空のスケルトン（航空券＋宿泊）商品も販売。 

○日台国際交流促進議員懇話会 中村正則会長あいさつ 

・ 台湾から、本県に多くの観光客が訪れており、富士山や富士五湖を始

め、私の住んでいる笛吹市にも、モモやブドウが多いことから、大勢来

ていただいていて、大変嬉しく思っている。 

・ 私どもも、台湾との交流を深めるため、これまでにも台湾を訪れてお

り、今後とも、県議会として、また様々な立場から活動を継続していき

たい。 

・ 今日は、協益旅行社さんとの意見交換を交えて、さらに台湾との交流

を活発にしていきたいので、よろしくお願いしたい。 

○馮新智副総経理あいさつ 

・ 山梨県は台湾人にとって大変人気のある県である。特にモモが有名で、

東京からも近く、当社でも30年以上前から送客実績がある。 

・ 宿泊先は石和温泉が多い。サービス等評判は良いが、東南アジア各国

へのビザ免除が影響し、最近は、部屋が確保しにくいという実情がある。 

・ しかしながら、これまでの取引関係から部屋の手配の面で優遇されて

いる部分もある。今後とも山梨県への送客に力を入れたい。 

○質疑応答内容 

・桜本議員：山梨を訪問する台湾人観光客はどの空港の利用が多いか？ 

→東京の成田や羽田発着が圧倒的多数。中部空港からでは長野止まりの

ツアーがほとんど。 

・宮本議員：東京に近い所は他にもあるが、山梨が選ばれる理由は？ 

→台湾では、茨城や群馬は有名ではない。東京5日間コースは、河口湖、

石和、箱根などを回ることが多い。例えば、夏であれば、山梨は果物

が美味しく、モモ狩りやブドウ狩りができ、ワインや宝石もある。 

・宮本議員：台湾での山梨県の観光ＰＲに対するアドバイスは？ 
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→青森はリンゴのＰＲを年２回ほど百貨店で定期的に実施しており、台

湾でも青森に対する知名度が高く、効果が出ている。日本のモモやブ

ドウの人気は高いが、山梨県が一番の産地であるということは知られ

ていない。山梨県も、台湾でモモやブドウなど、フルーツと合わせて

観光をＰＲすれば良い。 

・杉山議員：台湾の観光客の客層は団体ツアーが多いが、個人で来る場合

は、日本の治安をどのように感じているか？ 

→世界で治安が一番良いのは日本。治安面では問題はない。ただ、FIT

（個人の自由旅行）については、東京などと違い、山梨県の場合、公

共交通が十分ではないので、年間、多くても1000人程度。 

・杉山議員：子供たちの修学旅行のニーズはどうか？ 

→台湾では学校全体の修学旅行はないが、政府からの補助金を得て、教

育旅行が盛ん。長野県が受け入れ体制がしっかりしており、一番人気

がある。県関係者や観光連盟が台湾の旅行社へ定期的なセールスをし

ており、農家体験や学校交流、民宿やホームステイなど宿泊まで一括

して手配から精算までしてくれるので、旅行社は送客だけすれば良く、

非常に利便性が高いため、他社も含めて、長野県に行く。年間2000～

3000名を送客している。 

・浅川議員：長野県側で、パッケージを用意してセールスに来るのか？ 

→そのとおり。 

・浅川議員：本県の自転車イベントで、Mt.富士ヒルクライムやグランフォ

ンド八ヶ岳等のイベントの売り込みを行いたいが、効果的に行

うには、どうしたらよいか？ 

雪合戦大会も開催。私どもから提案するのがよいのか？  

→サイクリングについては、日台相互の競技団体が協議を行い、内容が

決定してから、旅行社が入って手配を行うのが普通。マラソンやスキ

ーも同様。 

・浅川議員：フルーツと観光を合わせてPRできればと考えている。 

→台湾での自治体向け広告代行会社があり、大分県は「日盟」、青森県は

「日遊」などに委託している。両社とも会社規模は小さいものの、台

湾の旅行会社との関係も強い。 

・白壁議員：ホテルが足りないというのは、山梨県の話しか？ 

→石和温泉か八ヶ岳南麓のホテルを使うことが多い。河口湖や山中湖は、

中国人団体観光客が多く、実際に部屋も不足している。 

・中村議員：今後、貴社あてにイベントの案内を出すことにしたい。 

→長野県の諏訪湖では御柱祭りがあって、1000名ぐらい行く予定。山梨

県でも何かあれば、紹介して欲しい。日本の祭りは、だんだん人気が

出ている。 
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・白壁議員：信玄公まつりは外国人へのＰＲが不足しているが、どうか？ 

→見たいと思うが、ホテルが取りにくい。 

・白壁議員：信玄公祭りは、ギネスブックに登録された武者行列。宿泊は、

甲府以外であれが、大丈夫だと思う。 

→また、情報が欲しい。 

 

協益旅行社では、山梨県をよく知る副社長クラスの幹部と率直な意見

交換を行うことができ、台湾における本県の優位性が、富士山や温泉だ

けでなく、モモなどのフルーツであることが良く理解できた。 

今後、本県の認知度をさらに高め、台湾の方々に魅力をより感じてい

ただくための方策として、県産フルーツの販促と観光プロモーションを

合わせて行うことと、現地の広告代理店と組むことが早道であるとのア

ドバイスをいただくこともできた。 

さらに、最近のトレンドとして、日本の祭りへのニーズがあることも

判明し、新たなコンテンツとして、本県最大のイベントであり、ギネス

ブックにも世界最大の武者行列として認定された「信玄公祭り」の PR

も必要であることを実感した。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 
議員氏名 所感及び活用の考え方 

 

臼井成夫 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中村正則 議員 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

髙野剛 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

浅川力三 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

望月勝 議員 
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河西敏郎 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

白壁賢一 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山田一功 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

塩澤浩 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

杉山肇 議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

遠藤浩 議員 
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水岸富美男議員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

宮本秀憲 議員 
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調査状況（写真） 
 
○平成 28年 1月 17日 

 
台北松山空港：山梨台湾総会の皆様による歓迎 

 
故宮博物院ミュージアム・ショップでの説明（左：担当の高胤喨氏） 

 
故宮博物院ミュージアム・ショップでの説明 
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○平成 28年 1月 18日 総統府 

 
台湾総統府での説明 

 
総統府第 3局 黄淑芬科長（前列中央）と記念撮影 

 総統府正面玄関前 
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○平成 28年 1月 18日 協益旅行社（三多旅遊） 
 

事務所建物 1階の案内表示 
 

 
協益旅行社 馮新智副総経理（中央）と記念撮影 

 
左：石井議長、中：馮副総経理、右：中村 日台国際交流促進議員懇話会長 

 
協益旅行社との意見交換会会場の状況 
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○平成 28年 1月 18日 ＳＯＧＯ忠孝店 
 

 
SOGO忠孝店・入口にて 
 

 
ＳＯＧＯ忠孝店 果物売場 
 

 
青森県産リンゴのギフトセット販売状況 
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左：リン会長（バイヤー）、中：山梨県産米の購買者 
 

   山梨県産米の販売状況 
ＳＯＧＯ忠孝店 日本産米販売コーナー 
 

 
日本酒の販売コーナー 
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○平成 28年 1月 18日 微風広場（Breeze Super） 

  
                              日本産フルーツの売場 
 

 
県産米の購入者に御礼の万歳三唱 
 

   
日本産米の販売コーナー 
 
 

山梨県産米の販売状況 
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○平成 28年 1月 18日 亜東関係協会との懇談会 
 

 
石井議長あいさつ（右手奥） 

 
中村 日台国際交流促進議員懇話会会長あいさつ 

 
右：石井議長、 左：亜東関係協会 李嘉進会長 
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○平成 28年 1月 19日 民主進歩党本部 
 

 
中村 日台国際交流促進議員懇話会長あいさつ 

 
民進党 黄国際事務部長あいさつ 

 

黄国際事務部長（前列左から 4番目）、趙副主任（前列左から 5番目） 
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○平成 28年 1月 19日 交流協会台北事務所 
 

       沼田幹夫代表 

交流協会台北事務所大会議室にて 

 
 

 
沼田代表（前列右から 3番目）と記念撮影 
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○平成 28年 1月 19日 CITY SUPER 
 

 

劉朝雄 PRESIDENT（前列右から 3番目）と記念撮影 

 

日本の全農の借り上げ棚（年間契約） 

 

左から、楊食品部長、石井議長、劉 PRESIDENT、中村日台国際交流促進議員懇話会長 


