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アフリカ市場向け商品開発と販路開拓 

2015/3/27 

マルハニチロ株式会社 

マーケティング部 

 

日本の水産から世界へ... 
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１．当社のご紹介 
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さかなの消費動向 
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国内人口推移予測（内閣府） 
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２．実証事業への応募動機 

動き始めている巨大マーケット 
        (もはや可哀そうな地域ではなく、マーケットである） 

  

ブレイク時にリーダーでいるために 
         （東京オリンピックが終わったら、そのあとは！？） 

  

クール・ジャパンと共に 
          (日本ブランドの弱体化） 
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当社におけるアフリカ市場の位置づけ 

２．実証事業への応募動機 
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海外市場進出に関する調査 

• 西アフリカ 市場調査（水産缶詰、魚肉ソーセージ） 

  13年度 ガーナ（経済産業省） 

  14年度 ナイジェリア（JETRO) 

• 中東展示会（クウェート、ドバイ、イスタンブール、サウジアラビア） 

• インド市場開拓 （13年度大規模調査実施）  

 

                         

 

http://www.karadakarute.jp/tanita/column/columndetail.do?columnId=251 

２．実証事業への応募動機 

試験販売：ガーナ（アクラ） メルコム カネシエ・プラス店にて 

ガーナ総括2013 11 
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試験販売：ケニア（ナイロビ） ナクマット メガ店にて 

ガーナ総括2013 12 

余談：西アフリカで日本製の魚肉ソーセージを初めて食べたのは 
   「蟻」だった。 
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• サンプルを日本から送付し、現地の郵便局に約1か月間留め
置いたところ、蟻に襲われ、ほとんど食べられてしまった。 
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需要を調査し、顧客を集める 

A.市場分析 
 

B.商品開発 
 

 
C.新規チャ
ネル開発 

マーケティング 

潜在的な欲求を割出 欲求をかなえる製品の開発 

あらたな顧客の獲得 

• 「社会から必要とされる、本物、安心、健康な食を提供できる企業グループ」 

グループの「変革と改革」 

２．実証事業への応募動機 

アフリカの経済発展 
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２．実証事業への応募動機 

• 北アフリカでは改革により大幅に落ち込んだ成長がある程度回復したほか、サブ
サハラ・アフリカは引き続き天然資源ブームの恩恵を享受した。経済パフォーマン
スのカギとなったのは持続的な政策改善と考えられる。 

実質GDP成長 
• 地域や諸国間でばらつきはあるが成
長中（平均成長率7%程度） 

• 都市化や中流層の拡大が内需を下
支え 

成長機会 
• 拡大する内需 
• 中から高水準にあるコモディティ価格 
• サービスデリバリーの改善 
• エネルギー,輸送インフラ,テレコミュニ
ケーション,社会福祉サービスへ投資 

外部からの援助資金流入 
• 援助資金および海外直接投資の流
入は高いレベルで維持 

• 財政は改善中であるが石油、食糧
の輸入コストは上昇 

リスクおよび脆弱性 
• 国内政情不安 
• 頓挫または先送りされる財政改革 

• 国内の不平等感を一因とした長引く
労働争議 

• 気候変動による影響 
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国名 
GDP 
（USB
＄） 

人口 
（百万人） 

  南アフリカ 384.3 51.1 

  ナイジェリア 270.2 164.8 

  エジプト 256.7 82.5 

  アルジェリア 209.3 37.5 

  アンゴラ 115.2 20.2 

  モロッコ 96.1 32.5 

  リビア 81.9 6.4 

  スーダン 60.5 33.5 

  チュニジア 45.4 10.8 

  エチオピア 42.5 86.8 

  ケニア 40.7 42.1 

  ガーナ 40.4 24.9 

  タンザニア 28.3 44.9 

  カメルーン 25.4 21.5 

  コートジボワール 24.7 23.4 

  ウガンダ 21.2 35.7 

  ザンビア 20.6 14.1 

  ガボン 18.4 1.5 
http://ecodb.net/ranking/area/G/imf_lp.html 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~yoss/W-map/africa.html 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 

• 歴史的経緯もあり国により文化や特性は異なるものの、その需要からも食品マー
ケットの規模は図り知れないと判断しました。 

アフリカ各国のマーケット規模 

２．実証事業への応募動機 

進出対象国の選定 
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• 事業採算性を考えて、1国だけでなく地域でマーケットサイズで対象国をすることと
しました。 

• ナイジェリアとガーナを１つの地域と捉え、かつ、市場魅力度とリスクの観点から
評価した結果、ナイジェリアを最初の進出国に選定しました。 

２．実証事業への応募動機 

リスク 

魅力度※ 

高 

低 

低 

ナイジェリア 

エジプト 

エチオピア 

ケニア 

サウスアフリカ 

ガーナ 

同一地域 

※魅力度＝人口＋経済成長率＋魚介類消費傾向（１：１：１）を100点満点で点数化 
 

リスク 

評価要素 

魚缶詰市場 

魅力度 

評価要素 

エボラ出血熱 
ボコハラム勢力拡大 

想定外要素 
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ナイジェリアでの実証事業 
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３．実証事業の概況と直面した課題 

事業タイトル ナイジェリア 水産加工食品ビジネスの実証事業 

実証項目 
①市場ニーズ  ②商品開発  ③販売戦略構築  
④パートナー発掘調査  ⑤拠点設立 

事業計画 
作成 

海外 実証活動 
①市場ニーズ ④パートナー発掘調査 

⑤拠点設立 

国内 実証活動 
②商品開発 ③販売戦略立案 

報告書 
作成 

フォロー 
アップ 

進め方 
2014年度 第1－3四半期 

（4-12月） 
第4四半期 

（2015年1-3月） 
2015年度 

（2015年4月以降） 

エボラ感染拡大により
渡航禁止 7-12月 

エボラ出血熱の猛威 
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• 当社の方針として、西アフリカ地域への渡航が禁止され（ナイジェリアも当然含む）、現地調
査ができない日々が続きました。 

• 2015年1月になってから、ナイジェリア渡航を条件付きで可能となりました。 

発生状況（2014年3月20日時点） 

出典：http://apps.who.int/gho/data/view.ebola-sitrep.ebola-summary-20150319?lang=en 

３．実証事業の概況と直面した課題 
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現地商社と共同で行ったニーズ調査 
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• 現地商社の社員あるいは現地グループ企業の社員の皆様の協力を得て調査を
実施しました。 

アンケート調査 
 

調査項目 

NAFDAC規定により日本製（賞味期限6か月）
が却下され、代用品を評価に使用 

対象商品 ： 水産缶詰、魚肉ソーセージ 

味の評価 ： さかなの味やにおい 

パッケージ： 開けやすいか 

３．実証事業の概況と直面した課題 

食品規制（NAFDAC）の取得 
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• さまざまな規定が存在し取得に必要な条件が分かりにくいのが実情です。 

• 効率的に取得するためには、現地企業との取引を前提としたビジネススキームとすることが
鍵となります。 

規制品目 

禁止品目 

賞味期限 

手続き 

多種にわたる取得条件 

1. 鳥類（生きた鳥、鳥肉とも）  
2. 豚肉および同製品、牛肉および同製品、羊肉、やぎ肉、ラム肉  
3. 卵（ふ化用のものを除く）   
4. 精製された植物油脂（精製された亜麻仁油脂、オリーブ油脂を除く）  
5. ココアバター・パウダー・ケーキ  
6. スパゲッティ、麺類  
7. パック入りフルーツジュース  
8. ミネラル・ウォーター（炭酸水も含む）、飲料水（砂糖入り、エネルギードリンクなど例外あり）、ビール（ビン、缶）  
9. 袋入りセメント  
10. 医薬・薬剤（HS3003と3004で始まる指定品。詳細は下記出所資料参照）  
11. 医薬品廃棄物  
12. 石鹸および洗剤  
13. 蚊取り線香  
14. プラスチック製衛生用品、プラスチック製食卓用品・台所用品・家庭用品（哺乳瓶は除く）  
15. 中古タイヤ（トラック用の中古タイヤ除く）  
16. 段ボール製の箱およびケース紙・板紙、トイレット・ペーパー、フェイシャルタオル  
17. 電話用リチャージカード  
18. 布地（一部例外あり。なお、衣類は2010年11月に輸入が許可された。詳細は下記出所資料参照）  
19. 靴およびカバン（皮革製・プラスティック製スーツケースを含む。ただし業務用の専門靴など例外あり）  
20. くぼみのあるガラス製ボトル（容量150ミリリットル超、飲料メーカーが飲料包装用に使用するもの）  
21. 中古コンプレッサー、中古エアコン、中古冷蔵庫・冷凍庫  
22. 製造後15年以上経過した自動車  
23. 家具（ベビーカー、顕微鏡用テーブル、腰掛（自動車用含む）など、例外あり）  
24. ボールペンおよび替芯を含む同部品 

出所：Nigeria Customs Service（NCS）ウェブサイト 

３．実証事業の概況と直面した課題 
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販路の開拓（パートナー探し） 
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• 販路開拓においてパートナー探しは必須です。効果的に進めるためには多方面での情報収
集や交渉を進める必要があります。 

• 今回の検証では、現地実証期間が短く、調査を継続実施中です。 

パートナー 

代理店 

ガイド 
（案内役） 

JETRO 

日系人会 

すでに進出している 
日本企業 

現地商社 

日系商社現地法人 

３．実証事業の概況と直面した課題 

食の安全に対する強いニーズ 
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• アフリカ市場では、まず「消費者が手の届く価格」であることが必須要件です。 

• ナイジェリアでコカコーラ・ゼロが売れており、すごく健康に対する意識が強いのかと思いま
したが、特別な技術を使っている安全な製品だから買っていたとわかりました。（ブランド信
奉の傾向が高いのは「嗜好を楽しむ」というより「安全の裏付けがブランド」という捉え方をし
ている） 

日本 

アフリカ 

食品に対する 
ニーズの比較 

安全 価格 味 健康 ブランド 

レベル０ レベル１ レベル２ 

当り前 日常品（興味） 嗜好品 

強い 
関心 

強い 
関心 

当り前 

・ 日本では、安全は差別化要因ではなく、長らく価格・味・健康が差別化要因であった。また成熟化した製品カテゴリでは、
それら3項目ですら差別化が見出しにくい状況にある 

・ アフリカでは、急成長している市場であるが故、安全が差別化要因となりえている 
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実証事業の有効な活用 
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• 新興国は、政治環境の変化やスピーディーな市場成長によって、最新データが短期間のう
ちに陳腐化してしまいます。 

• スマートフォンやインターネットの普及が、その傾向を更に加速化させています。 

• 実証事業を活用して、消費者ニーズやマーケット構造を肌で感じることが重要です。 

急速に広まる情報機器 

携帯電話加入者数は2013年3月時点で 
約7億2,749万、普及率約74％である 

出展http://wirelesswire.jp/Global_Trendline/201309171600-4.html 

実証事業を活用するメリット 

1. 費用の助成 

自社のみで実施するよりも低コスト 

2. 公益性 

自社だけでなく日本企業全体の海外進出に寄与 

3. 豊富な情報網 

現地ジェトロ所員の持つ情報や人的ネットワーク 

 


