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北海道の輸出拡大に向けた取組である北海道国際輸送プラットホーム構築事業では、一昨年9
月から「冷蔵・冷凍貨物の国際小口航空輸送（HOP1サービス）」を開始した。現在、このサー
ビスを中心に、様々な取組が展開されているが、中でも「海外おみやげ宅配便」の取組は、輸
出拡大に限らず観光振興の効果も大きく期待されている。この取組を事例に事業の反響拡大に
至るプロセスの検証や、事業に関わる効果について検討を行う。
キーワード：輸出促進、観光振興、広報、経済効果

1. はじめに

2. 海外おみやげ宅配便取り扱い開始の経緯

北海道開発局港湾空港部では、平成２３年９月より道
産品の輸出拡大を図っていく為に、冷蔵・冷凍貨物の小
口混載輸送サービス、商取引、マーケティング等の課題
を解決し、北海道産品を直接かつ安定的に輸出できる仕
組みである「北海道国際輸送プラットホーム」
（Hokkaido export Platform 以下「ＨＯＰ」）構築に向
けた取組を進めている。
ＨＯＰの具体的な取組としてダンボール１箱から安価
に冷凍・冷蔵温度帯で空輸する「ＨＯＰ１サービス」を
香港・台湾・シンガポール向けに開始しているが、これ
まで困難であった冷凍・冷蔵品の小口輸送が可能になっ
たことで、ＨＯＰ１サービスを活用した様々な事業が展
開されている。
その中でも「海外おみやげ宅配便」は輸出促進のみな
らず、観光振興の効果も大きく期待されていることから、
本稿では海外おみやげ宅配便を中心として事業の反響拡
大に至るプロセスの検証や、事業に関わる効果について
検討を行う。

平成２４年度の外国人観光客数は７９万４００人と前
年度に比べて３８.７％増加し、過去最高となっている。
観光客の宿泊・飲食代、おみやげ購入代などは、今や道
内各地の重要な収入源となっており、各地の行政機関や
民間企業は外国人観光客の取り込みに積極的に取り組ん
でいる。
特に外国人観光客のおみやげ購入動向を見てみると、
道内各地を周遊観光するものの、その多くが最終宿泊地
の札幌や出国地の新千歳空港でおみやげを購入してハン
ドキャリーで持ち帰るケースが多い。道内各地での購入
が進まない理由は持ち運びが手間である事が原因となっ
ていると推測される。また、購入するおみやげ品の多く
が温度管理の必要のないお菓子等が中心であり、外国人
観光客は北海道の特産品である農産品・水産品といった
生鮮品を道内各地で食すことはあっても、自国に持ち帰
ることはできないという認識を持っている。これは、そ
もそも自国に生鮮品を始めとする食品を冷凍・冷蔵で輸
送するサービスが無かったことが原因となっている。
北海道の生鮮品などを自国に輸送するサービスがあれ
ば、道内各地で生鮮品をおみやげとして購入する機会が
増え、各地により多くの経済効果が期待できる。
このような現状を解決するため冷凍・冷蔵温度帯の小
口輸送を可能とするＨＯＰ１サービスを活用した海外お
みやげ宅配便（以下、本サービス）の取り扱いを平成２
５年７月より開始した。

ＨＯＰの仕組み
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図-1 ＨＯＰの概要
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の反響拡大に至るまでのプロセスを広報活動の視点から
検証する。

図-2 海外おみやげ宅配便のイメージ図

海外おみやげ宅配便は、香港・台湾・シンガポール人
向けの冷凍・冷蔵品航空輸送サービスで、おみやげ品を
取り扱う店舗が本サービスを導入することにより、外国
人観光客は店頭で輸送費と商品代金を支払えば、自国ま
で商品を送ることが可能となる。通常、食品の輸出は原
産地証明書やインボイス（輸出送り状）等、様々な書類
が必要となるが、その点はヤマト運輸内に設置している
ＨＯＰ事務局が代行することで各店舗の事務負担を軽減
している。ただし、実際に外国人へ販売して配送につい
ての説明をするのは各店舗の方々であり、英語や中国語
を話せるスタッフがいる店舗は非常に少ないという課題
があった。
このことから外国語が話せなくても販売ができるよう
な体制を整えるため、配送に関する書類を簡素化し、さ
らに配送手続きの流れを示した指さし確認表をＨＯＰ事
務局にて作成することにより店舗側、客側双方にとって
わかりやすく簡単に配送を行うことができるようにした。
また、不測の事態の際には配送を担うヤマト運輸の外
国語のできるスタッフがＨＯＰ事務局に常駐し、電話で
外国人と直接やりとりをしてもらえるというフォロー体
制も整えた。

図-3 指さし確認表（英語版）

3. 海外おみやげ宅配便の道内における広報活動
本サービスは道内の行政機関や民間企業の方々から注
目を集めはじめているが、本項では海外おみやげ宅配便
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（1）道内各地での説明会開催による広報
本サービスを実際に導入するのは道内各地の民間企業
であることから、まずはこれらの方々に本サービスを認
知してもらう必要がある。
そこで北海道開発局の担当者が道内各地を訪れ、ＨＯ
Ｐ説明会を行うことで民間企業への周知を図った。
これまでに道内１０都市で２０回を超える説明会を行
ってきたが、当初は北海道開発局から市町村などへ協力
を依頼し、参加者を集めてもらい説明会を開催していた。
しかし、事業の認知度の向上に伴い、各地から説明会の
開催依頼を受ける機会が増加し、直接、民間企業からの
本サービスに対する問い合わせが増加する等、反響が広
がっている。
このように、各地で説明会を開催することは、プレス
リリースのみではなく、実際にユーザーのいる土地に出
向き、直接説明することで認知度や理解度の向上を図る
ことができた例であり、非常に有効な手段であると考え
る。
（2）マスメディアによる広報
多くの方に事業を周知するのに有効な手段はマスメデ
ィアへの露出である。
北海道国際輸送プラットホームは以前より、たびたび
新聞・テレビに取り上げられており、多くの方に事業に
ついて認知してもらうきっかけとなった。
官はどちらかと言うと、マスコミへの情報提供は敬遠
する傾向があるが、ＨＯＰは、新たな取り組みが開始さ
れる毎にプレスリリースを行い、各種協議会等も全てプ
レスオープンで実施している。また、取材等があった場
合も全てに応えるようにし、包み隠さず様々な課題など
についても説明を行っている。
このようなことから、ＨＯＰの取り組みについて理解
のあるマスコミ担当者も増え、多くの新聞・テレビ番組
に取り上げられることとなった。
平成25年12月15日には全国放送であるＮＨＫ「サキドリ」
でも特集され、事業の注目度はますます高まっている。
また、記者の事業への理解が深まる事により、より前
向きな記事を書いてもらったり、わかりやすい番組構成
としてもらっているある記者は、「話しをしてくれない
と憶測により書かざるを得なくなり、間違った報道にな
ったり、隠す事により、怪しいのでないかなどと否定的
な記事になることがある」との意見もあった。
官民連携の事業における社会的影響力を活用した広報
活動を行うことは官の役割として、重要なことであり、
今後も積極的にマスメディアへの情報開示を行っていく
ことで事業の関心度を高めてもらい、テレビや新聞を通
じた周知拡大を図っていく予定である。

新聞での報道状況（抜粋）
日付
平成23年9月27日
平成24年4月25日
平成24年9月25日

新聞名

内容

北海道新聞（朝刊）
開発局・札大 国際物流促進で協定
北海道新聞（朝刊）6面、日本経済新聞35面 道産品のアジア輸出支援、開発局、ヤマトと連携、小口輸出へ実証実験
北海道新聞（朝刊） 16面
開発局が海上輸送実験 苫小牧発 シンガポールへ

平成24年9月27日

朝日新聞（朝刊） 28面（道内版）

平成25年5月22日

日刊CARGO 2面

道産食品の定期便離陸 輸出拡大へ香港向け月2便

平成24年12月27日

根室新聞 1面

平成25年6月21日
平成25年6月27日

北海道新聞（朝刊）１面
日刊CARGO 1面

官民で推進 小口輸出
道産食品 まとめて運賃押さえ 香港・台湾へ

平成25年9月3日

北海道新聞（朝刊）2面

道産食品土産海外宅配ＯＫ

平成25年10月12日

北海道新聞（朝刊）11面

小口輸出利用で企業表彰を創設

北海道国際輸送プラットホーム 台湾向け開始
根室産水産物のサンプル品 シンガポール市場へ
北海道国際輸送プラットホームに初参加

TVの放映状況
日付

番組名

内容

平成24年2月24日

TVH 道新ニュース

ヤマトグループの参画事業者認定式

平成24年2月24日

NHK おはよう日本

道産食材輸出に向けた研究会の様子

平成24年6月29日

HTB イチオシモーニング

現在掲載されている記事は小さいものであるが、平成
２６年３月にはトップページに本サービスの特集記事を
掲載予定にあり、さらに多くの外国人への周知が期待で
きるものと考えている。
また、海外ではＦａｃｅｂｏｏｋといったＳＮＳの利
用率が高いことからＪＮＴＯのＦａｃｅｂｏｏｋなどに
本サービスの記事を掲載してもらうなど、様々なメディ
アからの情報発信を図っている。

HTBとの連携協定について

平成24年9月26日

TVH 道新ニュース

HOP1サービス(香港)開始について

平成24年9月26日

NHK ネットワークニュース北海道

HOP1サービス(香港)開始について

平成24年12月25日

NHK ネットワークニュース北海道

平成25年5月10日

NHK 北海道クローズアップ

平成25年5月17日

NHK おはよう日本（全国放送）

平成25年5月20日

HBC ニュース1

平成25年6月13日

ＮＨＫ WORLD NEWSLINE

A taste for entertainment （5月17日のNEWS の英語版）

平成25年12月15日

ＮＨＫ サキどり（全国放送）

海外に向けたネットショッピングへの展開

HOP1サービス(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)開始について
特集「相乗りコンテナでアジアへ」
相乗りコンテナを利用した輸出の取組み
台湾向け貨物積み込み作業の様子

図-4 新聞・テレビにおける報道状況

4. 海外おみやげ宅配便の海外における広報活動
（1）Ｗｅｂサイト、ＳＮＳでの広報
前項までは本サービスを導入する北海道側に向けた広
報活動であるが、ここからは実際に商品を購入する外国
人観光客に向けた広報活動について説明する。
このサービスは外国人観光客にとって有益な輸送サー
ビスであるが、他国で同様のサービスを行っている国は
なく、海外旅行先の食品はハンドキャリーでしか持ち帰
ることができないというのが常識であることから、「海
外おみやげ宅配便」サービスをいかに多くの外国人に認
知してもらうかが本サービス利用拡大の鍵となる。日本
政府観光局（ＪＮＴＯ）の運営するWebサイトは全世界
で年間約２億アクセスを記録しており、外国人の多くが
訪日前に閲覧するサイトの一つとなっている。
このことから本サービスの紹介記事をＪＮＴＯのサイ
トに掲載することで、「北海道ではおみやげを自宅に送
ることができる」ということをＰＲした。

図-5 ＪＮＴＯのＷｅｂサイトに掲載された記事
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（2）ポスター、チラシによる広報
例えば、共通の携帯会社のＷｉｆｉマークの様に、こ
のポスターがあれば、おみやげを配送することが出来る
店だという点を視覚的にアピールするような目印を設置
することが重要である。
そのため、本サービスを導入している店舗には本サー
ビス共通のポスターを掲示していただき外国人観光客の
方が一目見ただけで、商品を自宅に送ることが出来る店
だと理解してもらうよう工夫している。

図-6 店頭に掲示しているポスター(和訳版)

また、ホテルに宿泊している外国人観光客向けに部屋
に設置するチラシの作成も行っている。
道内のホテルの多くはホテル内に物販店を常設してい
る場合が多く、実際に本サービスを導入しているホテル
もある。そこで効果的にＰＲするために各部屋にサービ
スの案内チラシを設置するのだが、安価にチラシ作成で
きるように協議会で共通のフォーマットを作成し、少し
でも導入しやすい工夫を図っている。
（3）ポータブルＤＶＤによる広報
前項のようなポスターの掲示だけでは、外国人観光客
の目に止まらないことも想定されることから、より視覚
や聴覚にも訴える形での広報手段として、おみやげ物店
の店頭にポータブルＤＶＤを設置してもらい、本サービ
スの案内ＤＶＤの放映を予定している。
ＤＶＤの内容は、店頭で商品を購入して自宅まで配達
するといった一連の流れを収めたものであり、ナレーシ

ョンを中国語及び英語で収録する。
これにより、ポスター・チラシだけではわからないサ
ービスの概要をわかりやすく説明をすることができ、ナ
レーションもつけることで、外国人観光客の足を止める
きっかけとなることを企画している。
外国人に向けた広報活動は、日本人に向けた広報活動
とは手法を少し変えなければならない点や、効果的な媒
体も異なる点もあることから、海外における戦略的な情
報発信手法は、別途、調査業務において検討を進めてい
るので、詳細については、また別途報告する予定である。
官という立場上、テレビ広告や新聞折り込みチラシに
よるサービス周知を図ることは難しいが、様々な視点か
図-8 訪日外国人の費目別に見る旅行支出額
ら広報活動を行うことで北海道や外国の方々に本サービ
本サービスを利用した商品の店頭販売価格平均は２万
スを知っていただくことも可能であるということが実証
円となっていることから３カ国観光客の内、１割の方に
でき、今後も様々なアイディアを絞り周知活動を行って
海外おみやげ宅配便の商品を購入いただければ約７．５
行く予定である。
億円の経済効果が期待できる。
実際に海外おみやげ宅配便を導入している札幌のカニ
販売店では、これまでもカニを購入していく外国人がい
4. 海外おみやげ宅配便の経済効果検証
たが、持ち運びの量には限界があることから購入単価は
１万５千円程度であった。しかし海外おみやげ宅配便の
導入により、自国に送ることができるようになったこと
以上の様に、海外おみやげ宅配便は北海道内で広がり
で、香港人が１５万円分のカニを購入したという実例も
を見せているが、ここからは本サービスが北海道に与え
ある。特に香港やシンガポールは富裕層が多く来道して
る経済効果について検証する。
いる現状を見ると、さらなる経済効果も期待できる（こ
現在、本サービスが対象としている国は台湾・香港・
れまでの平均購入単価は８万円）。
シンガポールの３カ国となっており、この３カ国の観光
また、リピーターを掴むためにＨＯＰではＷｅｂショ
客数を見てみるとそれぞれ、台湾２８万人、香港７万２
ッピングサイトの構築を予定している。商品を送付する
千人、シンガポール２万３千人となっており、全外国人
際に本サイトの案内文を同封することで、サイトへ誘導
観光客数の約半数を占めている（図-7）。
し、海外にいながら日本で購入した店舗の商品を再購入
することができる様になり、平成２６年度の本格運用に
向け進めている。
前述のカニ販売店では、クリスマスパーティー用にカ
ニ８０杯を送って欲しいというリクエストも来ていたこ
とからＷｅｂサイトの構築により、単に観光客への販売
効果だけではなく、その後のネット販売による効果も大
いに期待することができる。
今後は、マレーシアや定期直行便が就航したタイにサ
ービス対象国を拡大予定にあり、対象国の拡大と共に本
サービスが北海道に与える経済効果は増加していくもの
と考えている。
図-7 平成 24 年度訪日外国人観光客数

ここで、図-8の外国人観光客が買物代として消費する
5. まとめ
金額の一人あたりの平均値を見てみると、台湾４万円、
香港５万円、シンガポール３万円となっていることから、
３カ国の観光客の買物代による経済効果は年間１５５億
本サービスの反響が拡大していった要因は、サービス
円と推計され、この３カ国の観光客が道内経済に与える
を導入する民間事業者や外国人観光客にとってわかりや
影響は非常に大きい。
すく利用しやすいサービスであること、効果的な広報活
動を実施すること、この二点を常に意識し本取り組みを
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実施してきた成果であると考える。
ただ、平成２５年１２月末時点で本サービスを導入し
ている店舗は約３０店と、道内企業にまだ充分に周知さ
れているとは言い難く、新たなアイディアを持った広報
活動が必要であるが、前述の様に本サービスが道内経済
に与える影響はまだまだ拡大していく可能性を秘めてい
ることから、観光に携わる行政機関や経済団体、民間企
業と連携の上、道内経済の活性化、観光振興に資する事
業として本サービスのさらなる充実・拡大を今後も図っ
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ていくこととしている。
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