
 

 

1 

 

2019年 11月 22日 

 

令和元年度・中東等産油・産ガス国投資等促進事業 

調査・情報収集／投資案件に係る個別市場調査 

「GCC 低温物流（Cold Chain）構築に関する調査」 

（業務委託先公募要領）  

 

1. 調査の背景および目的 

現在、サウジアラビアで進む大規模な社会経済改革の重点目標の中に、国内物流システ

ムの整備および国民生活の質的向上が掲げられており、今後、同国内における物流網の大

きな改善整備とともに、食文化の多様化・高度化の進展も見込まれ、低温物流（Cold Chain）

の重要度と需要が大きく増すことが期待される。 

斯かる情勢に鑑み、当センターでは一昨年度、同国の低温物流市場の概要（市場の規模・

構成、主要事業者等）に関する基礎情報収集のためプレ調査を実施し、続いて昨年度は、

同国での日本企業による低温物流事業展開において想定される主要な問題点も事前に把

握した上で、経産省・現地日本大使館の協力も得ながら、同国の低温物流の上流から下流

に至る関係企業・当局へのヒアリングおよび現場の実情調査を実施し、市場の潜在需要の

大きさを確認した。 

本調査は、昨年度の調査結果を踏まえつつ、すでに湾岸 GCC 地域における物流ハブと

しての地位を確立し先進的・高度な技術・施設を擁するアラブ首長国連邦（以下、UAE）

および主要港湾を世界的な物流拠点として整備しつつあるオマーンの低温物流市場を調

査し、サウジアラビアと比較対比することで、日本企業参入のソリューションや事業機会

を明確化することを目的とする。 

 

2. 調査内容 

GCC 地域の中でサウジアラビア、UAE、オマーンの低温物流市場について、下記の内容に

関する調査を実施する。 

 UAE、オマーンの低温物流市場・サプライチェーンの実情を比較調査し、前年度調査の

サウジアラビアを中心としつつ UAE・オマーンを含めた GCC 地域の低温物流市場の近

い将来像を描く。 

 現状と将来像の差異や乖離に対し、日本企業が提供しうるソリューションを明確にし、

日本企業の事業機会やビジネスモデルを構築する。 

 また、前回調査で食品輸入の新たなボトルネックとして浮かび上がったサウジ側の政府

機関との面談を通じた実態把握も併せ行う。 

 

（参考）昨年度の調査結果の要旨 

  低温物流市場ポテンシャルの大きさ：マクロ統計数字に見る大きさ（2018 年食品輸入
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額 146.8 億ドル、うちコールドチェーン必須物流 94.0 億ドル、また年率 7.4％の伸長見

込み）や人口増加、ラマダン（断食）月や大巡礼月における需要のスパイクの大きさ、

国策による巡礼客・観光客の急増期待を、面談した現地物流関係者が揃って強調。 

 現地の低温物流クオリティは、LPI（世界物流スコア）が湾岸各国中、最下位（UAE11

位・カタール 30 位・オマーン 43 位、サウジ 60 位）から想像していた事前イメージよ

りは進んでいたが、総じて日本の 20 年前の状況。日本のノウハウ移植のポテンシャルが

大きい。 

 日本食に限れば需要は極めて小さいが、対象を日本食に限定せず、例えば、日系企業の

アジア工場で製造しているハラール食品のサウジへの販路開拓や、欧米などからの３PL

などで、グローバルに太い商流を形成しうるポテンシャルがある。 

 調査前に日本企業の低温物流事業者（中東に知見あり）が共通して指摘していた「通関

の遅さ」は、この 1 年余りの短期間で急速に改善していることが、現地物流関係者・通

関当局との面談で判明。むしろ、別の政府機関が現在のボトルネックとして浮上してい

る事実が、新たに判明した。 

 

3. 調査方法 

下記の方法により、調査を実施する。 

 UAE 拠点を生かせるコンサルタント 1 社を公募選定する。 

 日本の主要な低温物流事業者から、サウジアラビア、UAE、オマーンでの事業構築に強

い関心と知見があり、他国での類似事例や事業知見を有する企業を選定し、当事業への

参画を慫慂する。 

 今次調査、先年度調査結果および他国事例・知見も踏まえ、UAE およびオマーンとの比

較対比により、主要問題点の具体的な克服も含めた、より精緻な事業モデルを検討 

 UAE、オマーン、サウジアラビア現地において、食品輸入を管轄する政府機関への直接

面談や現地視察を実施、事業モデルの実現可能性を検証 

※同調査における面談・視察には、当センターより担当が同行する。 

 

4. 調査期間 

契約日（12 月中旬を見込む）から 2020 年 3 月 27 日（期日）まで。日本側の繁忙度およ

びサウジ側の宗教カレンダー等も勘案しつつ、サウジアラビア、UAE、オマーンへの出張

時期を 2 月中旬～下旬を想定。その後、適宜、必要なフォローアップを実施し、期日に最

終報告書を提出する。 

 

5. 応募要件 

以下のいずれの要件も満たすこと。 

 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成 15・01・

29 会課第 1 号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しな

いこと。 
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 暴力団排除に関する誓約書を提出すること。 

 以下のいずれにも該当しないことを誓約する誓約書を提出。 

①法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の 防

止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。

以下同じ）であること、法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合

は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ）が、暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ）であること。  

②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。  

③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。  

④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難される

べき関係を有していること。 

 

6. 成果物 

(1) 最終報告書（日本語）10 部 

(2) 最終報告書電子媒体 5 部 

 

7. 応募方法 

  次の項目について作成し、提出すること。 

(1) 調査提案書（形式自由。ただし、表紙は別添フォーム①とする） 

 調査体制：調査を実施するチーム人数と代表者氏名。 

 調査計画：調査の具体的方法。訪問先機関名、訪問先人物名を含む調査計画。 

 調査スケジュール。 

 その他、調査実施に必要な項目。 

(2) 委託費用積算明細書（形式自由） 

 調査員人件費、交通費、現地活動費、資料購入費、報告書作成費、管理費等、すべて

の費用を見積もること。 

 各費用について積算明細を作成すること。 

 契約に関する条件、あるいは提案がある場合は記載すること。 

(3) 類似調査実績一覧（形式自由） 

(4) 応募企業概要（形式自由） 

(5) 暴力団排除に関する誓約書（別添フォーム②） 
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8. 応募書類提出 

(1) 提出期限（案） 

2019 年 12 月 4 日（水）午後 3 時 

(2) 提出先 

（一般財団法人）中東協力センター 調査事業公募担当 

〒102-0075 

東京都千代田区三番町 8-1 三番町東急ビル 7 階 

電話 03-3237-6722 

(3) 提出手段 

e メール添付、郵送、持参のいずれか 

(4) 使用言語 

日本語 

 

9. 委託先選定方法 

  下記の項目を総合的に判断し、1 社を選定する。 

(1) 提案書内容、実施体制・計画 

(2) 実施管理体制 

(3) 経済性、対費用効果 

(4) 類似調査実績、関連情報保有状況 

※応募書類受領後、必要に応じ面談を行うことがある。 

 

10. 結果の通知 

 選定結果は、選定された応募企業にメール等で通知すると共に、当センターのホーム

ページ http://www.jccme.or.jp/で公表される。 

 選定過程および選定結果・理由に対する問合せには一切応じない。 

 提出書類は返却しない。 

 

11. 問合せ 

本件に関する問合せは、下記にて受付ける。 

一般財団法人 中東協力センター 

「GCC 低温物流 (Cold Chain) 構築に関する調査」 

 

公募担当 

三束 mitsuka@jccme.or.jp 

猪俣 inomata@jccme.or.jp 

電話 03-3237-6722 

                                                                       以 上 

mailto:inomata@jccme.or.jp
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別添① 

 

令和元年度 中東等産油・産ガス国投資等促進事業 

調査・情報収集／投資案件にかかる個別市場調査 

「GCC 低温物流 (Cold Chain) 構築に関する調査」 

 

業務委託先の公募に係る提案書 

 

 

法人名称：      印 

 

 

代表者名：      印 

 

 

所在地： 

 

 

担当者連絡先 

役職名： 

氏 名： 

電 話： 

FAX： 

e-mail： 

所在地： （連絡先が上記の所在地と異なる場合は、連絡先住所を記載） 
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別添② 

 

暴力団排除に関する誓約書 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記①から④までのいずれにも該

当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

①法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の 防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であ

ること、法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関 与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員

（同法第２条第６号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。）であること。  

②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。  

③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。  

④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係

を有していること。 

 

 

令和元年  月  日 

 

住所（又は所在地）              

氏名（又は社名及び代表者名）               印 

 

 

 

 


