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本報告書では、米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、チリの 6 ヵ国を取り上げ、各国の輸出体制に

ついて報告する。各国の輸出体制にはそれぞれの得意とする品目や歴史的な経緯によって大きな違いがみられるが、こ

こでは各国の輸出体制で大きな役割を担っている輸出促進団体を、その担っている役割の性格から、大きく二つ、品目

別のジェネリックマーケティングを担当する「品目別輸出促進団体」と、品目横断的で全般的な輸出促進支援を担当す

る「輸出支援機関」の二つに分類し、各団体の活動とそれを支える各国政府の法制度や政策の観点から、各国の体制を

分析する。2 章以下で各国について順に報告するが、まず序章で「品目別輸出促進団体」と「輸出支援機関」がそれぞ

れどういった性格を持ち、どういった役割を果たしているかについて説明する。 

1.1 

 

各国の一般消費者が最も目にすることが多い農林水産物の輸出促進活動は、例えば「米国産ビーフ」、「ノ

ルウェー産サーモン」、「チリ産ワイン」、「ニュージーランド産キウイフルーツ」、「米国ワシントン産リン

ゴ」等、国別品目別プロモーション活動であろう。こういった国別で特定の品目に特化したプロモーショ

ン活動を行っているのは、各国の生産者あるいは輸出業者らが構成する品目別の協会や審議会等の業界団

体である。例えば、米国食肉輸出連合会（USMEF）、ノルウェー水産物審議会（NSC）、ワインオブチリ

（WOC）、ゼスプリ（ZESPRI）、ワシントン州リンゴ委員会（WAC）などの団体を挙げることができる。 

本稿では、このような品目別の輸出促進活動を行う団体を、「品目別輸出促進団体」と総称する。 

こういった品目別輸出促進団体は主に、ある特定の品目について国の各産地を包括したマーケティング

活動を行っている。これは、個別生産者や輸出業者のブランドを強調する個別ブランドマーケティングや、

各産地のブランドを強調する産地ブランドマーケティングに対し、国全体を一つのブランドと見立て、品

目別にカントリーブランドを強調する手法で、ジェネリック（generic：包括的）マーケティングと呼ばれ

ている。 

実際のところ、農林水産物では、もちろん個別の生産者や中間業者による選別等による差別化もある程

度は可能だが、それ以上に天候や土地柄、品種、そして生産国の生産構造や輸出制度によって最終品目の

品質差が大きく現れる。しかし、一つの生産者や、輸出業者のみで、自国の産品に関するマーケティング

を行った場合は、それは同国から同じ商品を輸出する他の輸出業者への利他行為になってしまう。そのた

めに、現在では多くの国で、こういった品目別輸出促進団体が構成され、活用されている。国全体の産品

に対する信頼感を高め、他国産との差別化を図ることによって、輸出促進効果が生まれやすいためである。 

さらに小売段階で原産地表示が重視されるようになっており、消費者の持つ生産国のイメージも大いに

影響してくるため、海外市場で農林水産物の販売促進を行う際には、生産国の差を強調することが常套手

段となってきており、ますます重要度は高まっている。加えて、残留農薬問題やトレーサビリティ、GAP

等の導入が進むにつれ、輸出国の業界・産地全体でそういった課題に対処するという点でも、品目別輸出

促進団体の役割は大きくなっている。 

以下では、品目別輸出促進団体が生まれてきた背景、品目別輸出促進団体の機能、輸出相手国での活動、

自国内での活動、そしてそれに対する政府の法制度や政策面での支援についてとりまとめる。 
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今日では、品目別輸出促進団体の輸出相手国での活動は表面上、非常に類似しているが、それぞれ成り

立ちは少しずつ異なる。本事業の対象国 6 ヵ国の動きを簡単にとりまとめる。 

現在、穀物から食肉、果実、加工品に至るまで非常に様々な分野の品目別輸出促進団体が活動し、これ

を盛んに輸出促進に活用している米国で、こういった品目別輸出促進の動きが広まったのは、1950 年代の

末から 1970 年代にかけてのことである。米国では、第二次世界大戦後の 1940 年代末以降、余剰農産物が

深刻な問題となり、欧州の戦後復興によって、新たな海外市場を開拓する必要に迫られ、1950 年代の中旬

以降、こういった動きが加速した。同時に 1960 年代の日本は、ちょうど戦後復興から経済成長に至る時

期を迎え、食品消費が大きく転換する時期を迎え、日本での需要拡大の可能性を見て、アメリカ穀物協会

や米国食肉輸出連合といった品目別輸出促進団体が次々と形成されることになる。さらに、この 1950～

1960 年代にかけての時期は、米国消費社会も成熟を迎え、製品のマーケティング手法がこれまでの「生産・

販売志向」から「顧客志向」に、つまり消費者ニーズを的確につかみ、それに対応するという面がマーケ

ティングで最も重視されるようになった時代でもあった。米国農務省では、1955 年に海外市場開拓のため

の資金支援である海外市場開拓プログラムを導入、次いで 1978 年には品目別輸出促進団体がより大規模

に海外でのマーケティング活動を展開できるよう、マーケットアクセスプログラムを立ち上げている。 

フランスの農産物輸出促進では、特にボルドーやシャンパーニュなど地域別のワインの輸出促進活動が

目立っている。こちらもやはり 1960 年代に活動が活発化した。戦後のフランスでやはり農産物過剰生産

が問題となる一方、欧州以外でのワイン生産が急増し、フランスのワイン産業は苦境に陥った。打開策と

して、フランス政府は農産物・食品輸出国としての地位をとりもどすべく、1961 年に各地域のワイン同業

者委員会等の団体活動を輸出相手国現地でサポートすべく、SOPEXA を設立したのである。 

ニュージーランドでは、それまで農産物の生産調整のために活用されていた農業公社が、品目別輸出促

進団体として積極的に活動するようになった契機は、1973 年の英国の EC 加盟である。これによってそれ

まで優先的に安定的な輸出を確保していた英国向けの輸出が揺らぎ、米国やアジア等での新規市場開拓を

余儀なくされたためである。なお、ニュージーランドでは当初、国有の農業公社が輸出を独占しており、

農業公社が輸出促進の役割を担ったが、1980 年代後半以降の政府の大構造改革によって、農業公社は民営

化され、現在ではそれぞれ、ゼスプリやフォンテラ等の民間企業として経営されている。 

ノルウェーの水産物輸出促進では、米国やフランス、ニュージーランドからはやや遅れて、1990 年から

動きが開始した。この時期、ノルウェーでは水産資源保護のための厳格な漁獲規制の導入をすすめる一方、

養殖業の発展が順調に進んでおり、必ずしもノルウェーほど環境・資源規制が厳しくない他国産地と競争

するためには、ノルウェーとしての高付加価値ブランドを形成することが不可欠と認識されたからである。 

チリは、1960 年代から果実と食肉の輸出産業育成によって国の経済発展を達成するべく、輸出相手国調

査や国内産業育成を継続的に行ってきており、1980～90 年代にかけて、こういった産業の展開が軌道に

乗った。ただし、これまでチリの品目別輸出促進団体は国内の輸出品質管理や環境整備に特化しており、

海外現地市場では、価格競争力や収穫期が北半球と逆といった面で勝負できたため、他国に比べ現地での

マーケティング力は弱かった。しかし近年は高付加価値化とイメージ向上を図り競争力を強化するため、

2007 年にワインオブチリ（WOC）、2009 年にキウイフルーツ委員会等、海外でのマーケティング活動を

支える品目別輸出促進団体を相次いで設立し、活動を強化している。 

韓国は、UR 交渉後の自由化を見据えて 1990 年代から農産物の輸出促進を図ってきたが、調査対象国

の中では品目別輸出促進団体設立の動きは最も遅かった。しかし、現在は品目別輸出促進団体を形成する

ことが輸出促進対策の重点分野の一つとなり、例えば 2008 年に韓国ナシ輸出組合が誕生している。 
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各国の品目別輸出促進団体の機能は次節以下に示すように相似しているが、その組織基盤については、

国や団体によって少しずつ異なっている。主なポイントを以下に挙げる。 

 

品目別輸出促進団体では、基本的には国の産地全てを包括したジェネリックプロモーションを担当する

団体が多いが、米国では団体成立の歴史的な経緯のために、フランスではワインやチーズ等の産地呼称制

度に対応して、産地別に品目別輸出促進団体が構成されていることがある。 

 

表 1 品目別輸出促進団体及び産地別品目別輸出促進団体の例 

国全体の例 産地別の例 

 米国食肉輸出連合会（USMEF） 

 ゼスプリ[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

 フォンテラ[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

 インターシリアル[仏] 

 ノルウェー水産物審議会（NSC） 

 韓国ナシ輸出組合 

 ワインオブチリ（WOC） 

 ワシントン州リンゴ委員会（WAC） 

 アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI） 

 産地別ワイン同業者委員会（ﾎﾞﾙﾄﾞｰ、ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ等）[仏] 

 

 

品目別輸出促進団体には、官営・民間の場合があり、主には以下の 4 種類が挙げられる。 

 

表 2 官営・民営別 

政府組織･行政法人 地方政府組織・行政法人 民間の協会等の業界団体 民間企業 

 ノルウェー水産

物審議会（NSC）

等 

 ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員会

（WAC） 

 ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝ

ｸﾞ協会（ASMI）等 

 米 国 食 肉 輸 出 連 合 会

（USMEF） 

 産地別の各ﾜｲﾝ員会[仏] 

 ﾜｲﾝｵﾌﾞﾁﾘ（WOC） 

 韓国農林食品輸出入組合等 

 ゼスプリ 

[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

 フォンテラ 

[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

/  

品目別輸出促進団体の会員は、生産者のみの場合、加工業者やパッカー/輸出業者のみの場合、生産者・

加工業者・パッカー/輸出業者を全て含む場合とがある。 

 

会員の参加についても、輸出又は生産をするものは強制的に加盟する必要のある場合と、自主的に参加

を表明する場合とがある。これについては、1.1.7 節の法制度の説明の際に背景を捕捉する。 
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また、品目別輸出促進団体には、実際に商品を輸出・販売し、いわば「輸出業者」としても機能してい

る場合と、実際の輸出業務にはタッチせず、国内調整と海外でのマーケティング機能のみ持つ場合がある。

品目別輸出促進団体の多くは後者であるが、ゼスプリ等の力のある団体のうち一部が前者である。 

 

表 3 輸出業者機能の有無 

海外市場での輸出業者機能を持つ団体 海外市場での輸出業者機能を持たない団体 

 海外市場でのマーケティング及びプロモーショ

ン機能を持つ業界団体のうち、影響力が最も強

いものは、自身で産品の販売機能を持つ団体で

ある。販売機能を持つため、相手国の流通と直

接の関係を持ち、実際の販売、マーケティング

とプロモーションとを効果的に組み合わせるこ

とができる。 

 この分野の代表には、一国からの特定品目の一

元的な輸出窓口となっている団体や、完全な独

占ではないものの、相当のシェアを持って実際

に販売をしている団体が挙げられる。 

 ゼスプリはニュージーランドのキウイフルーツ

生産者によるマーケティング専門団体で、同国

の輸出向けキウイを独占的に扱う。ゼスプリの

日本でのマーケティング及びプロモーション活

動の成功は良く知られるところであり、日本市

場から他国産のキウイフルーツをほとんど締め

出しただけでなく、日本の国産キウイフルーツ

よりも高い値段で販売することに成功してい

る。フォンテラはニュージーランドの酪農生産

者 1 万人超によって所有される乳業会社で、世

界各地で事業買収を進め、世界最大級の乳業会

社となっている。サンキストは米国カリフォル

ニア州のかんきつ類生産 6 千名のメンバーが加

盟する農業協同組合連合会組織である。 

 実際は、ほとんどの品目別輸出促進団体は海外

での販売・マーケティング機能は持たず、それ

らは個々の輸出業者に任せている。しかし、PR

活動やプロモーション、相手国の業界との定期

的な情報交換など、業界共通の利益を生む分野

については、個々の輸出業者では実施困難であ

るため、輸出業者あるいは生産者、もしくはそ

の双方が協力して、資金を出し合い、さらに場

合によっては政府の補助を受けて、業界団体と

して活動を行う。 

 最も良くみられるのは、既に存在する生産者・

輸出業者・加工業者等の業界団体に、海外での

プロモーション機能を持たせ、品目別輸出促進

団体とするケースである。後述する米国の輸出

促進プログラムに関わる業界団体は、多くが生

産者や輸出業者による業界団体を母体としてい

る。 

 他に、海外でのプロモーション専業のために新

たに品目別輸出促進団体が設立される例もあ

る。例えば、メキシコの豚肉のケースでは、日

墨FTA締結を機に日本での豚肉輸出を伸ばすた

め、主要な加工・輸出業者の数社が中心メンバ

ーとなって周辺事業者に呼びかけ、新たに「メ

キシカンポーク輸出業者協会」を設立した。 

団体例： 

ゼスプリ、フォンテラ、サンキスト等 

団体例： 

ノルウェー水産物審議会（NSC）、ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員

会（WAC）、ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会（ASMI）、米

国食肉輸出連合会（USMEF）、産地別の各ﾜｲﾝ員会

[仏]、ﾜｲﾝｵﾌﾞﾁﾘ（WOC）、韓国農林食品輸出入組合等 

 

 



 

5 

 

23  

 

品目別輸出促進団体の輸出相手国での活動を支えているのは、現地活動の企画・運営を実際に行う現地

代表である。 

マーケティング活動が成功するためには、業界関係者と消費者のニーズ、市場の動向を的確に把握し、

迅速に対応して、現地の業界関係者や消費者の心を掴み、効果の高い活動を行うことが必要不可欠である。

マーケティングでは、それぞれの国や地域の文化や社会の雰囲気の微妙な違いによって、効果的な方法や

手段が大きく異なってくることも多い。このため、現地感覚を持つことが決定的に重要である。このため

に、現地でのマーケティング活動に対して、全て本国の担当者が計画・実施するというのでは、現地の状

況に鈍くなりすぎて効果的な対応が期待出来ない上に、またコストもかかりすぎる。また、農産物に関す

るプロモーション活動は１、2 年で結果が出るものではなく、その効果が出るまでには様々な複合的活動

と、長い期間がかかる。まず輸入業者・流通業者の信頼を得るのに、継続して活動し、彼らのサポートを

常に行う姿勢を示せなければ、他の生産国と比べた優位性を実感してもらうことが難しい。消費者の信頼

を得るまでには、さらに深い現地の理解と長い普及期間が必要である。 

このため、多くの品目別輸出促進団体は、現地に何らかの拠点を置き、現地の専門家に委託あるいは雇

用して、そこを現地代表として、現地での活動の企画の立案と実施を全て現地代表に任せる仕組みを取り

入れている。良い代表を選択し、そして現地の自主性を如何に引き出し、活気のある活動に繋げるかとい

うところが、品目別輸出促進団体本部が知恵を絞るところである。 

もちろん品目別輸出促進団体の本部も、活動の全体的な方針（健康効能や持続可能性をアピールする、

あるいは若年層をターゲットにする等）と輸出拡大の大まかな数値目標は示し、各現地代表から挙げられ

た計画について意見を出したり、改善を求めたり等のことは行うが、細かい活動の内容に関して全て指示

するようなことは無い。活動の具体的な内容は、本国から示されたマーケティング活動方針や目標に基づ

き、現地代表が最も効率が良く、また市場に喜ばれる面白みのある活動をチョイスすることになる。 

 

 

図 1 品目別輸出促進団体の輸出相手国での活動モデル 

 

現地代表 

（団体事務所、PR 会社等） 

品目別輸出促進団体本部 

 

広告会社 PR 会社 HP 作成・運営会社 イベント会社 調査会社 

輸入業者・流通業者・加工業者 消費者 

現地代表業務の委託 

目的・予算の指示 

報告・フィードバック 

定期連絡 

有事の対応 

 

関係 

構築 

 

各種業務の委託 

消費者向け・ 

業界関係者向け 

各種ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、 

PR 活動・調査の 

実施 
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以下に、品目別輸出促進団体の本部と、現地代表との間での現地でのマーケティング活動計画立案から

実施に至る流れについて図解した。 

 

 

図 2 現地代表におけるマーケティング活動計画から実施にいたる流れ 

目標方針・ 

予算設定 

•本部において、現地代表と相談の上で、当該国での年間予算とマーケティング
の方針・目標（機会創出や問題克服等）を立てる。 

•その際に必要に応じて市場調査や消費者調査を行い、新しい機会や問題の発見
を行う。 

計画立案 

•現地代表はそれに基づいて活動の内容を企画し、年間計画を立てる。 

•必要に応じて、PR会社や広告会社等からコンペ形式でアイディアを募る。 

計画承認 

•本部と現地代表で年間計画について協議する。 

•年間の活動計画を本部が了承する。 

事業実施 

•当該国において活動を実施する。 

事業報告 

•活動期間中は毎月、当該国での活動内容や結果、市場状況とを報告する 

事業評価 

•毎イベントごと、もしくは毎年か数年に一度、市場調査や消費者調査を行って、
上記活動の効果の評価をする。 

次期事業 

計画 

•活動期間中に上記と同様に来期の計画を立てる。 
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現地代表には、①品目別輸出促進団体自身で現地事務所を開設する、②現地広告代理店や個人等に現地

代表を委託する、③国の出先機関を品目別輸出促進団体の現地代表として活用する。の 3 種類が挙げられ

る。以下の表にそれぞれの代表的な団体や、特徴を挙げた。 

②の委託が最も簡単であるため、最も広く用いられている手段である。 

 

表 4 現地代表の種類 

 規模が大きく、重要な輸出先市場であれば、業界団体自身で現地事務所を開設することが最も確実

な方法である。日本でも、いくつかの県が中国や香港、米国等の主要市場に現地事務所を開設して

いる例があるが、それに似ていると考えてもらえば良いだろう。 

 ただし多くのケースで、本国からの派遣は 1 名程度乃至はゼロで、実務は、現地で採用する現地業

界に詳しい現地人スタッフに任せている。 

 カナダ小麦ボード、ゼスプリ、フォンテラやサンキストなど、輸出機能も持つ団体では、多くが海

外に自社拠点を置いている。さらに米国食肉連合会や、アメリカ大豆協会、アメリカ穀物協会、豪

州食肉家畜生産者事業団などの資金力が豊富な団体は、重要市場に団体自身で拠点を設立している。 

 また、ノルウェーは水産業と水産物の輸出が同国経済に与える影響が非常に大きいことから、水産

物生産・輸出主要企業をメンバーとするノルウェー水産物輸出審議会を設立し、主要国においては

大使館の敷地内に同審議会の事務所を設けている。こういった国家通商戦略と綿密に結びついたケ

ースも、自身で現地拠点を開設する傾向にある。 

 現地事務所では、必要な規模に応じて現地採用のスタッフを数名から数十名雇用し、販売・マーケ

ティングやプロモーション活動を行い、さらに現地の輸入業者とのコミュニケーションを密にし、

要望や問題点についてウォッチし、常に本国にフィードバックし、有効な対応が取れるような体制

を整えている。また、現地政府に対する働きかけも、現地事務所を通じ機動的に行うことができる。 

 ただし、現地事務所を独自に設立するためには、場所を確保し、職員を派遣し、そして本国から職

員を派遣しただけでは特に有効な活動ができないので現地スタッフを雇うとすると、それだけで相

当額の経費が必要になる。もちろんそれは事務所の維持費だけであるので、さらにプラスして活動

費が必要である。 
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 農林水産物の業界団体で最も一般的に行われているのは、現地の広告代理店や個人などに委託して、

代理人として現地代表を務めてもらうことである。状況によって異なるが、だいたいプロモーショ

ン費用の約 10％前後が代表事務所の管理費・事務経費となるため、海外活動全体で数千万円から数

億円の予算規模として、数百万円～数千万円で現地代表を委託できることになる。自社の事務所を

置き、職員を雇用することに比べると、大幅に経費を節減できる。こういった代理人を務める PR 会

社あるいは個人は、いくつかの団体の代理人をまとめて引き受けたり、あるいは他の事業も兼務し

ているため、こういった金額で引き受けることが可能となっている。 

 しかも、現地の輸入業者や消費者からみると、業界団体自身の現地事務所がある場合と、ほとんど

同じサービスを受けられるため、費用を節約できるにも関わらず、団体自身で現地事務所を設立す

るのとほぼ同じ存在感を示せる点にメリットがある。実際、日本にある多くの海外農産物の業界団

体はこのケースであるが、日本側の多くの関係者はそれを意識することなくサービスを受けている。 

 一般企業の営業あるいは広報と同じく、海外市場におけるマーケティングやプロモーション活動で

も、成功を導くためには、活動の主体である業界団体が、活動の受け手側となる輸入業者や流通業

者、小売店、あるいはサービス提供者となる PR 会社や広告代理店、調査会社等と、良い人間関係を

築くことがまずは基本となる。優秀な代理人を選定することができれば、この関係づくりの面にお

いても、委託の形で現地代表を置く形であっても、独自に現地事務所を設立する場合に比べて遜色

ない効果を得ることができる。 

 委託を行っている団体には、例えば前述のフロリダ州政府柑橘局をはじめ、日本のりんご産業が競

合している台湾市場に代理人 Steven Chu 氏を置いているワシントンりんご委員会など、一部の大型

団体を除く米国の主な農林水産物業界団体のほとんどが含まれるほか、カナダ、豪州、ニュージー

ランド、メキシコ、南アフリカ、チリ、トルコ等の業界団体も非常に数多くある。現地事務所を委

託する方法は、先進国、発展途上国を問わず、農産物のプロモーション活動では最もスタンダード

な手法となっているといえる。 

 現地への代表委託も難しい小規模な団体の場合は、自国の出先機関を利用する方法をとる例がある。

欧州諸国でよくみられるが、国、そして産業の規模が小さいため、自国の出先機関がある程度上記

の PR 会社等の代わりとなって、業界団体の求めに応じて様々なプロジェクトを代行する。 

 出先機関は、現地の事情に詳しい現地雇用スタッフを擁し、現地の事情に即した対応に努める。 

 フランスの SOPEXA はまさにこの典型的なケースであり、SOPEXA の各国の事務所が、フランス各地

のワイン協会やチーズ等の協会の現地出先機関として機能し、テイスティング等の様々なイベント

の開催、ウェブサイト運営、小売店やレストランへの働きかけ等を行っていた。ただし、SOPEXA は

完全に民営化され、現在はフランス以外の国の農産物でも扱えるようになったため、現在では②に挙

げた一般の広告代理店と全く同じ存在になってきているともいえる。 

 イタリアのケースでも、日本のジェトロにあたるイタリア貿易振興会（ICE）が多くの国に現地事務

所を持って、主要国には農産・食品担当者を置いているが、この現地事務所が、業界団体や地域政

府がそれぞれ持つ予算から委託を受けて、テイスティングイベントや広告事業等を代行して行う。 
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品目別輸出促進団体の輸出相手国でのジェネリックマーケティング活動内容は、お互いに活動の効果を

見ながら、切磋琢磨している中で、全体のマーケティング手法は非常に多岐にわたり、また多様性に富む

ものとなってきている。展示会への参加や、商談会の設定から始まり、小売店でのイベント、テレビ・ラ

ジオ・雑誌等での広告、スポーツやアートイベントの協賛、そして、益々盛んになっているのがウェブサ

イトの活用や、ブログやフェースブック等のソーシャルネットワークを活用した新しい消費者教育である。 

こういった現地国での活動内容は、大きく業界向けと消費者向けの二つに分けられる。業界向けとは、

輸入業者や卸売業者、レストラン、業界誌等の業界関係者に対する働きかけである。消費者向けとは、一

般広告やメディア、料理教室等のイベント等を通じて行う一般消費者とのコミュニケーション活動である。 

 (B to B) 

業界向け（B to B）のマーケティング活動には、まず基本的な活動として、主要関係者のリストを作成

し、これを常にアップデートさせておくこと、そのリストを基に、様々な情報提供や活動内容についての

お知らせを行う最も基本的な活動と、その他ノベルティーの配布やタイアップイベント等のオプショナル

なイベントがある。以下の表に代表的な活動の事例を挙げる。 

 

表 5 農林水産物・食品分野での業界向けマーケティング事例 

基本的な活動 B to B 

コンタクトリストの

作成 

 主要な輸入業者、流通業者、卸売業者、スーパーのバイヤー、業界有力者等のコン

タクトリストを作成し、常に情報をアップデートする。質の良いコンタクトリストの作成

がプロモーション活動成功の最も重要なベースとなる。 

 また、レベルの高い団体では業界の直接関係者のほか、有力な政財界や政府関係

者等との繋がりを深めて、問題発生を予防したり、発生時に迅速に対応できるように

している。 

キックオフイベント  活動年度の始まり（青果物などの場合は収穫シーズンの直前、その他は予算年度

等）に合わせて、プロモーション活動の年間活動についてのキックオフイベントを行

う。本部代表や輸出業者・生産者等のメンバーが参加することが望ましい。 

 当該国の輸入業者や業界誌記者等、業界の関係者を集める。本年度の一年間でど

のような活動をするのか、今年の生産・収穫・品質動向についてプレゼンテーション

を行い説明する。また、当該産品が他の産地と比べてどういう利点があるのかなどを

改めて強調。 

 立食程度の試食会を合わせて行うこともある。 

業界向け PR  業界専門誌等に対する情報発信 

 大きなイベントや新しい動き等について、記者等を集めてプレス発表を行う。 

 業界専門誌・総合新聞等の業界に関する記事のクリッピング（本部に提出する。） 

ウェブサイト  ウェブサイトを通じて情報発信を行う。（消費者向けのウェブサイトと兼用して運用す

るケースが多い。） 
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その他活動事例 B to B 

本国及び当該国

関係者らのミーテ

ィング 

 本国の生産者や輸出業者らの関係者と、当該国の輸入業者やバイヤー等の関係者

が一堂に会して、ミーティングを行う機会を提供する。大きな団体では毎年、小規模

の団体では数年に一度。 

在庫情報や産地

情報の提供 

 生産国からの各業者の配船の状況や、当該国での輸入業者らの品目在庫の状況等

の情報を提供する（米国や南アのかんきつ類輸出促進の例）。 

 生産や収穫状況、品質、天候等についての情報を業界関係者に定期的に提供す

る。 

セミナー  産地の状況、他産地との差異、栄養・機能性等の面の紹介等の様々な観点に関す

るセミナーを開催する。 

ノベルティー配布  関係者や卸売業者らに、プロモーションロゴ等の入ったカレンダー、ペン、エプロンや

シャツ、電卓等のノベルティーを配布して、使ってもらう。 

販売促進 POPグッ

ズの提供 

 トレイステッカー（産地表示等のシール）、レシピカード、説明パネル、のぼり/旗、など

の各種 POP グッズを作成・配布し、店頭で自由に使ってもらう。 

スーパーマーケッ

ト等での試食・マ

ネキンの提供 

 スーパーへマネキンを派遣し、試食等をしてアピール。食べてもらうのは一般の買い

物客だが、これを機会にそれまで取扱いのなかったスーパー等に対して売り込むき

っかけとする。 

バイヤー、レストラ

ン向け試食会・試

飲会 

 ホテルなどを会場に、シェフに当該産品を用いたさまざまなメニューを作ってもらい、

数十人ほどのレストランオーナー、バイヤーなどお店で扱ってくれる可能性のある方

を招待して試食会や試飲会を行う。（ノルウェーサーモンでは、中国でこういった活動

を、高級ホテル内レストランを会場に繰り返し何度も行った。） 

レシピコンテスト  プロフェッショナルなシェフや職人、商品企画開発担当者等を対象にした対象産品を

用いたレシピコンテストを行う。対象商品が使われるメニューや商品を増やす。 

レストランやファー

ストフードとのタイ

アップ 

 レストランやチェーンでメニューを出してもらう。やはり食べてもらうのは一般の買い

物客だが、これを機会にそれまで取扱いのなかったレストラン等に対して売り込むき

っかけとする。 

給食関係者への

働きかけ 

 給食関係者に試食等を行い、給食で取り上げてもらえるように働きかけを行う。 

スーパーや小売

業者のディスプレ

イコンテスト 

 当該産品の POP等を用いたディスプレイのアイディアを競う。これによって売り場を盛

り上げてもらう。 

展示会への出展  業界の方向けの展示会への出展、商品の優位性・安全性についてまとめたリーフレ

ットを作成するなどしてバイヤーの方への認知を促すもの。また輸入業者を増やした

り、すでに輸入している企業と共に買い手を探すことも。 

業界関係者の生

産地への招待 

 業界関係者を産地に招待して、業界への理解を促すとともに、購買に繋げる。 

業界関係者との親

睦旅行 

 業界関係者らを生産地以外の国や地域への視察旅行に招き、親睦を深める。 

メディアツアー  業界のメディア関係者らを産地に招待して、記事等を書いてもらうことで、イメージの

向上につなげる。（消費者向けメディアも一緒に招待するケースも。） 

当該国の業界団

体等の活動への

賛助 

 当該国における業界団体（輸入業者協会やレストラン協会）などの活動に対して協賛

し、関係深化をはかる。 
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B to C  

一般向け（B to C）のマーケティング活動としては、一般誌等に対する PR 活動や、テレビ番組タイア

ップ、街頭広告、ウェブサイト、ソーシャルメディア活用等の手法がある。消費者を驚かせ、また喜ばせ

る新奇性のある活動が求められる。 

 

表 6 農林水産物・食品分野での一般向けマーケティング事例 

一般向け活動 B to C 

一般向け PR  一般誌等に対する情報発信 

 大きなイベントや新しい動き等について、記者等を集めてプレス発表を行う。 

 一般誌・新聞等の業界に関する記事のクリッピング（本部に提出する。） 

ウェブサイト  ウェブサイトを通じて情報発信を行う。（業界向けのウェブサイトと兼用して運用する

ケースが多い。） 

TV・ラジオ広告  TV 広告あるいはラジオ広告を流す。 

雑誌・新聞への記

事広告 

 雑誌や新聞等とタイアップして、企画記事を作成してもらう。 

街頭・店頭・電車

広告 

 店頭や電車等、街頭での広告。 

バス・電車・トラッ

ク等のラッピング 

 バス等の外面に広告を大きく表示する。 

店頭での試食・試

飲 

 マネキンを派遣し、スーパー等の店頭で試食・試飲を行ってもらう。 

 

試食・試飲ｾﾐﾅｰ  消費者を招いて、試食や試飲のセミナーを開催する。 

レストラン等でのフ

ェア 

 レストランでフェアを開催する等、新しいメニューに素材を使ってもらい、消費者にア

ピールする。 

料理番組、情報番

組などタイアップ 

 提供素材を使ってもらい、おいしさや安全性等の利点を説明してもらったり、食べら

れる店舗やレストランを紹介してもらう。消費者プレゼントも。 

ラジオやテレビ番

組のスポンサー 

 番組のスポンサーになり、イベントの告知を行ったり、お店等の紹介など。 

クッキングクラスと

のタイアップ 

 クッキングクラスの先生にレシピを考案してもらい、クラスで使ってもらう。あわせてど

うやって品質や安全を確保しているのか、どこで買えるのかなど情報も渡してもらう。 

高級専門店等との

タイアップ 

 高級感をアピールするため、特別な商品を高級店に置き、顧客に丁寧に説明しても

らう。 

イメージキャラクタ

ーの活用 

 芸能人等をイメージキャラクターに活用し、広告塔になってもらうほか、ブログ等でも

良さをなにげなく説明してもらう。 

一般イベントへの

参加 

 マラソンやサッカー等のスポーツイベント等に協賛し、試食を提供したりする。 

スーパーマーケッ

トやデパート等で

のイベント 

 スーパーマーケットやデパートの店頭でお祭りのようなイベントを開催し、消費者の認

知を高める。 

ブログ・フェースブ

ック等を利用した

情報発信 

 ウェブツールを利用し、消費者の認知やロイヤリティーを高める。 

懸賞  消費者プレゼント等の企画。 
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次頁以下に、日本産の農林水産物・食品と競合する事例として、台湾の果実市場（競合：日本産リンゴ・

ナシ・モモ等）、ニューヨークの高級ワイン市場（競合：日本酒）、中国の高級ホテル・レストラン向け水

産物（競合：日本産サケ・ブリ等）で、各国の品目別輸出促進団体の活動事例を挙げた。  



 

13 

 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

リンゴ・チェリー関連団体 

 展示会への出展 

 台湾市場の調査と今後の活動に向けた計画立案 

 

 

ナシ・リンゴ関連団体 

 バイヤーの韓国産地への招待 

 試食・PR イベント、「韓流」ブームの活用 

 輸出物流費一部補助 

 ナシ・リンゴの残留問題払拭アピール 

 リンゴ DAILY ブランドの立ち上げ 

 バスラッピング 

 卸売市場の仲卸に対してエプロン配布 

 

 

ワシントン州リンゴ委員会、 

その他ナシ、ブドウ、ザクロ、モモ、チェリー等の団体 

 米国産 5 品種果実合同プロモーションイベント 

（小売店での大規模イベント、栄養講座、記者会見、

POS イベント） 

 フェースブックの活用、レシピ提供 

 小売店でのディスプレイコンテスト 

 消費者調査と懸賞イベント 

 輸入業者との定期的な会合による情報交換 

 

ゼスプリ（キウイフルーツ） 

 ホテル等での卸売業者向けパーティー・講習会 

 テレビ CM、番組タイアップ 

 屋外広告、ベンチ等のラッピング 

 「ロードショー」：小売店での大型の試食イベント 

 卸売市場の仲卸に対してシャツやエプロン等の配布 

 スポーツ・音楽・アートイベント協賛 

 レストランやカフェ・スパ等との提供 

 ウェブサイト運営 

 フェースブックを活用したマーケティング 

 関係業者の親睦旅行・産地見学 
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ワインオブチリ 

 国営航空会社やチリ観光局等とともにメインスポンサ

ーとして、ソーホーの高級なチリ物産店「Puro Chile」

をオープン 

 見本市への参加、個別商談会開催 

 大規模な試飲イベント 

 一般のワイン好きブロガー向けのワインイベント 

 ソムリエ・サミット 

 業界誌広告、ウェブサイトやニュースレター 

 バイヤーやメディアのチリ産地訪問企画 

 

 

ニュージーランドワイングロワラーズ 

 高級ワインショップチェーンで「ニュージーランド

ワイン月」の開催（スタッフのトレーニング、消費

者の試飲、POS 等） 

 ニューヨークワインエキスポへの参加 

 ニュージーランド産ピノノワールの世界（テイステ

ィングセミナー等） 

 ラジオプロモーション 

 米国高級ワイン市場イニシアチブ 

公募の中から 21 ヶ所のワイナリーを選択して、 

米国の高級ワイン市場での地位確立のイベント 

 

フランス各地域ワイン同業者委員会 

 フランスワインキャンペーン 

  消費者への啓もう（広告・メディア・ネット） 

  ソムリエ等への教育活動 

  業界関係者へのサポート 

 高級レストランや卸売業者を招いて、産地別ワイン協

会のためのプロモーション・試飲・商談イベント 

 フェースブックやツイッター、ブログ等のソーシャル

メディア活用（オンライン試飲会、バーチャルワイン

用ブドウ農園見学等） 

 ワイン業界全体の拡大のための他国産ワインとのジョ

イントプログラム 
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アワビ、刺身用エビ等高級水産物 

 業界関係者を招いた高級水産物紹介イベント 

 市場調査 

 

 

アラスカシーフードマーケティング協会 

 各都市における小売店での「アラスカシーフードフ

ェスティバル」フェアの開催 

 小売店冷凍魚・鮮魚担当者の教育イベント 

 小売店における米国フードフェアへの参加 

 ホテルや高級レストランでのシーフードショー 

 レストラン業界関係者に対するメニュー提案 

 メニュー開発のためのシェフコンテスト 

 トレード関係者のための会合やレセプションの開催 

 メディアテイスティングイベント 

 メディアキャンペーン 

 消費者テイスティングイベント 

 テレビの料理番組への協賛 

 販売用ウェブサイト開設 

 

ノルウェー水産物審議会 

 市場情報収集・分析 

 高級ホテルでのシェフ向けクッキングイベント 

 高級ホテルでの卸売業者向けイベント・研修会 

 小売店でのサーモン刺身販売イベント 

 ノルウェー産地への招待 

 プレスイベント、デモンストレーション 

 消費者向け・業界向けウェブサイト 

 レシピブック、バッグ、フォルダー等のグッズ提供 

 ソーシャルメディア活用 

 ノルウェーロゴ 

 ジョイントキャンペーン 
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実は多くの品目別輸出促進団体は、1.1.3 節で挙げたような輸出相手国現地での様々なマーケティング活

動の他に、もう一つ非常に重要な役割を持っている。 

それは、国内における業界の調整・支援活動である。 

実際のところ、国内における、輸出向け品質規格の統一や、輸出量調整、輸出業者や生産者への教育普

及、研究開発、政府へのロビー活動は、品目別の輸出を継続的に行って現地の信頼を得ていく上では、現

地における様々なマーケティング活動以上に大切な要素である。特に、残留農薬やトレーサビリティが年々

重要視されている状況にあって、常に輸出業者や生産者らがコミュニケーションをとりながら対策を行い、

有事には即座に対応する仕組みを整えておく必要がある。例えば、チリやニュージーランドの品目別輸出

促進団体の中には、輸出相手国での活動は特に派手に行っていないが、国内での情報共有や研究開発、教

育普及、そして政府へのロビー体制については、きちんと整えているような例もしばしば見受けられる。 

 

表 7 品目別輸出促進団体の国内での活動事例 

 残留農薬プログラムの導入と残留農薬検査実施 

 その他添加物や抗生物質等、食品安全規制関連のプログラム 

 業界で定めた輸出品質基準・サイズ・規格基準の順守 

 各社の輸出量と輸出相手国での在庫量についての情報共有 

 現地相手国の市況等についての情報共有 

 不作時の輸出価格暴騰を防ぐための上限価格の設定 

豊作時の輸出急増を防ぐための輸出数量調整 

 新規市場開拓における共同的アプローチへの協力義務 

 共通ラベル・パッケージの利用 

 業界における GAP 等の導入教育 

 市場アクセス改善に向けた政府へのロビー活動 

 海外有望市場の市場調査 

 技術講習・ワークショップやセミナーの開催 

 持続可能性や社会責任・労働条件整備等に係る調査研究・教育活動 

 輸出市場向けの新品種やポストハーベスト・輸送手段等の研究開発 

 輸出市場向けの作物の「機能性」研究 

 ダンピングや偽ブランド等、他国の輸出体制のウォッチングと改善に向けた政府への働きかけ等 
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品目別輸出促進団体の現地代表における予算には、活動の内容や規模によって数百万円～数億円程度の

大きな差がある。 

一般的には、活動費用全体のうち、約 10%程度が現地代表のコーディネーション費用となり、90%が活

動費用として各種の活動に充てられる。 

また、現地相手国に対するその品目の輸出額との比では、だいたい 1~10%程度の範囲になる。 

また、これらの活動は相手国の文化や社会経済状況によって大きく異なる内容となる上に、相手企業の

協力等や突発的な事情によって左右されるため、予算の使途や変更の制限が少ない「自由度が高い」予算

であることが絶対的に必要である。 

 

品目別輸出促進団体の予算源としては、一般に、一部を各輸出業者や生産者から徴収する賦課金等の民

間資金を活用し、残りを中央、あるいは地方政府からの補助金で賄うことが多い。 

民間資金：賦課金・会費/寄付金 

民間資金源として、最も広く用いられているのは、生産者、又は輸出業者から徴収する義務的な賦課金

である。パッカーや税関の段階で徴収することによって、徴収漏れを防ぎ、フリーライダーの問題を解消

している。こういった義務的な徴収は、1.1.7 節に挙げるような政府の法制度を背景にして、はじめて可能

になる。 

この他に、義務的な賦課金の徴収は行わず、加盟企業が自主的に支払う会費や寄付金を用いているケー

スもある。 

政府資金：補助金 

国と民間資金からの予算配分は、国の補助が全くないケースから、ほぼ全て国の補助金で運営されてい

るケースまで幅がある。例を以下に挙げる。 

 

表 8 国：民間資金の予算配分比率の例 

 ニュージーランドのゼスプリの例では、民間 100%で、国の補助は無し。 

 ノルウェー水産物審議会の例では、税関を通して輸出業者から徴収する輸出税が 100%（一般財源は

活用していない） 。 

 米国の品目別輸出促進団体の例では、基本は政府 50%、民間 50%だが、実際には政府からの補助金

が 90%近くを占める例もある。（ワシントン州リンゴ委員会の例では 70%が政府、30%が民間。アラ

スカシーフードマーケティング協会では 60%が中央政府、20%がアラスカ州政府、20%が民間。） 

 フランスの産地別ワイン同業者委員会では、政府補助金と、EU 補助金が活用できる。団体によって、

補助金をほとんど受け取っていないところもあれば、半分以上を政府や EUに依存している例もある。 

 チリや韓国の団体は、政府依存度が高いとみられるが、毎年決まった予算では無い。 
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品目別輸出促進団体は、その国の輸出において非常に大きな役割を担っており、産業発展に不可欠との

認識から、制度面と資金面の両面から、各国で中央政府によるサポートがあることが一般的となっている。

なお、マーケティングへの支援は WTO 上で緑の政策として国内農業支持の削減対象から除外されている1。 

 

まず、法制度面として、調査対象国の米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェーでは、品目別輸

出促進団体の設立にあたって、それが依拠することのできる法制度を整えていることが特筆される。 

米国ではマーケティングオーダー法や類似の州法、チェックオフ制度がこれに挙げられ、フランスでは

「農業同業者委員会に関する 1975 年７月 10 日法」、ニュージーランドでは農産物賦課金法と各品目に係

る業界法、ノルウェーでは「1990 年魚介・魚介製品の輸出に関する法律」がある。 

もちろん、こういった品目別輸出促進団体の設立は各業界の関係者らの希望と過半数の賛同によって設

立されるのであるが、こういった法制度があることによって、一度団体が成立した際には、生産者あるい

は輸出業者らに、この団体に加盟し、団体が設定したルールに従うことを義務付け、違反に対して罰則を

もってあたることができる。これによって「フリーライダー」や違反業者問題を防いでいる。 

これは、品目別輸出促進団体の設立にあたっての政府支援として、最も望まれる形である。 

ただし、チリや韓国の例ではこういった法制度はまだ導入されていない。チリの農林水産物・食品輸出

では、果実や食肉、水産物の比率が高いが、こういった作物では、大規模輸出業者はすなわち大規模生産

者でもある。このため、十数社から数十社のトップの企業が合意に達すれば、業界の規律を保つことが比

較的容易に行えるため、問題となっていないと思われる。韓国の場合は、品目別輸出促進団体の設立は最

近の事例であるため、今後の動向が注目される。 

 

資金面からは、政府が補助を行っていない例もあるものの、多くの国で政府が、品目別輸出促進団体が

活用できるファンドを提供している。繰り返しになるが、こういったファンドでは、それぞれの品目別輸

出促進団体の活動目的に併せて、多様な形で柔軟に利用できるようになっていることが重要である。 

 

表 9 品目別輸出促進団体の活動を支えるファンドの例 

 米国では、品目別輸出促進団体への政府拠出金が、輸出農林水産物輸出促進予算の大部分を占め、

農業法で金額が示される。ﾏｰｹｯﾄｱｸｾｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（MAP）や海外市場開拓ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（FMDP）等がある。 

 フランスでは、フランスアグリメールを通じ、フランス政府及び EU のファンドが利用可能である。 

 ニュージーランドでは、基本的に政府補助は少ないが、一部にワイン協会等に資金提供する例もあ

り、品目別輸出促進団体も利用できる多目的ファンドがある。 

 チリでも、水産・食品加工業の分野別アプローチとしてファンドがある他、産業育成のためのその

他ファンドも活用可能である。 

 また、韓国でも品目団体活動資金支給、物流費補助、政府予算での産学提携支援をしている。 

                                                      
1
 WTO 農業交渉において、国内農業支持を黄（青・緑以外の全ての農業支持で、削減対象）、青（生産調整を伴った生

産支援策）、緑（①調査研究②病害虫管理③普及④マーケティング及びプロモーション⑤インフラについては削減対象

から除外）の三種に分類している。 
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最後に一点付け加えるが、品目別輸出促進団体は、業界の個別企業に義務的に課された賦課金や、政府

予算をベースに活動しているため、輸出相手国でのジェネリックマーケティングの成果について、活動効

果の測定を定期的に行い、活動の継続の是非や、活動内容の調整を行っている例が多い。 

活動効果の測定をきっちり行う例では、個別の活動毎に、参加者数や売上高増加率等の数値指標を用い

て評価を行うと共に、毎年あるいは数年に一度、総体的な活動全体の効果についても、第三者機関に委託

して質的・量的な評価を行う。 

ただし、活動規模が非常に小さい事例では、こういった評価活動を行っていない団体もある。 

 

表 10 活動効果の測定・評価事例 

 例えば米国では、補助金支給の条件として、数年に一度、輸出相手国でのマーケティングの成果や

方針等についての評価活動を実施することが義務付けられている。この評価活動には、数値的な輸

出額の増加目標や、小売イベントでの販売高、イベント参加者へのアンケート等の数値目標だけで

なく、民間の調査会社等の第三者機関に委託して、輸出相手国の輸入業者や小売業者に対して実際

にヒアリングを行い、どのような効果があったか、活動の効率性はどうであったか、どのように改

善すべきか等の様々な観点から評価と改善案についての提案を求めるものである。場合によっては、

こういった評価の結果、活動実績がはかばかしくないと判断された場合、現地代表を委託していた

広告代理店を解任し、新しいところを探す等の必要が出てくる。こういった評価活動はまた、業界

団体にとっても輸出促進戦略を見直す良い機会となる。 

 フランスでは、ワイン等の品目別輸出促進団体の活動の多くを、SOPEXA が担っているが、SOPEXA

では、小売や試飲イベントについては実際の売上向上に対する直接の数値的成果を評価し、メディ

アキャンペーン等については露出度等の貢献度を総合的に評価する仕組みを取り入れている。 

 ノルウェー水産物審議会（NSC）の場合は、事業の評価はプロジェクト毎、年間計画、中期戦略等各

段階で行われ、数値化できる目標が設定されている場合が多い。例えば大きなキャンペーンを実施

した場合には、販売額、リーフレット配布数、消費者のアクセス数などを指標とし、やはり第三者

機関となる現地のコンサルタント等に調査を委託して、質的・定量的評価を行う。また、年に一回、

消費者調査を行ってノルウェー産水産物への認知度がどれくらい向上したかを常にモニターしてい

る。 

 ニュージーランドのゼスプリの例では、ゼスプリの監視機構として、生産者らの代表がメンバーと

なる理事組織を形成している。ここが、ゼスプリの輸出やマーケティング活動の監督をする形とな

っている。 

 韓国水産物貿易協会（KFTA）でのプログラム評価は、年度末に開かれる事業ごとの評価会議で行わ

れる。ただし、明確な評価基準はなく、会員企業との話し合いにより良かった点や反省点を洗い出

し、反省点については改善方法を決めるに留まっている。また、評価会議に加えて会員企業にアン

ケートを取り、集められた意見は来年度事業に反映される。 
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1.2  

品目別輸出促進団体の他に、輸出相手国で広く活動がみられるのは、農林水産物・食品の品目横断的な

活動や、様々な側面的サポート、中小企業への個別支援を行うために、政府が設立した官制の輸出促進組

織で、海外現地事務所を有するような団体である。日本のジェトロに近い機能を持つ団体として理解され

たい。こういった団体について、本稿では「輸出支援機関」と呼ぶこととする。 

本事業の調査対象国で輸出支援機関にあたるのは、以下の団体である。 

 米国農務省海外農務局（FAS）と海外事務所（ATO 等）、地域別輸出協会（WUSATA 等計 4 ヵ所） 

 フランス食品振興会（SOPEXA）、フランス企業振興機構（UBIFRANCE） 

 ニュージーランド貿易経済推進庁（NZTE） 

 イノベーションノルウェー（IN） 

 韓国農水産物流通公社（aT）、大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 

 チリ外務省輸出振興局（ProChile） 

 

 

輸出支援機関は、いずれも国による設立で、果たす機能としては類似している面が多いが、組織基盤に

ついては、政府内局であるか、独立法人であるか、といった違いが若干みられる。 

フランス食品振興会（SOPEXA）は、既に完全に民営化され、独立採算制となって、他国の産品も扱え

るようになって、前述の通り広告代理店として機能している。このため他の輸出支援機関と性格は大きく

異なるものの、現在もフランス食品全体を扱った事業等も扱い、あるいは企業支援等も一部で行っている

ので、便宜上、本稿では「輸出支援機関」の一つとして扱うこととした。 

米国農務省海外農務局（FAS）は農務省の一部局、またニュージーランド貿易経済促進庁（NZTE）と

チリ外務省輸出振興局（ProChile）は、いずれも外務省の一部局という位置づけであり、海外事務所は在

外公館のいわゆる「商務部」という扱いとなっている。 

フランス企業振興機構（UBIFRANCE）、イノベーションノルウェー（IN）、韓国農水産物流通公社（aT）

と大韓貿易投資振興公社（KOTRA）については、政府の傘下にある独立行政法人として活動しており、

日本のジェトロに近い位置づけである。 

 

本稿で取り上げる輸出支援機関には、農林水産物・食品へ特化した機関と、工業製品やサービス貿易等

も担う総合的輸出支援機関とがある。 

表 11 農林水産物・食品への特化の有無 

農林水産物・食品専門輸出支援機関 総合的輸出支援機関（貿易・投資促進機関） 

米国農務省海外農務局（FAS） 

フランス食品振興会（SOPEXA） 

韓国農水産物流通公社（aT） 

仏企業振興機構（UBIFRANCE）、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ貿易経済推進庁（NZTE） 

イノベーションノルウェー（IN）、大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 

チリ外務省輸出振興局（ProChile） 
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輸出支援機関は一般に、本部の各部局（情報収集や品目別支援担当、中小企業担当、国別担当等に分か

れる）に加えて、国内の各地域からの輸出を地域レベルでサポートするための国内各地に設置された国内

地域事務所、さらに輸出相手国での活動を現地でサポートするための海外現地事務所から成る。 

 

 

図 3 輸出支援機関の組織 

 

 

海外事務所数は 2011 年時点で最も少ない韓国農水産物流通公社（aT）が 10 ヵ所、最も多いフランス企

業振興機構（UBIFRANCE）が 65 ヶ所である。平均的には 30～40 ヶ所程度の拠点を有し、主要市場か

ら新興市場まで幅広く押えている。 

米国農務省海外農務局（FAS）の海外事務所は、在外公館の「農務部」扱いである。本国から派遣され

る外交官身分を持つ農務官の他に、経験の深い専門スタッフを多く現地雇用している。ニュージーランド

貿易経済促進庁（NZTE）とチリ外務省輸出振興局（ProChile）では、海外事務所は在外公館の「商務部」

扱いである。いずれも外交官身分を持つ商務官が本国から派遣されるほか、各種の活動実施を実際に担う

現地雇用のスタッフを採用している。NZTE は重点国では十数名を雇用して充実したサポートを行ってお

り、ProChile では現地雇用は 2～4 人程度と少ないが、商談サポートを中心に機動的な活動をしている。 

UBIFRANCE や aT、KOTRA、SOPEXA 等の機関は、独立行政法人、あるいは民間企業として、大使

館内の商務部や農務部とは別に、現地に独立した事務所を構えている。 

 

ほとんど全ての団体が、地域産業をサポートするために、国内の各地に地域事務所を設けている。 

ただし米国農務省海外農務局（FAS）はこれを持たないため、4 つの地域別に地域別輸出協会（WUSATA

等）を設けている。地域別輸出協会は組織基盤としては、管轄する複数の州政府が設立する独立法人とな

っているが、FAS の地方組織のような形で中小企業支援を主体とする活動を行っており、他の団体の地域

事務所と類似の役割を果たしている。 

輸出支援機関本部 

本部部局 

情報収集部局 

品目・分野別部局 

中小企業支援部局 

地域・国別部局 

その他 

国内地域事務所 

地域A 

地域B 

地域C 

等 

海外現地事務所 

国A 

国B 

国C 

等 
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輸出支援機関による輸出促進サポートは、輸出にまだ興味のない国内産地や企業に対する動機づけから、

輸出経験の浅い中小企業の強化支援、実際に輸出経験のある企業等に対する輸出相手国での個別ブランド

の販売促進活動、国全体に対するイメージの総合的向上のための活動実施等の各段階に亘る。下図のよう

にまとめられる。 

 

 

図 4 輸出支援機関の自国における活動と輸出相手国における活動の区分 

 

以下では、輸出相手国における活動と、自国における活動の二つに区分して、輸出支援機関の主な役割

をとりまとめる。 

また、一か国に複数団体がある場合（例えば、フランスで食品振興会（SOPEXA）と企業振興機構

（UBIFRANCE）など）は、これらの活動をそれら複数機関の間で適宜分担して活動を行っている。 

 

輸出相手国における活動では、輸出支援機関の海外事務所が主体となる。品目別輸出促進団体の場合と

同じく、大枠の方針は本部事務所が示し、具体的な活動については現地の海外事務所で企画・実施すると

いう場合が多く、やはり現地の事情をどれだけ丁寧に汲み取りながら、活発で有益な活動が行えるかとい

う点が成功のカギとなる。 

大きく分けて、a) 国全体のカントリーイメージ向上のための活動と、b) 中小企業や団体に対する支援、

c) 品目別輸出促進団体に対する支援、d）現地情報の収集・分析の 4 つの活動がみられる。 

ただし、国と団体によって、これらのそれぞれの支援の重要度は大きく異なっている。 

  

輸出市場の情報提
供やワークショッ
プ開催、見本市や
セミナーの紹介な
どの支援 

輸出障壁を軽減し、
実際に輸出に繋げ
るサポート 

－商談サポート 

－商材開発 

－技術力向上 

－ｺｰﾁﾝｸﾞ 

 

 

輸出経験のある企
業や協会に対して、
新規顧客獲得や 
販路拡大 
等のサポート 

   + 

国全体のカントリ
ーイメージ向上等
の総合的活動 

 

 

輸出に興味が無い 

生産者・企業等へ 

動機づけ 

輸出経験の浅い 

中小企業の 

強化支援 

輸出相手国での 

販売促進活動 

自国における活動 輸出相手国における活動 
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a) 全体的な農産食品全体のカントリーイメージ向上のための活動 

輸出支援機関による輸出相手国での活動のうち、全体のカントリーイメージを向上させるための活動は、

品目別輸出促進団体が担えない、輸出支援機関に特異的な活動である。以下のような活動事例がある。た

だし、フランスや米国はこういった活動を重視しているが、ニュージーランドは具体的効果が少ないとし

てほとんど行っていない。 

 国際展示会ブースの運営 

 総合農産物フェア、食文化フェア 

 ウェブサイト運営、情報発信 

 その他 PR、広告、企業ディレクトリー提供等 

b) 中小規模企業・団体等に対する支援 

また、輸出実績の少ない中小規模の企業や団体が、海外で新しい顧客を見つけたり、現地の専門家から

アドバイスを受けたりすることによって、輸出拡大につなげる活動も広く行われている。多くの場合、中

小企業に対してはブランドマーケティングもサポートする。以下のような活動事例がある。 

 商談支援 

 個別ブランドマーケティングに対するファンド提供 

 現地の農産物市場専門家によるコンサルテーション 

 現地での輸出に係る法律・国際規制、投資環境等のコンサルテーション・情報提供 

 その他個別カスタマイズサービス 

c) 品目別輸出促進団体の活動支援 

フランスの SOPEXA をはじめ、イタリアやスイス等の欧州の輸出支援機関は、現地代表を担ういわば

広告代理店としての機能を持っているケースがある。ただし、欧州の輸出支援機関を除けばこういったサ

ービスを行っている所は少ない。 

ただし、多くの輸出支援機関も、品目別輸出促進団体に対して、輸出実績が少ないために現地代表を置

いてない新興国市場や新規開拓市場等における活動については、上記②の中小企業支援と同じく、商談開

催支援や、コンサルティング、情報サービス等を提供している。 

d) 情報収集・分析 

また、現地市場の需給や市況等の情報収集と分析を常時行って、広く情報提供を行っている団体が多い。 

e) 活動効果の分析 

多くが税金で運用されている団体であるため、輸出相手国における活動効果の分析を厳密に行うことで、

費用対効果を明確に示すようになってきている団体が多い。ただし、国によって方式はそれぞれ異なる。

例えば、ニュージーランドの NZTE は「直接経済インパクト」をプログラムごと及び全体の評価基準とし

ており、これは実際の輸出契約や輸出合意書の数と金額とプログラムにかかった費用を比較し、数値化し

たものである。フランスの SOPEXA は小売イベント等については売上高や参加者数等の指標を評価基準

とし、国のイメージ戦略等では露出度重視のために金額や数値指標は用いていない。  
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自国における活動は、輸出支援機関の本部事務所及び国内地域事務所が主体となって実施する。 

輸出支援機関は、輸出に興味が無い、あるいは輸出実績が少ない企業や産地に対しては、輸出に対する

興味を喚起し、また輸出に向けた支援を行うために、これら企業や産地に対して積極的に情報提供やセミ

ナー、コーチングの提供とのプログラムを実施している。 

また、NZTE や ProChile 等の一部の輸出支援機関は、企業側からのアプローチを待つだけでなく、国

内の有望企業を主体的に発掘し、集中的にサポートをするような機能も持つ。 

また、スムーズな輸出に繋げるためには、国内から海外現地での活動に至るまでのシームレスなサービ

スの提供が求められるため、本部事務所・国内地域事務所、海外現地事務所は常に連絡を密にし、情報を

共有することが必要である。 

 

 輸出市場や見本市等の情報提供 

 各種支援制度等の情報提供 

 ワークショップやセミナーの開催 

 国内の輸出専門家によるコーチング 

 商材開発や技術力向上プログラム 

 国内有望企業の発掘 
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1.3  

次頁見開き表に、調査対象国の輸出促進体制についてとりまとめた。 

次章以下で、米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、チリの各国の状況について、詳

しく説明していきたい。 
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  日本 米国 フランス ニュージーランド ノルウェー 韓国 チリ

農林水産物・食品輸出額 （2010年） 4580億円 10兆8550億円 5兆9390億円 1兆6630億円 8710億円 4910億円 1兆2390億円

総輸出における農林水産物・食品輸出シェア 0.7% 9.6% 13.2% 61.0% 7.5% 1.2% 19.9%

主要輸出産品

歴史的経緯 - 1950年代から農産物余

剰により日本をはじめと
する新規市場開拓のた
めに輸出促進政策本格
化。

農産物余剰とEU共通市
場形成を機に、1961年に
はSOPEXA設立、包括的
輸出促進活動振興へ。

1970年代から英国以外

の市場開拓のために
ボードを活用した輸出促
進、1980年代末以降ボー
ドは民営化。

水産資源保護の厳格化
と水産物輸出促進を並行
して行うため、1991年に
NSEC(現NSC)設立へ。

UR対策のため1990年初

頭から食肉・果実野菜の
輸出促進へ。FTA締結等
に向け2000年代に促進
活動本格化。

1960年代より経済発展基

盤としての輸出志向型農
水産業育成開始、1974
年にProChile設置。

政府輸出促進関連省及び
傘下の関連行政法人等
うち、青色は輸出支援機関

（なお輸出支援機関には政府部
局・行政法人・民間*を含む）

• 農林水産省
• 経済産業省

- JETRO

• 農務省
-海外農業局(FAS)

• 食料農業漁業省
- FranceAgriMer
- SOPEXA*
- ADEPTA
- CENECA

• 経済産業雇用省
- UBIFRANCE

• 外務貿易省
- NZTE

• 農林省
• 水産省
• 経済発展省
• 食品安全機構

• 漁業省
- ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会

• 農業食料省
• 貿易産業省

- Innovation Norway 
(IN)

• 農林水産食品部
- aT

• 知識経済部
- KOTRA
-韓国食品研究院

• 外務省
- ProChile

• 農業省
- ODEPA

• 経済発展観光省
- CORFO
-水産庁

政府の国庫からの輸出促進予算
推計**
（2010年又は2011年）

12億円(農林水産省
*22年度当初予算)
7億円(経済産業省
*JETRO23年度推計)

202億円(農務省)
輸出信用供与事業を除く。

40億円(食料農業漁業省)
(但し、一部国内消費促進含む。)

3~5億円(経済産業雇用省)

45億円(EU補助)
(但し現在のところ完全には消化され
ていない)

82億円(外務貿易省)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。この他
に経済発展省に汎用基金有
り。

4 億円(農業食料省)
なお、NSCの活動資金40億円

は全て輸出業者から輸出税
で徴収。農業食料省予算は
輸出加工食品への価格補助。

na (貿易産業省)

93億円(農林水産食品部)

農食品輸出拡大予算から融資基
金を除き、韓食世界化戦略を加
えたもの。活用可能な基金も有。

na（知識経済部）

22億円(外務省・農業省)
ProChileへの外務省・農務省
拠出の計44億のうち半分とし
て。この他にCORFO等基金有
り。

農林水産物・食品輸出額との比較 0.41% 0.19% 0.13% 0.49% 0.05% 1.89% 0.18%

輸出支援機関の農林水産物・食品
輸出促進予算（各団体や民間企業
からの拠出金を含む）
（2010年又は2011年）

７憶円 (JETRO)
*23年度推計(新聞記事より)

202億円(FAS)
輸出信用供与事業を除く。

73億円(SOPEXA)
政府・民間・各種団体からの

委託費で運営

3~5億円(UBIFRANCE)
農林水産食品関連で

82億円(NZTE)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。民間か
らの拠出金はごくわずか。

8.5億円(IN)
ただし人件費を除く。漁業省
海産価値創造プログラム。こ
のほか各種ローンプログラム

等あり。

67億円(aT)
この他資材費・物流費補助及

び低利融資基金有り

na(KOTRA)

22億円(ProChile)
民間からの拠出は
ごくわずか。

輸出支援機関海外現地事務所数 73ヶ所(JETRO) 57ヶ所(FAS) 42ヶ所(SOPEXA) 
76ヶ所(UBIFRANCE)

37か所(NZTE) 34ヶ所(IN) 10ヶ所(aT) 
111ヶ所(KOTRA)

52ヶ所(ProChile)

輸出支援機関国内地域事務所数 38ヶ所(JETRO) 4つの
地域輸出促進団体

各地にワイン専門家(SOPEXA)

23ヵ所 (UBIFRANCE)
9ヶ所(NZTE) 15ヶ所(IN) 11ヶ所(aT) 

na (KOTRA)
14ヶ所(ProChile)

品目別輸出促進団体 - 約70団体
（FASコーポレーター）

74団体
（農産物同業者委員会）

ただし、海外現地での輸出促
進活動に携わっていない団体

を含む。

約15～20団体
業界団体と民間企業(民営化

された旧農業公社)
を含む

1団体(NSC)のみ 18団体
（農林水産食品部支援の農
産物・食品輸出組織）

約15～20団体
但し海外現地での活動実績は少

ない。

品目別輸出促進団体関連法制度 - 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務有り） 無（自主的参加） 無（自主的参加）

本事業で調査対象とした
品目別輸出促進団体
[輸出促進予算・海外拠点・本部ｽﾀｯﾌ
数]

- ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員会
[4.7億円・14ヶ所・9人]
ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会

[6.6億円・5ヶ所・19人]
米国食肉輸出連合会
[32億円・12ヶ所・28人]

ﾍﾞﾙｼﾞｭﾗｯｸﾜｲﾝ同業者委員会

[2200万円・無・12人]
フランス穀物輸出協会

[2億円・4ヶ所・4人]

ゼスプリ(キウイ)
[60億円・17ヶ所・na]
フォンテラ（乳製品）

[na・50ヶ国・na]
ﾋﾟｯﾌﾟﾌﾙｰﾂﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

[2.8億円・無・na]

ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会
[40億円・11ヶ所・21人]

韓国農林食品輸出入組合

[na・無・5人]
韓国水産貿易協会

[2億円・無・7人]
韓国ナシ輸出組合

[na・無・na]

ワイン・オブ・チリ
[na・2ヶ所・6人]
サーモン・チリ

[na・無・27人(業務全て)]

ASOEX(果実)
[na・2ヶ所・60人(業務全て)]

注）

農林水産物・食品輸出額 出所：ICT、HSコード1～24、44の計、88.09円/ドルで換算
na : 不明

*SOPEXAは既に民営化されている。
**政府予算は予算計上方法や公表方法が各国大きく異なるため、プロマーが様々な資料から大枠を推計したものであり、金額のイメージを掴むためという形で利用されたい。

HS 22 飲料、

ｱﾙｺｰﾙ、酢

22%

HS 10 穀物

11%

HS 04 

酪農品、

鶏卵等

11%

HS 02 

食肉

6%

HS 19 穀物等

の調製品

5%

その他

45% HS 04 酪農品、

鶏卵等

39%

HS 02 食肉

19%
HS 44 木製品

11%

HS 08 果実、

ナッツ

6%

HS 22 飲料、

ｱﾙｺｰﾙ、酢

5%

HS 03 魚介類

5%

その他

15%

HS 03 魚介類

86%

HS 44 木製品

4%
その他

10%
HS 03 魚介類

25%

HS 21 各種の

調製食料品

16%

HS 16 肉・魚の

調製品

12%

HS 19 穀物等

の調製品

9%

HS 22 飲料、

ｱﾙｺｰﾙ、酢

7%

HS 24 

タバコ

6%

その他

25%

HS 08 

果実、

ナッツ

30%

HS 03 魚介類

18%

HS 44 木製品

13%

HS 22 飲料、

ｱﾙｺｰﾙ、酢

11%

HS 02 食肉

5%

HS 23 残留物、

飼料等

4%

HS 20 野菜・果

実の調製品

4%
その他

15%
HS 03 魚介類

25%

HS 21 各種の

調製食料品

12%HS 24 

タバコ

11%

HS 19 

穀物

等の

調製品
9%

HS 22 飲料、

ｱﾙｺｰﾙ、酢

5%

HS 17 砂糖、

砂糖菓子

7%

その他

27%

HS 12 

油糧種子等

18%

HS 10 

穀物

16%

HS 02 食肉

10%

HS 08 

果実、

ナッツ

8%

HS 23 

残留物、

飼料等

7%

HS 44 

木製品

6%

その他

35%

注） 
農林水産物・食品輸出額 出所：ICT、HS コード 1～24、44 の計、88.09 円/ドルで換算 
na : 不明 
*SOPEXA は既に民営化されている。 
**政府予算は予算計上方法や公表方法が各国大きく異なるため、プロマーが様々な資料から大枠を推計したものであり、金額のイメージを掴
むためという形で利用されたい。 
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日本 米国 フランス ニュージーランド ノルウェー 韓国 チリ

農林水産物・食品輸出額 （2010年） 4580億円 10兆8550億円 5兆9390億円 1兆6630億円 8710億円 4910億円 1兆2390億円

総輸出における農林水産物・食品輸出シェア 0.7% 9.6% 13.2% 61.0% 7.5% 1.2% 19.9%

主要輸出産品

歴史的経緯 - 1950年代から農産物余

剰により日本をはじめと
する新規市場開拓のた
めに輸出促進政策本格
化。

農産物余剰とEU共通市
場形成を機に、1961年に
はSOPEXA設立、包括的
輸出促進活動振興へ。

1970年代から英国以外

の市場開拓のために
ボードを活用した輸出促
進、1980年代末以降ボー
ドは民営化。

水産資源保護の厳格化
と水産物輸出促進を並行
して行うため、1991年に
NSEC(現NSC)設立へ。

UR対策のため1990年初

頭から食肉・果実野菜の
輸出促進へ。FTA締結等
に向け2000年代に促進
活動本格化。

1960年代より経済発展基

盤としての輸出志向型農
水産業育成開始、1974
年にProChile設置。

政府輸出促進関連省及び
傘下の関連行政法人等
うち、青色は輸出支援機関

（なお輸出支援機関には政府部
局・行政法人・民間*を含む）

• 農林水産省
• 経済産業省

- JETRO

• 農務省
-海外農業局(FAS)

• 食料農業漁業省
- FranceAgriMer
- SOPEXA*
- ADEPTA
- CENECA

• 経済産業雇用省
- UBIFRANCE

• 外務貿易省
- NZTE

• 農林省
• 水産省
• 経済発展省
• 食品安全機構

• 漁業省
- ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会

• 農業食料省
• 貿易産業省

- Innovation Norway 
(IN)

• 農林水産食品部
- aT

• 知識経済部
- KOTRA
-韓国食品研究院

• 外務省
- ProChile

• 農業省
- ODEPA

• 経済発展観光省
- CORFO
-水産庁

政府の国庫からの輸出促進予算
推計**
（2010年又は2011年）

12億円(農林水産省
*22年度当初予算)
7億円(経済産業省
*JETRO23年度推計)

202億円(農務省)
輸出信用供与事業を除く。

40億円(食料農業漁業省)
(但し、一部国内消費促進含む。)

3~5億円(経済産業雇用省)

45億円(EU補助)
(但し現在のところ完全には消化され
ていない)

82億円(外務貿易省)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。この他
に経済発展省に汎用基金有
り。

4 億円(農業食料省)
なお、NSCの活動資金40億円

は全て輸出業者から輸出税
で徴収。農業食料省予算は
輸出加工食品への価格補助。

na (貿易産業省)

93億円(農林水産食品部)

農食品輸出拡大予算から融資基
金を除き、韓食世界化戦略を加
えたもの。活用可能な基金も有。

na（知識経済部）

22億円(外務省・農業省)
ProChileへの外務省・農務省
拠出の計44億のうち半分とし
て。この他にCORFO等基金有
り。

農林水産物・食品輸出額との比較 0.41% 0.19% 0.13% 0.49% 0.05% 1.89% 0.18%

輸出支援機関の農林水産物・食品
輸出促進予算（各団体や民間企業
からの拠出金を含む）
（2010年又は2011年）

７憶円 (JETRO)
*23年度推計(新聞記事より)

202億円(FAS)
輸出信用供与事業を除く。

73億円(SOPEXA)
政府・民間・各種団体からの

委託費で運営

3~5億円(UBIFRANCE)
農林水産食品関連で

82億円(NZTE)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。民間か
らの拠出金はごくわずか。

8.5億円(IN)
ただし人件費を除く。漁業省
海産価値創造プログラム。こ
のほか各種ローンプログラム

等あり。

67億円(aT)
この他資材費・物流費補助及

び低利融資基金有り

na(KOTRA)

22億円(ProChile)
民間からの拠出は
ごくわずか。

輸出支援機関海外現地事務所数 73ヶ所(JETRO) 57ヶ所(FAS) 42ヶ所(SOPEXA) 
76ヶ所(UBIFRANCE)

37か所(NZTE) 34ヶ所(IN) 10ヶ所(aT) 
111ヶ所(KOTRA)

52ヶ所(ProChile)

輸出支援機関国内地域事務所数 38ヶ所(JETRO) 4つの
地域輸出促進団体

各地にワイン専門家(SOPEXA)

23ヵ所 (UBIFRANCE)
9ヶ所(NZTE) 15ヶ所(IN) 11ヶ所(aT) 

na (KOTRA)
14ヶ所(ProChile)

品目別輸出促進団体 - 約70団体
（FASコーポレーター）

74団体
（農産物同業者委員会）

ただし、海外現地での輸出促
進活動に携わっていない団体

を含む。

約15～20団体
業界団体と民間企業(民営化

された旧農業公社)
を含む

1団体(NSC)のみ 18団体
（農林水産食品部支援の農
産物・食品輸出組織）

約15～20団体
但し海外現地での活動実績は少

ない。

品目別輸出促進団体関連法制度 - 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務有り） 無（自主的参加） 無（自主的参加）

本事業で調査対象とした
品目別輸出促進団体
[輸出促進予算・海外拠点・本部ｽﾀｯﾌ
数]

- ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員会
[4.7億円・14ヶ所・9人]
ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会

[6.6億円・5ヶ所・19人]
米国食肉輸出連合会
[32億円・12ヶ所・28人]

ﾍﾞﾙｼﾞｭﾗｯｸﾜｲﾝ同業者委員会

[2200万円・無・12人]
フランス穀物輸出協会

[2億円・4ヶ所・4人]

ゼスプリ(キウイ)
[60億円・17ヶ所・na]
フォンテラ（乳製品）

[na・50ヶ国・na]
ﾋﾟｯﾌﾟﾌﾙｰﾂﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

[2.8億円・無・na]

ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会
[40億円・11ヶ所・21人]

韓国農林食品輸出入組合

[na・無・5人]
韓国水産貿易協会

[2億円・無・7人]
韓国ナシ輸出組合

[na・無・na]

ワイン・オブ・チリ
[na・2ヶ所・6人]
サーモン・チリ

[na・無・27人(業務全て)]

ASOEX(果実)
[na・2ヶ所・60人(業務全て)]

注）

農林水産物・食品輸出額 出所：ICT、HSコード1～24、44の計、88.09円/ドルで換算
na : 不明

*SOPEXAは既に民営化されている。
**政府予算は予算計上方法や公表方法が各国大きく異なるため、プロマーが様々な資料から大枠を推計したものであり、金額のイメージを掴むためという形で利用されたい。
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