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農林水産物の輸出取組事例
ジ 都道府県 事業者 生産者 輸出品と輸出先

１ 北海道 ＪＡ帯広かわにし 長いもを 台湾、シンガポールへ

２ 北海道 ひやま漁業協同組合 スケソウダラを 韓国へ

３ 北海道 ＪＡ中札内 冷凍えだ豆を 米国へ

４ 北海道 北海道漁業組合連合会 道産水産物を 世界各国へ

５ 北海道 丸ヨ吉住商店 雪中米を 台湾５ 北海道 丸ヨ吉住商店 雪中米を 台湾へ

６ 北海道 ホクレン、（株）ホクレン通商 かぼちゃを 韓国へ

７ 北海道 （株）ホクレン通商 鶏卵を 香港へ７ 北海道 （株）ホクレン通商 鶏卵を 香港

８ 北海道 （株）ホクレン通商 ＬＬ牛乳を 東・東南アジアへ

９ 青森 片山りんご（株） りんごを 中国等へ

１０ 青森 青森県農林水産物輸出促進協議会 りんごを ロシアへ

１１ 岩手 （株）川秀 乾鮑、干しなまこを 中国へ

岩手 八幡平市花き振興協議会 りんどうを オランダ１２ 岩手 八幡平市花き振興協議会 りんどうを オランダへ

１３ 宮城 農業生産法人伊豆沼農産 霜ふり豚肉を 香港へ

１４ 宮城 （有）大永商店 国産大豆の納豆を アメリカへ１４ 宮城 （有）大永商店 国産大豆の納豆を アメリカへ

１５ 秋田 横手市観光協会 ぶどうジュースを 香港へ
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１６ 山形 （株）山形県食肉公社 豚肉を 香港へ

１７ 福島 （株）福福フードサービス 生麺を 上海、香港、台湾へ

１８ 福島 ＪＡ伊達みらい ももを 台湾、シンガポール、タイ等へ

１９ 福島 会津喜多方物産協会 喜多方市の特産品を世界各国へ

２０ 栃木 （社）とちぎ農産物マ ケティング協会 県産農産物を 世界各国２０ 栃木 （社）とちぎ農産物マーケティング協会 県産農産物を 世界各国へ

２１ 栃木 鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議会 さつき盆栽を 欧州へ

２２ 群馬 ＪＡあがつま 高原野菜を 香港へ群馬 Ｊ あが ま 高原野菜を 香港

２３ 埼玉 川口市・深谷市等盆栽生産者 盆栽を ヨーロッパ等へ

２４ 千葉 （株）生産者連合デコポン 野菜、果実等を 香港、シンガポールへ

２５ 千葉 匝瑳市・東金市等生産者 植木を 中国、ＥＵへ

２６ 東京 ＪＡ東京都島しょ八丈島支店 フェニックスを ヨーロッパへ

神奈川 全農かながわ 温州ミカンを カナダ２７ 神奈川 ＪＡ全農かながわ 温州ミカンを カナダへ

２８ 山梨 ＪＡフルーツ山梨 ももを 台湾へ

２９ 長野 南佐久郡川上村 レタス等を 台湾へ２９ 長野 南佐久郡川上村 レタス等を 台湾へ

３０ 長野 ＪＡみなみ信州 なしを 台湾、香港へ
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３１ 長野
下伊那園芸協同組合
（（株）信州下伊那くだもの直販）

干し柿（市田柿）を 台湾へ

３２ 静岡 ＪＡ静岡経済連 温州ミカンを カナダ、米国等へ

３３ 静岡 ＪＡ静岡経済連 静岡茶を 米国へ

３４ 新潟 ＪＡ全農にいがた 日本梨を 台湾へ

３５ 新潟 錦鯉養殖業者 錦鯉を 世界各国へ

３６ 石川 ＪＡ金沢市 日本梨を 台湾へ

３７ 福井 福井県経済連 福井すいか 福井米等を 香港 台湾３７ 福井 福井県経済連 福井すいか、福井米等を 香港、台湾へ

３８ 岐阜 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 富有柿を 香港へ

３９ 愛知 豊橋田原広域農業推進会議 次郎柿、アールスメロンを タイ、香港へ３９ 愛知 豊橋田原広域農業推進会議 次郎柿、ア ルスメ ンを タイ、香港

４０ 滋賀 グリーン近江農協、西びわこ農協、おうみ冨士農協 米を 台湾、アメリカへ

４１ 京都 宇治の露製茶（株） 宇治茶を 香港､米国、カナダ等へ

４２ 大阪 ＪＡ全農大阪 ぶどう､なすを シンガポール､香港､タイへ

４３ 兵庫 エム・シーシー食品（株） レトルト食品を東アジアへ

奈良 ならけん西吉野柿部会 根早生 富有柿を 台湾 香港 タイ４４ 奈良 ＪＡならけん西吉野柿部会 刀根早生、富有柿を 台湾、香港、タイへ

４５ 和歌山 和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会 たねなし柿を 香港、台湾へ
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４６ 鳥取 ＪＡ全農とっとり
梨を 台湾、香港、アメリカへ
柿を タイ、台湾へ

４７ 鳥取 菌興椎茸協同組合 乾燥椎茸を 台湾へ

４８ 鳥取 ＡＯＮケミカル 二十世紀梨酢を 台湾へ

４９ 山口 林兼産業（株） 魚肉ソーセージを 香港へ

５０ 山口 下関ふく輸出組合 ふぐを アメリカへ

５１ 徳島 徳島市漁業協同組合 タチウオ等を 韓国、香港へ

５２ 徳島 （株）河野メリクロン販売 ランを 中国５２ 徳島 （株）河野メリクロン販売 ランを 中国へ

５３ 香川 香川県農業協同組合 三木集荷場 イチゴを 台湾、東南アジアへ

５４ 香川 三豊みかん共同撰果場 温州みかんを カナダへ５４ 香川 三豊みかん共同撰果場 温州みかんを カナダ

５５ 香川 松田清松園 盆栽を 海外へ

５６ 高知 高知市農業協同組合 グロリオサを 上海へ

５７ 九州全域 九州沖縄農業経済推進機構 九州産農産物をシンガポールへ

５８ 福岡 福岡県地域食品輸出振興協議会 イチゴ｢あまおう｣を 香港、台湾等へ

佐賀 佐賀県農林水産物輸出促進協議会 ウ みかんを 台湾５９ 佐賀 佐賀県農林水産物輸出促進協議会 ハウスみかんを 台湾へ

６０ 長崎 長崎県松浦市水産物輸出入促進協議会 養殖魚を 海外へ
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６１ 熊本 熊本県農畜産物輸出促進協議会 県農畜産物を 香港、タイ、シンガポール等へ

６２ 熊本 ＪＡたまな ミカンを 台湾へ、イチゴを 香港へ

６３ 大分 ブランドおおいた輸出促進協議会 新高梨を 台湾へ

６４ 宮崎 宮崎県森林組合連合会 スギ製材品等を 中国、韓国へ

６５ 鹿児島 鹿児島県特産品協会 県産農水産物等を 香港 上海６５ 鹿児島 鹿児島県特産品協会 県産農水産物等を 香港、上海へ

６６ 鹿児島 東町漁業協同組合 養殖ブリを 米国、台湾、香港、ＥＵへ

６７ 沖縄 沖縄県漁業協同組合連合会 等 モズクを 中国等へ６ 沖縄 沖縄県漁業協同組合連合会 等 ズクを 中国等

６８ 沖縄 (資)瀬底養鶏場、(株)沖縄県物産公社 鶏卵を シンガポールへ

６９ 全国 ＪＡ全農ミートフーズ（株） 和牛（肉）を 北米、香港、カナダへ

７０ 全国 （株）サングローブフード 日本農産物を 米国､豪州､タイ､ＵＡＥ等へ

７１ 全国 全国果実輸出振興対策協議会 日本産果実を 世界各国へ

全 （財）世界緑茶協会 日本茶を 世界各国７２ 全国 （財）世界緑茶協会 日本茶を 世界各国へ

７３ 全国 全国農業協同組合連合会 日本産米を 中国等へ

７４ 全国 ＦＡＪ輸出促進協議会 植木、花きを 中国、欧州へ７４ 全国 ＦＡＪ輸出促進協議会 植木、花きを 中国、欧州へ

７５ 全国 日本木材輸出振興協議会 丸太、木製品等を 中国、韓国へ



北海道 ＪＡ帯広かわにし （長いもを台湾、シンガポールへ）

国内最大規模の生産量を誇り、通年販売する産地ブランド。

台湾での、健康志向の高まり、高品質品へのニーズにのって、
日本では需要の少ない大型の長いもを輸出日本では需要の少ない大型の長いもを輸出。

輸出量は、年々増大。

平成1８年産 輸出生産数量 １ １６６トン

【販売戦略、工夫した点等】

平成1８年産 輸出生産数量 １,１６６トン
生産全体に占める輸出比率 数量ベース７.４％

【販売戦略、工夫した点等】

・国内市場から仕入れて輸出する業者との差別化のため、輸出専用段ボールを使用。固定した供給ルートから
太物を安定供給することで信頼性を構築した。

・大型冷蔵施設を活用。ロボットの導入等により流通コストを大幅削減。大型冷蔵施設を活用。 ボットの導入等により流通 ストを大幅削減。

・地域７農協で連携して産地を形成し、年間供給体制を構築。

【輸出によるプラスの効果等】

・国内での太物販売は、業務用かスーパーでのカット売りが中心で安値傾向だったが、輸出により太物の大口

需要先を確保したことで、太物の評価が上昇した。（豊作年でも国内価格の下落を抑止し、平作年では太物が

高値で取引されるようになった）

・販売の安定化で、作付け面積・生産量ともに増加。（平成8年 331ha →平成19年 459ha ）

・輸出実績が評価され、マスコミ等で取り上げられることにより、産地の知名度がアップした。

－1－



北海道 ひやま漁業協同組合 （スケソウダラを韓国へ）

日本で取引価格の低いオスのスケソウダラは、韓国では高級な魚として需要があるこ日本で取引価格の低 オ の ケソウダラは、韓国では高級な魚として需要がある
とに注目。漁から出荷までの品質管理を徹底し、韓国でも好評。

輸出生産数量 平成１９年 １,６９５トン 生産量全体に占める輸出比率 約３４％

【販売戦略、工夫した点等】

・はえ縄漁業のため、従来から鮮度がよいと評判。

・地元熊石で取水される海洋深層水での処理により鮮度の持続期間地元熊石で取水される海洋深層水での処理により鮮度の持続期間
が延び、さらに評判がアップした。

【輸出によるプラスの効果等】

荷揚作業

【輸出によるプラスの効果等】

・これまで収入にあまり貢献できなかったスケソウダラのオスの販路
開拓により、経営基盤の安定化に貢献。

・生産者の意識が、鮮度保持等品質管理をより徹底するよう変化。

箱詰作業
－2－



北海道 ＪＡ中札内 （冷凍えだ豆を米国へ）

米国で日系人を中心に根強い需要があるえだ豆を輸出。

「安全・安心で良食味」と国内でも評価の高いえだ豆で中国産に対抗。市場開拓に期
待。

平成１９年度（初年度） 輸出生産数量 ９００ｋｇ

【輸出のき かけ】

平成１９年度（初年度） 輸出生産数量 ９００ｋｇ

生産全体に占める輸出比率 １.２％（数量ベース）

【輸出のきっかけ】

１９年６月に札幌であった商談会へ初めて冷凍えだ豆
を出品したところ、品質の良さが商社の目にとまり、米
国への輸出が決ま た国への輸出が決まった。

【輸出によるプラス効果等】

生産者の自覚と認識が生まれ、なお一層、
安全な原料を作らなければならないという意識安全な原料を作らなければならないという意識
が高まった。

－3－



北海道漁業協同組合連合会 （道産水産物を世界各国へ）

北海道ブランドの水産物を全世界に輸出。主な水産物
及び輸出先は、秋サケ（中国）、ホタテ（米国、ＥＵ）、コン
ブ（台湾 中国） ケ ウダ （韓国 中国）などブ（台湾、中国）、スケソウダラ（韓国、中国）など。

秋サケ：５９千トン、ホタテ：９千トン、コンブ：７１８トン、

【輸出のきっかけ】

秋 、 、 、
スケソウダラ：８０千トン （Ｈ１９年貿易統計より）

【輸出のきっかけ】

・ 国内の魚価の低迷と国内で需要のない魚種やサイズ等のものの販路拡大のために輸出に取り
組んだのがきっかけ。
・ 漁業者も一定の負担をして 魚価の維持と安定した需給の観点から 事業を実施している

【輸出によるプラス効果等】

・ 輸出によって魚価の維持と安定した国内流通に役立っている。

漁業者も 定の負担をして、魚価の維持と安定した需給の観点から、事業を実施している。

（サケ単価：平成15年 １５１円/kg →平成19年 ３４０円/kg）
・ 今後は、欧米の衛生管理基準やエコラベル認証水産物の流通動向等

を含めて新規海外市場の調査を行い、輸出先国や品目の多様化を図り
ながら 層の魚価の維持確保を図 ていきたいながら一層の魚価の維持確保を図っていきたい。

・ 一方、「国内への水産物の安定供給」という役割も担っていく。

－4－



北海道 丸ヨ吉住商店 （雪中米を台湾へ）

沼田町で栽培され、雪中貯蔵された「雪中米」を平成
１７年から台湾へ輸出１７年から台湾へ輸出。

【輸出量 推移】 （ 成 年）【輸出量の推移】 20,874kg（平成１７年）
5,250kg（平成１８年）
4,875kg（平成１９年）

【輸出のきっかけ】
・ 台湾の状況に詳しい有識者から紹介があったのが輸出のきっかけ・ 台湾の状況に詳しい有識者から紹介があったのが輸出のきっかけ。

【工夫した点等】
・ 台湾向けに文字色等パッケージを工夫した。また、現地に赴いて試
食販売を行い、味の良さをＰＲする等の努力を行った。

【輸出による効果等】
・ 台湾の消費者に雪中米のおいしさを知ってもらうことができ、生産者
（農業者）の自信につながっている。

－5－



北海道 ホクレン、（株）ホクレン通商 （かぼちゃを韓国へ）

主に道北・道南産のかぼちゃを輸出。韓国でも日本品種のか
ぼちゃが生産されているが、昼夜の温度差が多い北海道産の
味は格別 「甘 が強く ホクホク る と う と 好評味は格別。「甘みが強く、ホクホクしている」ということで好評。

平成１９年度韓国への輸出量 ２７９トン

【輸出のきっかけ】
・ 10～11月の日本の市場は北海道産のかぼちゃが独占状態 韓国の青果物取扱業者が来道し

平成１９年度韓国への輸出量 ： ２７９トン

・ 10～11月の日本の市場は北海道産のかぼちゃが独占状態。韓国の青果物取扱業者が来道し、
北海道産かぼちゃの購入を希望。産地視察などを重ねて交渉が成立し、平成16年10月に輸出開
始。
・ 韓国のかぼちゃ出荷は９月で終了。 その後10～11月にかけて北海道産がなくなるまで供給。

【工夫した点等】

・ 当初は業務用であったが、今ではロッテデパート、ロッテマート・Ｅランドなど有名スーパーに並
び北海道産かぼちゃの評価が高まっている。

【工夫した点等】
・ 輸出開始当初は品質事故が多発。品質保持技術の確立で安定した
輸出量を確保。韓国は日本と違い１個売り。小玉が喜ばれ、事業者とし
ては、取り扱うかぼちゃの販売価格の安定につながる。
今後は量販店販売において 韓国消費者に北海道を売り込み 観光・ 今後は量販店販売において、韓国消費者に北海道を売り込み、観光
と連携した北海道農産物のプロモーションを考えていきたい。

－6－



北海道 （株）ホクレン通商 （鶏卵を香港へ）

「ホクレンのたまご」を輸出。鮮度保持技術確立で、ＬＬ牛乳と
鶏卵が香港輸出の主力商品となる。当初は、「朝、生卵を食べ
たい と望む在留邦人の食卓 今は 日本食ブ ムで安全たい」と望む在留邦人の食卓へ。今は、日本食ブームで安全・
安心な卵として現地の人たちに高い評価を得ている。

【輸出のきっかけ】

平成１９年度香港への輸出量 ： ７８トン

【輸出のきっかけ】

・ 平成６年８月、北海道・ホクレン等で組織する「北海道農畜産物海外市場開拓推進協議会」が海

外輸出促進を図るため、海上輸送における長期鮮度保持技術確立を目的として、青果物と鶏卵の
輸送試験を実施。品質保持が確認でき、同年１０月に香港大丸で開催した「北海道収穫祭」で販

【工夫した点等】

売したのがきっかけ。以降、安定した販路を築いてきた。

・ 北海道の農畜産物の中で、周年供給できる牛乳・卵は輸出品目の優

等生。特に自国生産ができない香港消費者にとって、安全・安心な食材
入手は死活問題。食の安全･安心への関心は日本人よりも非常に高い。

・ 今では、日本からのたまご輸出は増加の一途。パイオニア産地として、
販路拡大と さらなる信頼確保を図る。

－7－



北海道 （株）ホクレン通商 （ＬＬ牛乳を東・東南アジアへ）

くみあい乳業（株）（工場：旭川）、北海道日高乳業（株）（工
場:日高町）製造のＬＬ牛乳を香港・台湾・タイ・シンガポール・中
国 輸出 北海道の雄大な自然の中で生産される牛乳は安国へ輸出。北海道の雄大な自然の中で生産される牛乳は安
全･安心で高品質と信頼が厚く、「濃厚で味が良い」との高評価
を得ている。

【輸出のき かけ等】

平成１９年度輸出量 ： ３５９トン（うち香港 ２７０トン）

【輸出のきっかけ等】
・ 牛乳はどこの国においても身近な飲料。それだけに「自然･空気・水など牛が育つ環境」も購買

行動に影響。「生産に使われる飼料がどのようなものか？」消費者の安全への関心は飼料にも及
び、その関心の高さは日本以上。

【販売戦略、工夫した点等】
・ 香港政庁から現地輸入許可を取得するまでに４年の歳月を要し、平成

８年に輸出を開始 当初 顧客は在留邦人 部富裕層だけだ たが

、そ 関 高さ 本以 。

８年に輸出を開始。当初、顧客は在留邦人・一部富裕層だけだったが、
継続的かつきめ細かな販売対応に努めてきた結果、今では地元量販店
の定番商品に。
・ 今後、さらなる需要喚起を可能とする賞味期限の拡大や北海道農業今後、 需要喚起を 能 す 賞味期限 拡大 海道農業

を魅力あふれる観光シーンの一部として海外消費者にプレゼンテーショ
ンすることについても取り組んでいきたい。

－8－



青森県 片山りんご（株） （りんごを中国等へ）

家族的集約栽培により時間と手間をかけたりんご。

1999年に小玉王林を英国へ。現在、日本では需要のない大型のむ

北京向け大型むつ

つを中国へ、中玉を国内へ出荷。小玉は新たなEU市場を開拓中。

平成１９年産りんご約３０トン（中国、ドバイ等向け）

【販売戦略、工夫した点等】

安定した固定客を かむため 北京市と大連市 宅配を実施

英国向け小玉王林 生産全体に占める輸出比率（平成１９年産） 約３％

・安定した固定客をつかむため、北京市と大連市で宅配を実施。
・EUへの輸出に当たり、バイヤーから取得を求められ、農産品の最低限の安全を
担保するための民間認証であるEUREPGAP（現在のGLOBALGAP）を国内で初め
て取得。て取得。
・19年には、新たに、スイス、中東向けの輸出取組を展開。

【輸出によるプラスの効果等】

・他の生産者等と「青森県農林水産物輸出促進協議会」へ参加 JETRO 商工会・他の生産者等と「青森県農林水産物輸出促進協議会」へ参加。JETRO、商工会
議所等県内関係者と一体となりヨーロッパ向け市場開拓に取り組んでおり、県内
の輸出に向けた取組の意識が高まった。
・EUREPGAP取得経験を生かし、全国各地のセミナー等で講演を行う等により、日

EUREPGAP
認定書

本におけるGAPの普及に寄与。
・地元農業高校と連携し、次世代の生産者育成にも協力している。

－9－



青森県農林水産物輸出促進協議会 （りんごをロシアへ）

平成１８年にロシア極東地域のハバロフスクで試食販売を実施。その際に成約した現
地業者と連携し、平成１９年にはロシアで最も富裕層が多いモスクワで試食販売を実施。

店舗では、青森りんごを特設ブースで販売。ギフトボックスやリーフレットを活用し、店
員が試食宣伝を行った。

ロシア向けりんご輸出量の推移
１７年産 １トン→ １８年産 ３８トン→ １９年産 ５５トン

【販売戦略 夫した点等】

（ 日本貿易統計、１９年産は２０年３月まで）

【販売戦略、工夫した点等】

・ リーフレットで青森県産りんごをＰＲするとともに、クリス

マスプレゼント用にりんごをギフトボックスに入れて販売
を行ったを行った。

・ 試食により品質や味を評価され、クリスマス・年始需要と
合致したこともあり、テスト販売した約４トンが完売した。

平成２２年までに１３０トンの輸出を目標としている

－10－

・ 平成２２年までに１３０トンの輸出を目標としている。



岩手県 （株）川秀 （乾鮑、干しなまこを中国へ）

北海道、青森、岩手に水産加工場を設置し、三陸のあわ
び、なまこ等を原料に、乾鮑、干しなまこ等に加工・販売。

平成１ 年から輸出を開始 中華料理の高級食材として平成１４年から輸出を開始。中華料理の高級食材として、
中国への輸出を伸ばしている。

輸出額の推移

【輸出のきっかけ 工夫した点等】

輸出額の推移
１６年：約１０億円→１７年：約１２億円→１８年：約１５億円

乾鮑

【輸出のきっかけ、工夫した点等】

・ 県が神戸、福岡で開催した商談会で海外に販路を持つ業者と知り合い、輸出に取り組む。

・ 岩手の海産物ブランドを確立するため、自然環境、安全性等をＰＲするＤＶＤを作成し、商談会で
活用

【輸出によるプラスの効果等】

活用。

・海外での好評価により、生産意欲が向上。

・収益の増加による経営安定。

・取引が増えたことにより 浜での買い取り価格が上がり 漁業・取引が増えたことにより、浜での買い取り価格が上がり、漁業
者の収入増につながる。

乾鮑の乾燥風景－11－



岩手県 八幡平市花き振興協議会 （りんどうをオランダへ）

八幡平市安代地区の農業の重要な基幹品目であるりんどうを、協議会が中心と
なって、平成１４年からオランダへ輸出。

輸送コスト等の様々な課題を克服し 輸出量増加輸送コスト等の様々な課題を克服し、輸出量増加。

輸出数量の推移 １６年：２８０千本→ １９年：４３８千本
生産全体に占める輸出比率 １６年：１.１％→ １９年：１.６％

【販売戦略、工夫した点等】
・ 早くから地域に適した品種開発に取り組み、独自品種が外国産との差別化を図
る源泉に。

生産全体に占める輸出比率 １６年：１.１％  １９年：１.６％

る源泉に。
・ 岩手県農業研究センターと共同で、前処理材の使用等、輸出のための鮮度保
持技術を開発。輸送業者、航空会社、現地の通関代理店等の協力のもと、温度
チェックシートの記入や迅速な通関などコールドチェーンを確立。
輸送箱 改良や航空会社と 交渉により 輸送 トを大幅に削減・ 輸送箱の改良や航空会社との交渉により、輸送コストを大幅に削減。
・ 18年から全農いわて県本部が事業を推進。

【輸出によるプラスの効果等】
国内出荷量の約4分の1を占める安代地区が輸出に取り組んだことにより 国内・ 国内出荷量の約4分の1を占める安代地区が輸出に取り組んだことにより、国内
の需給調整が図られ、需要の端境期等における価格下落をやわらげる効果が
見られた。また、このことにより、県内他産地も輸出を手がけるようになった。
・ 自分たちが栽培したりんどうの品質について高い評価を受けたことを実感でき、
生産者の生産意欲が向上。安代地区の農業人口・農家数は年々減少している
にもかかわらず、安代りんどうの生産者数は平成13年から維持。輸送パレット

－12－



宮城県 農業生産法人伊豆沼農産 （霜ふり豚肉を香港へ）

宮城県北部、登米市の農業生産法人伊豆沼農産では、平成１６
年７月から、香港の高級レストランや百貨店向けに、宮城県特産の
「伊達の純粋赤豚」と「伊豆沼ポーク」を輸出。

【輸出数量の推移】
16年：1.2ﾄﾝ→ 17年：0.9ﾄﾝ→ 18年：4ﾄﾝ（赤豚1.7ﾄﾝ、伊豆沼ポーク2.3ﾄﾝ）
香港でおいしい豚肉として評判になっているが 国内にもファンが多く 海外

【輸出のき かけ 工夫した点 苦労した点など】

香港での販売風景

香港でおいしい豚肉として評判になっているが、国内にもファンが多く、海外
の需要に応えられない状況。
伊達の純粋赤豚の総出荷量に占める輸出の割合は約３％。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】

・平成１５年香港視察をした際、香港百貨店で販売されている国内他産地の豚肉を見て、自ら生
産する「伊達の純粋赤豚」でチャレンジしたいと考えた。
・当時、生産者が直接輸出する事例はまれで、支援体制がなく試行錯誤の連続。当時、生産者が直接輸出する事例はまれで、支援体制がなく試行錯誤の連続。
・現在は、国内のサプライヤーを通じて輸出。

・伊豆沼農産では、農畜業をはじめとしてレストラン、産地直売所、食肉加工場を運営しており、安
全性、おいしさにこだわった豚肉加工品を出荷。

【輸出によるプラス効果】
・国内外での知名度アップ（ブランド化戦略）

・安全性とおいしさが海外で認められ、地元の豚生産農家や加工に携
わる人のやる気につながっている。（国内生産性の向上）
・最終的に国内自給率の向上につながる。

香港のレストランのメニューから－13－



宮城県 （有）大永商店 （国産大豆の納豆をアメリカへ）

宮城県南部、村田町の(有)大永商店では、平成１６年か
ら、アメリカのスーパー等向けに、北海道産、宮城県産を原
料とした納豆を輸出料とした納豆を輸出。

【輸出数量の推移】
１６年：0.6トン→ １７年：0.6トン→ １８年：0.6トン

ぼ

【輸出のきっかけ 工夫した点など】

アメリカのスーパーの販売風景

食品の手作り製法で作られた納豆に、アメリカのバイヤーがひと目ぼれ。ア
メリカでの購入者は、日本人が９割。
総出荷量に占める輸出の割合は約0.4％。

【輸出のきっかけ、工夫した点など】
・アメリカのスーパーのバイヤーが、日本のおみやげでもらった納豆にひと目ぼれ。その商品が同社の納
豆であったことがきっかけで、同社のホームページに直接、メールによるアポイントメントがあり、平成16
年、アメリカへの輸出を開始。
その後 納豆を紹介された別のアメリカのバイヤ から取引のアポイ トメ トがあり 年からそのバ・その後、納豆を紹介された別のアメリカのバイヤーから取引のアポイントメントがあり、18年からそのバ
イヤー向けに輸出している。
・国産大豆１００％。機械に頼らず、職人の五感で手間暇かけた手造り製法。数々の品評会で受賞。

【輸出によるプラス効果】

・輸出による売り上げは、直接的に収益増にはつながっていないが、人脈が
できたことにより世界一の納豆を目指す夢の実現に一歩近づいたと考えてい
るる。
・海外での評判により、日本で新たに契約を希望する企業が現れた。

輸出される納豆－14－



秋田県 横手市観光協会 （ぶどうジュースを香港へ）

香港の高級スーパーのアドバイスのもと、富裕層をターゲット
にぶどうジュースを開発、平成１７年から香港に輸出。

販売スタ フ ぶどう栽培農家とともに プロモ シ ン活動を販売スタッフ、ぶどう栽培農家とともに、プロモーション活動を
展開。

【輸出数量の推移】

【輸出のき かけ 販売戦略等】

フェア会場

【輸出数量の推移】
１７年産600本→ １８年産3000本→ １９年産6000本

【輸出のきっかけ、販売戦略等】

・ 国内消費が減少する中、海外販売等を模索し、平成１５年に香港高級スー
パーの日本現地法人社長との出会いをきっかけに、横手市観光協会が香港で
「横手市フェア」を開催「横手市フェア」を開催。
・ 平成１６年、香港のバイヤーを招聘したとき、バイヤーが大沢地区のぶどう畑
に惚れ込み、高級ぶどうジュースの開発に着手。
・ 定番商品として販売を伸ばすため、品目を絞ったプロモーション活動を展開。

【輸出によるプラスの効果等】

・ 輸出モデルの商品づくりにより、海外市場を見ることができるようになった。
ぶどうジ 評判が国内 も広がり 国内販売（ 年 万 千本）も好調・ぶどうジュースの評判が国内でも広がり、国内販売（19年１万４千本）も好調。
・世界を相手にする親を見て、農の現場に跡継ぎが生まれている。

－15－



山形県 （株）山形県食肉公社 （豚肉を香港へ）

山形の豚肉を日本料理の高級食材として輸出。

香港の高級レストランを訪れるセレブ等がタ ゲット香港の高級レストランを訪れるセレブ等がターゲット。

【輸出量の推移】

【輸出 き 経緯 苦労 た 】

H18香港商談会（会場：ジェトロ香港）
でのディスプレイ状況

【輸出量 推移】

平成１６年 ０.８トン→ １８年 ３.５トン

【輸出のきっかけ、経緯、苦労したこと】

・ 平成１６年に県主催の香港現地商談会に出展したところ、なだ万の料理長の目にとまり、取引を
開始。
輸出までの手続 証明書（家畜保健所 と畜場 食肉検査）が毎回の輸出ごとにあるので その

プ

・ 輸出までの手続、証明書（家畜保健所、と畜場、食肉検査）が毎回の輸出ごとにあるので、その
煩雑さが悩みの種。

【輸出によるプラスの効果等】

・ 海外で評価されたことにより、生産意欲が高まり事故率（豚の死亡率）
が低下し、収益率がアップ。
価格は国内と同 であり 価格的メリ トは少ないが 国内における・ 価格は国内と同一であり、価格的メリットは少ないが、国内における
知名度が向上。

香港なだ万の山形県産豚肉（米沢
豚一番育ち）のトンカツ料理－16－



福島県 （株）福福フードサービス （生麺を上海、香港、台湾へ）

福島県中通り、郡山市の(株)福福フードサービスでは、
福島県等の支援を受け、平成１８年２月に、生麺のテスト
輸出を開始し、１９年から、上海、香港、台湾のスーパーに
向けて本格的な輸出を開始。輸出生麺の原料は国産小
麦（北海道産、福島県産）。

【輸出数量の推移】

上海等での販売促進活動

【輸出数量の推移】
１８年：約３０万円→ １９年：約９０万円（６月現在）

コシのある麺とコクのあるスープが好評で、積極的に取引相手の
開拓に努めている。
総出荷額に占める輸出の割合は約３％（１９年）

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】

・県が中国上海で開催した試食会や台湾で行われたフードタイペイで輸出の手応えを感じた。

上海等での販売促進活動 総出荷額に占める輸出の割合は約３％（１９年）

県が中国上海で開催した試食会や台湾で行われたフ ドタイペイで輸出の手応えを感じた。

・上海等で食べられている麺と違い、麺にコシ、スープにコクがある商品なので、県等が開催する海
外フェアや試食会に積極的に参加して、おいしさをアピール。

【輸出によるプラス効果】

・新たな取引先が海外にあることが分かり、販売戦略が広がった。

・地元農家と小麦の契約栽培を結び 今後 生麺の原料とする予定・地元農家と小麦の契約栽培を結び、今後、生麺の原料とする予定
であり、輸出量の増加が、農地（水田）の有効活用につながる。

国産小麦100％の生麺－17－



福島県 ＪＡ伊達みらい （ももを台湾、シンガポール、タイ等へ）

果物・野菜の産地として高品質な、もも、なし、ぶどう、りんご、
かき等を生産・販売。
平成１７年から ももの輸出を開始。平成１７年から、ももの輸出を開始。

１７年に３５トンを輸出。

伊達みらいのもものおいしさが評判となり １８年４１トン １９年５
台湾、シンガポール、タイ等で

販売したもも

伊達みらいのもものおいしさが評判となり、１８年４１トン、１９年５
１トンと、輸出実績を伸ばしている。

【輸出のきっかけ、工夫した点等】

・輸出代理店の要請に応じて輸出を開始。
・ブランドを確立するため国際見本市に参加。出荷用の段ボールは、「ＪＡ伊達みらい」と一目で
分かるように色を統 強化段ボ ルで輸送時の傷みを軽減分かるように色を統一。強化段ボールで輸送時の傷みを軽減。
・輸出の窓口を一本化し、輸送のロット数を確保。

【輸出によるプラスの効果等】

・国内、海外での知名度アップ。
・国内の価格を安定させる。

産 欲・おいしいももの生産意欲拡大。
タイで販売したぶどう 輸出用の段ボール選果施設

－18－



福島県 会津喜多方物産協会 （喜多方市の特産品を世界各国へ）

飯豊連峰の伏流水などの自然の恵みが生んだ米、味噌・醤油・日本酒・ラーメン・農産
物加工品などの喜多方市の特産品を中国、台湾へ輸出。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】

・ 国の補助金を活用して中国上海市、台湾台北市の百貨店で国の補助金を活用して中国上海市、台湾台北市の百貨店で

喜多方物産フェアを開催し、試食・試飲による実演販売や地
場産品のプレゼント等、販売促進活動を実施。

・ 物産フェア会場で商品アンケートを行い、消費者の嗜好・動
向等について調査。

・ 台湾商社バイヤーを喜多方へ招聘し、産地の視察や商談会
を開催。

【輸出によるプラス効果】

・ 輸出に対する意欲が高まり、参加業者のほとんどが、今後も
継続 輸 組 意向継続して輸出に取り組む意向。

・ 輸出商品開発につながる中国、台湾の一般消費者の嗜好及
び動向調査ができた。

－19－

・ 継続輸入や他物産展参加のオファーがバイヤー等からあり、
輸出拡大の好機が生まれた。



栃木県 （社）とちぎ農産物マーケティング協会 （県産農産物を世界各国へ）

栃木県では、平成16年度から(社)とちぎ農産物マーケティング協会を事業主体として、生産者、ＪＡ、全農並び
に企業等と連携し、県産農産物の輸出を促進しており、海外販路の拡大とブランド力の向上に取り組んでいる。

【販売戦略 工夫した点等】【販売戦略、工夫した点等】

・輸出先は、16年度の香港から、その後台湾、タイ、シンガポール、アメリカ合衆国、ＵＡＥへと
年々拡大。また、品目については、当初のなし・いちご・ぶどう等の果実中心から、年間を通じて
輸出できる米、野菜等へと拡大しており、19年度からは「とちぎ和牛」を輸出。
・県産農産物のさらなる商業ベ スでの輸出の拡大に向けて 海外における販売促進 海外見本

「HOFEX」（香港）への出展

・県産農産物のさらなる商業ベースでの輸出の拡大に向けて、海外における販売促進、海外見本
市への参加並びに展示商談会の開催など輸出促進の取組を実施。

【輸出によるプラスの効果等】

・海外での高い評価が、生産者の生産意欲の向上につながっている。また取組が各メディアに取
り上げられ 国内外を含め県産農産物 に役立 る

品 目 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

米（コシヒカリ なすひかり） ０ ０ １ ０００ ６ ４４０

○栃木県産農産物等の輸出実績 単位：kg

り上げられ、国内外を含め県産農産物のＰＲに役立っている。

シンガポールでの「栃木農産物フェア」

米（コシヒカリ、なすひかり） ０ ０ １，０００ ６，４４０

なし（にっこり） １，２５０ ２，６６５ ５，７００ ８，３０５

いちご(とちおとめ) １，６５０ ８５８ ４３２ ３８４

ぶどう（巨峰） ０ ２８９ ４２２ １ １２５ぶどう（巨峰） ０ ２８９ ４２２ １，１２５

野菜類 ０ ０ １，２２２ １，９１２

とちぎ和牛 ０ ０ ０ ３，２６１

ヨーグルト ０ ０ １３４ １９２

栃木県農産物等展示商談会ｉｎ香港

輸出先 香港 香港、ﾀｲ、台湾 香港、ﾀｲ、
台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港、ﾀｲ、
台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
米国、UAE

注）19年度は20年１月中旬現在の実績である。
－20－



栃木県 鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議会 （さつき盆栽を欧州へ）

さつきの産地として知られる鹿沼市では、平成14年から「鹿沼
さつき会」が中心となり、米国や東南アジアに輸出を開始。

「 海 輸 促進19年11月､「鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議会」を設立し、
20年3月にはベルギーで、5月には鹿沼市とパリ市の共催による展
示会を開催し、新たな販路開拓に取り組む。

輸出量 17年度 約4,700鉢 約2,600万円
18年度 約4,500鉢 約3,800万円ベルギー展示会への出発式

【販売戦略、工夫した点等】

・さつきの国内需要が低迷のため、海外販路の開拓に活路を見い
だすため輸出に取り組む。

・米国等は土壌における輸入規制があるのに対し、ＥＵでは根回り
に多少土があっても輸出可能であることから、今後はＥＵを中心に
輸出を目指す。

•特にパリでの展示会では、さつき盆栽のみならず文化交流を交え
て鹿沼ブランドのＰＲも考えている。

•平成２２年には６億円の輸出額を目指す。 満開のさつき（品種：日光）

－21－



群馬県 ＪＡあがつま （高原野菜を香港へ）

長野原町北軽井沢の高原で収穫された、白菜・キャベツ・レタス
などの野菜を香港に輸出。平成19年度からは商業ベースでの本
格輸出を開始し 売れ行きに手応えをつかむ格輸出を開始し、売れ行きに手応えをつかむ。

平成19年度の輸出量

【販売戦略・工夫した点等】

白菜 ５７,９３０ｋｇ キャベツ １４,５００ｋｇ レタス ３,９３４ｋｇ
予冷庫に保管中の荷姿

【販売戦略 工夫した点等】
・ＪＡあがつまは、日本販売農業協同組合連合会（日販連）の新規輸出事業として、平成18年にテスト
輸出を開始。
・ＪＡあがつま職員を香港に派遣し、到着荷物の確認や、デパートの青果物の市場調査を実施。
現地バイヤ を招 生産地視察や農業体験会など意欲的に農産物を・現地バイヤーを招いての生産地視察や農業体験会など意欲的に農産物をＰＲ。

【輸出によるプラスの効果等】
・20年度には輸出用の品種を選定し、より新鮮な農産物を厳選するこ0年度には輸出用の品種を選定し、より新鮮な農産物を厳選する
とにより、輸出量の増加を目指す予定。

・現状の市場価格で利益が生じているが、更なる輸出促進と利益の
向上につなげるため、現地バイヤーに対し出荷時期、作柄、出荷予

情 輸 確

写真

定量の情報提供を行い、攻めの輸出体制の確立を図る。

トレーラーへの積み込み

－22－



埼玉県 川口市・深谷市等生産者 （盆栽をヨーロッパ等へ）

埼玉県の盆栽輸出の取組は、オランダや西ドイツの貿易業者が買い付け
に来たことをきっかけに、昭和50年頃からヨーロッパを中心に開始。

輸出用の盆栽は、10～３月に輸出されており、冷蔵コンテナ（３～５℃）で、
ヨーロッパへは30～40日で現地（オランダ、フランス、イギリス、スイス、イタ
リア、オーストリア、ベルギー、ポーランド等）に到着。

写真

人気の樹種はモミジや五葉松で、観賞用やクリスマスプレゼントなどの贈
答用に取り扱われている。

輸出用の五葉松盆栽

平成１７年 埼玉県から海外への盆栽の輸出検査数量 ： １８,１９５鉢

【販売戦略、工夫した点等】

・オランダで10年に一度開かれる「フロリアード」（国際的な園芸見本市）に
参加し、好評を得ている。

・ヨーロッパへ輸出するには、２年間（年６回）の病害虫等に係る栽培地検
査が必要なことから、埼玉県では輸出盆栽を取り扱う生産者を組織化し、
検査に必要な知識を習得するための研修会等を実施。

栽培地検査を申請した輸出用
盆栽は番号タグを付け管理

－23－



千葉県 （株）生産者連合デコポン （野菜、果実等を香港、シンガポールへ）

平成６年から、香港の在留邦人を対象に、千葉県産の有機・特別栽培農産物の野菜を中心に、果実、
卵及び農産加工品を輸出。
平成10年からはシンガポール向けも開始。
段ボールに農産物等を詰め合わせて送る 会員制の海外宅配事業を確立 ８箱の輸出から始めたが段ボ ルに農産物等を詰め合わせて送る、会員制の海外宅配事業を確立。８箱の輸出から始めたが、
その後口コミで顧客数が増加し 、平成16年には会員数が約１,０００人に。

平成１８年の輸出量 約５０トン 販売全体に占める輸出数量比率 ３.３％

【販売戦略、工夫した点等】

・香港 シンガポールでは宅配のシステムから構築 配送段階での品質低下香港、シンガポ ルでは宅配のシステムから構築。配送段階での品質低下
を防ぐため時間通り配達ができた場合はボーナスをつける、きちんとした服
装で届けるなどにより、配達システムの改善を図った。
・湿度の高い現地の気候にあわせ、気温が高い時期には保冷パックを入れ

葉物 送たり、葉物野菜を送らないなど工夫。

・農林水産省や県の補助事業を活用し、香港のデパートでの販売促進活動
や、試食販売フェアを実施。

野菜のセット

【輸出によるプラスの効果等】

・千葉県内において、先駆的に行われた農産物の輸出という取り組みが会員
農家のやる気と自信につながり、組織が活性化。農家のやる気と自信に ながり、組織が活性化。

野菜の袋詰め作業
－24－



千葉県 匝瑳市・東金市等生産者 （植木を中国、ＥＵへ）
そうさ とうがね

匝瑳市・東金市を中心とした地域は温暖な気候を利用した植木生産
が盛んであり、輸出業者が匝瑳市を訪れたことがきっかけで平成６年か
らヨーロッパへの造形樹（ツゲ・マキ・キャラなど）の輸出が始まった。ま
た、中国へは中国人バイヤーの招聘をきっかけに、平成１６年から商業
ベースの輸出を行っている（神木とされるマキの大型造形樹が中心）。

バイヤーを招いての産地見学会
（東金市）

平成１８年千葉県の植木の輸出金額は約４億５千万円、
中国向けが約３分の２、ＥＵ向けが約３分の１。

【輸出の販売戦略、工夫した点等】
・ピートモスによる根巻きや、圃場のセンチュウ密度を下げるなどの取組で検疫への対応を強化。
・生産者が安心して出荷できるよう、中国向けの輸出は前金での代金決済とした。
・千葉県植木生産組合連合会輸出入部会（匝瑳市・東金市等の輸出に取り組む生産者が在籍）
では、新しく輸出に取り組む生産者へ情報を提供。
・平成19年の「国際フラワーＥＸＰＯ」を訪れたバイヤーを招いて産地見学会を開催し、新たな販路
拡大に取り組んだ

【輸出によるプラスの効果等】
・輸出を行っている生産者の生産意欲が向上。
・地域全体で輸出向けの植木を確保したことから 地域全体の出荷量が増え産地が活性化

拡大に取り組んだ。

地域全体で輸出向けの植木を確保したことから、地域全体の出荷量が増え産地が活性化。
・植木は生育に期間がかかることから、今後、輸出品を安定的に供給するため、計画的に生産を
行う取組が必要。

－25－



東京都 ＪＡ東京島しょ八丈島支店 （フェニックスをヨーロッパへ）

オランダでフェニックス・ロベレニーの鉢物が国内価格の5～10倍で販売されていることを知ったのをきっ
かけに、１９９０年からヨーロッパへの輸出を開始。

栽培 北限地と う地域特性による 幹 太さや パクトな樹形が高 評価を得 おり 海外 賞を受栽培の北限地という地域特性による、幹の太さやコンパクトな樹形が高い評価を得ており、海外で賞を受
賞。国内向けに比べて高い値段で取引されている。

【販売戦略、工夫した点等】

輸出量 平成１８年 ３，３８８鉢

・都の事業を活用し、輸出用鉢物養成施設等を整備。また、八丈町の支援を
活用し、ヨーロッパにおける販売ルートを確立。

・輸出当初、輸送費の高い空輸による輸出が行われていたが、冷蔵試験を
養成施設内の鉢物 重ね、保冷庫を用いた船舶輸送を実現。

【輸出によるプラスの効果等】

養成施設内の鉢物

・輸出用は、国内向けに比べ1．8倍の価格で取引されており、出荷農家の
売り上げが増加した。

・作業効率の落ちた樹高の高い切り葉用のものを鉢上げして鉢物として輸出
することにより有効活用 切り葉農家から鉢物農家への域内リレ 生産がすることにより有効活用。切り葉農家から鉢物農家への域内リレー生産が
促進された。

コンテナへの積み込み
－26－



神奈川県 ＪＡ全農かながわ （温州みかんをカナダへ）

温州みかんの輸出は、神奈川出身でバンクーバー在住の輸入雑貨商を通
して、大正初期からアメリカ・カナダ向けに始まり、生産者の所得増加や需給
調整としての役割を担う。平成11年以降は、カナダ向けのみの輸出となって役 、 輸
いる。

カナダではクリスマスオレンジとして親しまれ、この時期においてなくてはな
らないものとなっている。

みかん輸出用ダンボール

神奈川県産のみかん輸出量、輸出額
平成１８年 １９７トン １６８０万円 平成１９年 ２０８トン １７２３万円

※平成 年に は概算値

みかん輸出用ダンボ ル

【販売戦略、工夫した点等】

・輸出当初は個人での輸出となっていたが 相手国の需要の増加により出荷組合を発足し 現在は JA

※平成１９年については 概算値

輸出当初は個人での輸出となっていたが、相手国の需要の増加により出荷組合を発足し、現在は、JA
全農かながわが県内の温州みかんを集荷し、日本園芸農業協同組合連合会が全国の荷をまとめ輸出。

・輸出に際し、当初、輸送中の品質劣化などの課題があったが、検査の強

化を図るなどの対応を実施化を図るなどの対応を実施。

【輸出によるプラスの効果等】

・みかんの特性である豊作と不作を繰り返す隔年結果等で、豊作となった

年はその過剰生産分を輸出にあてることで価格調整が行われ、農家収入

の安定とともに、地域経済の活性化が図られる。
輸出みかんの選果作業

－27－



山梨県 ＪＡフルーツ山梨 （ももを台湾へ）

山梨県は日本一の生産量を誇るももの産地。中でも中心的産地のひとつ
であるＪＡフルーツ山梨では、更なる販路拡大を目指し、平成１８年から台湾
向け輸出を開始。

光センサー選果により甘く高品質なももが出荷され、台湾では、贈答用等
の高価格帯商品として引き合いが多い。

【販売戦略、工夫した点等】

輸出用ケース
平成１８年 輸出量 １４４.６ トン（内ハウス ８.１ トン 露地１３６.５ トン）

平成１９年 輸出量 １３４.１ トン（内ハウス１２.１ トン 露地１２２.０ トン）
【販売戦略、工夫した点等】

・輸出開始に当たり、病虫害のない確実な選果が絶対条件であり、従来の選果方法では限界。そこで、特
に出荷ピーク時に専属の選果補助員を配置し、ハケ、エアーガンでの洗浄、検査作業を強化し、作業効率
の向上や不合格品発生の抑制を図った。の向上や不合格品発生の抑制を図った。

・出荷箱に独自の名称（ロゴ）を入れ、「ＪＡフルーツ山梨」ブランドイメージの確立を目指した。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】

・選果施設の体制整備を行い、台湾向け生果実選果こん包施設として登録を
行うことで、輸出用としての販路を確立。

輸出 高 質 ももを出荷するため 光 選果機 使 など選果を

光センサー選果機

・輸出用に高品質のももを出荷するため、光センサー選果機の使用など選果を
徹底したことによりその品質が認められ、国内向け販路拡大にもつながった。
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長野県 南佐久郡川上村 （レタス等を台湾へ）

川上村は夏秋レタスの生産量日本一。頭打ちである国内への販売を打開するため、平成18年７月から、レ
タスを中心に台湾への輸出を開始。

台湾 出回る米国産 かた も と比較 分結球 柔らかく甘 ある 川上村産 タ 特徴を台湾で出回る米国産のかたいものと比較して、八分結球で柔らかく甘みのある、川上村産レタスの特徴を、
現地の百貨店の物産展でアピール。

平成18年輸出量 結球レタス ７５トン
グリーンボール ４トン

ながいも ２トン

【販売戦略、工夫した点等】

・輸出開始に当たり、テスト輸出を行い着荷の状態とニーズ等を確認。輸出開始に当たり、テスト輸出を行い着荷の状態とニ ズ等を確認。

・レタス料理や村の紹介を掲載した現地語のパンフレットやポスターを
作成し、現地のスーパー等に配布してPR。また、村独自で物産展を開催。
・川上村のオリジナルのラップを作成し、台湾で「川上ブランド」を推進。

オリジナル包装での陳列

川上村のオリジナルのラップを作成し、台湾で 川上ブランド」を推進。

・客が購入時にレタスに触ることによる傷みを軽減するため、米国産では
すでに行われていた１玉ごとのラップ包装を実施。

生産者と消費者の距離を縮めるため 商社や市場を経由せず 現地の・生産者と消費者の距離を縮めるため、商社や市場を経由せず、現地の
スーパー等と直接契約をするルートを確立。

川上村物産展
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長野県 ＪＡみなみ信州 （なしを台湾、香港へ）

ＪＡみなみ信州では、台湾・香港で日本産果実が高級果実としての
位置づけが強いことに注目し、平成18年から販路拡大と国内販売ピー
ク時の価格維持を目的に「二十世紀なし」と「南水」の輸出を開始。

平成18年 二十世紀 台湾 13.8ﾄﾝ 香港 45.0ﾄﾝ
南 水 台湾 18.8ﾄﾝ 香港 32.5ﾄﾝ

平成19年 二十世紀 台湾 9.0ﾄﾝ 香港 23.0ﾄﾝ
南 水 台湾 36.0ﾄﾝ 香港 49.5ﾄﾝ

香港での二十世紀なし販売の様子

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】

・JAみなみ信州は取引のある東京の市場関係者からの勧めをきっかけに、なしの輸出を開始。
・９月末の中秋節にあわせ、やや青みの強い大玉の「二十世紀なし」を、その後晩秋にかけては赤な
し 「南水 をリ 出荷し 長期間 販売を実現しの「南水」をリレー出荷し、長期間の販売を実現。

・主産地である松川町では、はっぴやチラシを作成し、生産者やＪＡの関係者らと現地へ出向き試食
宣伝会による現地での反応調査や、ＰＲ活動を実施。

需要期（中秋節 旧正月）に輸出するため 出荷時期の調整や

【輸出によるプラスの効果】

・需要期（中秋節、旧正月）に輸出するため、出荷時期の調整や

現地のニーズにあわせた販売方法の検討が必要。

・輸出を行うことにより国内の流通量が適正に保たれるため、国内
価格の維持につながっている。

パックされ販売されている南水－30－



長野県 下伊那園芸農業協同組合（（株）信州下伊那くだもの直販）
いちだがき

（干し柿（市田柿）を台湾へ）

平成１９年から新たな販路拡大のため、台湾へ商業ベースでの輸
出を本格的に開始。台湾での市田柿は、自然食品としての評価も高く、
まとめ買いするリピーターも現れるなど人気が高い。

輸出量 平成１８年 ０.７トン（テスト輸出） 平成１９年 ２.４トン
台湾での市田柿フェアの様子

【販売戦略、工夫した点等】
・下伊那園芸農業協同組合は平成18年のテスト販売により現地消費者のニーズをつかみ、輸出用の
200グラム入り包装袋 720グラム入りギフト用化粧箱を開発

台湾での市田柿フェアの様子

200グラム入り包装袋、720グラム入りギフト用化粧箱を開発。
・台湾の正月に当たる春節前の歳末セール期に合わせ、飯田市と連携して現地の百貨店やスーパー
で市田柿フェアを開催し、試食提供やパンフレットの配布等ＰＲ活動を実施。
・台湾への輸出のきっかけは、飯田市が行っている人形劇を中心とした文化交流等により、信頼関
係、ネットワーク等が築かれていたことによる。

【輸出によるプラスの効果】

・販売は市場や商社を介さず同組合の子会社が行い 生産者である組合員は海外での販売に対して販売は市場や商社を介さず同組合の子会社が行い、生産者である組合員は海外での販売に対して
関心を持つことにより、品質の高い生産へ結び付いている。
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静岡県 ＪＡ静岡経済連 （温州ミカンをカナダ、米国等へ）

明治34年に県内の農家が米国へ輸出したのが始まり。１０７年の長い歴史の中で、国内の
供給過剰の回避や生産者の収入増に貢献。増

カナダ向けはクリスマスの必需品として定着。

【販売戦略 夫した点等】

輸出量 平成１８年 １，００１トン

【販売戦略、工夫した点等】

・以前は個人が輸出していたが、輸出農家の増大とともに、地域の販売
組合がまとめて輸出するようになり、現在は、日本園芸農業協同組合連
合会が全国の荷をまとめて輸出合会が全国の荷をまとめて輸出。

・カナダでは、デコレーションとしての色合いのよい物が重視されるため、
ミカンが色づく前に収穫して出航するなど、出荷時期を調整。

また 腐敗を防ぐため 傷がつかないよう気をつけている
輸出用のケース

また、腐敗を防ぐため、傷がつかないよう気をつけている。

【輸出によるプラスの効果等】
・国内価格が安い年には生産過剰分を輸出することにより、農家の収入が増え、このことが地域経済
の活性化にもつながった。
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静岡県 ＪＡ静岡経済連 （静岡茶を米国へ）

平成18年８月から米国ホノルル市において、日系量販店に常設の販売棚を
確保し、静岡茶の販売を開始。

また 現地婦人団体等に対し「お茶の入れ方教室 を開講し 日本茶の認知また、現地婦人団体等に対し「お茶の入れ方教室」を開講し、日本茶の認知
度を高めるための情報発信を実施。

輸出額等 18年度 ４商品 70万円 19年度（見込） 12商品 250万円

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】

商品一例

輸出額等 18年度 ４商品 70万円 → 19年度（見込） 12商品 250万円

【輸 、 、 】

・平成１７年度から行われた、新ＪＡ静岡３か年計画の「販売事業の強化策」において、静岡茶の新たな販路を
構築する事業として実施。
・米国「バイオ・テロ法」により必要となった、食品医薬品局（FDA）への登録及び発送の事前通知に迅速に対応。
米国本土に向けたインタ ネットショッピングサイトの開設・米国本土に向けたインターネットショッピングサイトの開設。
・日本からホノルル市へ輸出し、そこから米国内へ発送するハワイを中継点とした物流の
構築。

写真

【輸出によるプラス効果等】
・米国における販売拠点が定まり、「静岡県」の認知度の向上のため、静岡茶の販促活
動と併せて、茶以外の県内農産物（静岡コシヒカリ・いちご・トマト等）の試験輸出を実施。

行政や関係企業と連携し その他の商品（水産物 わさび漬け等）を含めた「静岡物産・行政や関係企業と連携し、その他の商品（水産物・わさび漬け等）を含めた「静岡物産
展」をホノルル市で開催し、静岡ブランドの定着を目指す（20年度以降も継続して開催す
る予定）。 海外向けパンフレット
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新潟県 ＪＡ全農にいがた （日本梨を台湾へ）

台湾において、日本梨は高級果実として、贈答用を中心に需要が高いことに注目。

国内での大玉果流通量の出荷調整による価格維持 新たな市場開拓を目的に 平成国内での大玉果流通量の出荷調整による価格維持、新たな市場開拓を目的に、平成
15年度から新高梨、平成18年度には二十世紀梨を試験輸出。

平成19年度 新高梨輸出量 １８.２トン。 生産に占める輸出比率 約０.９％

【販売戦略、工夫した点等】

・農林水産省や県の補助事業を活用し、台湾側輸入商社との関係の向

上に努めている。

・輸出用の果実包装紙を使用。病害虫の防疫に対しエアー洗浄の徹底

など、台湾側のニーズに対応した商品づくりを進める。

・新潟県と全農県本部の職員が、台湾に出向き、積極的に販促活動や

日台交流協会との意見交換等を実施。

・台湾の需要期である仲秋節、旧正月にあわせた輸出を行うため、貯蔵

方法や出荷時期の調整、高付加価値商品に向けた取り組みに向けて

平成16年10月 台北郊外
量販店での試食宣伝会

検討中。
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新潟県 錦鯉養殖業者 （錦鯉を世界各国へ）

優美な姿は「泳ぐ宝石」と呼ばれ、日本を代表する観賞魚の錦鯉を世界各国へ。

錦鯉の発祥地である新潟県では 錦鯉の輸出に20年以上前から取り組んでいる 平錦鯉の発祥地である新潟県では、錦鯉の輸出に20年以上前から取り組んでいる。平
成16年の新潟県中越地震により甚大な被害を受けたが、復興を図り輸出拡大に取り組
む。

平成１９年の輸出尾数 １７ヵ国 ７６.５万尾
（輸出衛生証明書を必要とする国のみ）

【販売戦略、工夫した点等】

・新たな疾病（コイヘルペスウィルス病）の蔓延防止に対して地区の生

産者全体での迅速な対応など顧客の信頼を得るため 疾病対策を強産者全体での迅速な対応など顧客の信頼を得るため、疾病対策を強

化。

・海外バイヤーへの錦鯉の輸送や飼育方法の技術指導や、海外で行

われる錦鯉の品評会での審査協力・指導の実施

錦鯉品評会に来場した外国人

われる錦鯉の品評会での審査協力・指導の実施。

・海外で行われる物産展への参加及び好まれる品種の生産。

【輸出によるプラスの効果等】

・地域における中山間地での基幹産業となり、後継者が確保できている。
泳ぐ宝石・錦鯉
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石川県 ＪＡ金沢市 （日本梨を台湾へ）

生産者が現地に赴き販売促進活動を行い、生産した農産物が海外で評価され販路

が拡大したことで、生産意欲が向上。

平成19年度から台湾へ南水梨を輸出開始。

平成19年度 輸出量1000ケース（５トン） 集荷量に占める輸出比率22％）

【販売戦略、工夫した点等】

・金沢では、国内の他の産地よりも早く、９月に金沢梨「南水」を出荷で

きるという利点を有していることから、市場関係者に輸出を勧められ、輸

出の取組を開始。

・産地圃場での防虫対策を万全に行うとともに 選果後のエアー洗浄の産地圃場での防虫対策を万全に行うとともに、選果後のエア 洗浄の

徹底など、台湾の検疫に対応。

・輸入元から輸出量の増加を要望されており、国内の流通も調整しなが

ら 20年産栽培面積と品種の拡大について検討中
台北市での販売

ら、20年産栽培面積と品種の拡大について検討中。
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福井県経済連 （福井すいか、福井米等を香港、台湾へ）

平成１７年度から香港、台湾に向け、すいか、精米の輸出を
開始。

経済連と県が連携して積極的にＰＲを行い 東アジア市場で経済連と県が連携して積極的にＰＲを行い、東アジア市場で
の販路開拓を図る。

【平成１９年度輸出量】

福井すいか ： 約３トン 福井米 ： 約６．８トン

メ ロ ン ： 約０ ５トン 越のルビー ： 約０ ２トン
福井すいか

【販売戦略 夫 た点等】

メ ロ ン ： 約０．５トン 越のルビ ： 約０．２トン

【販売戦略、工夫した点等】

・県の仲介により、現地高級スーパーの日本法人を通じ輸出の取組を
開始。

・平成１７年７月に、県産農産物として初めて「福井すいか」を香港へ輸
出。同年１０月、引き続き福井米を香港及び台湾へ。

・平成１８年には、品目を拡大しメロンと越のルビー（ミディトマト）も香港
輸出開始

香港での試食販売
へ輸出開始。
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岐阜県農林水産物輸出促進協議会 （富有柿を香港へ）

香港では、日本の富有柿は高級果実として、有利販売が可能であることに注目。

輸平成16年度に岐阜県農林水産物輸出促進協議会を設立して、香港において富有柿
をはじめとする岐阜県産品のＰＲを開始。「富有柿と言えば岐阜」を目指して岐阜ブラ
ンドの確立に取り組んでいる。

平成19年度 輸出量 ８トン

【販売戦略、工夫した点等】

全農岐阜県本部 県食品産業協議会 県など関係７団体等で構成さ・全農岐阜県本部、県食品産業協議会、県など関係７団体等で構成さ
れる「岐阜県農林水産物輸出促進協議会」が主体となり、現地の輸
入商社等との商談会や、小売店での岐阜県産農産物・食品フェアを
平成16年度から開催。フェア開催店での富有柿の継続販売が実現。平成 年度 開催。 ア開催店 富有柿 継続販売 実現。

・フェアにおいて、「岐阜県が富有柿発祥の地」であることをPR。
・岐阜県の観光文化を紹介したパンフレットを香港の消費者へ配布。
産地としての「岐阜」のイメージ付けを図っている。

香港での岐阜富有柿フェア
産地としての 岐阜」のイメ ジ付けを図っている。
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愛知県 豊橋田原広域農業推進会議 （次郎柿、アールスメロンをタイ、香港へ）

全国有数の農業地域である東三河地域において、広域的な
輸出取組を実施している「豊橋田原広域農業推進会議」（構輸出取組を実施している 豊橋田原広域農業推進会議」（構
成：ＪＡ豊橋、ＪＡ愛知みなみ、豊橋市、田原市）が中心となり、
地元特産品である次郎柿を香港およびタイへ輸出。さらに、19
年度からはアールスメロンを香港へテスト輸出し、高評価。年度 を香港 輸 、高評価。

輸出量の推移

次郎柿：0 3トン（H18）→ 0 8トン（Ｈ19） アールスメロン：１トン（Ｈ19）
次郎柿の見本市への出展風景

（タイ）

【販売戦略、工夫した点等、苦労した点等】

国内消費量及び販売価格の低迷をうけ 平成16年度に地域のＪＡにより輸出プロジェクトを立

次郎柿：0.3トン（H18）→ 0.8トン（Ｈ19）、 ア ルスメロン：１トン（Ｈ19）（タイ）

・国内消費量及び販売価格の低迷をうけ、平成16年度に地域のＪＡにより輸出プロジェクトを立
ち上げ、次郎柿のサンプル輸出を開始。平成18年度から行政も参画して官民一体となった取組
を継続中であり、海外見本市への出展や現地バイヤーの産地への招聘を実施。さらには、梱包
資材や鮮度保持技術等の開発について検討中。

【輸出によるプラスの効果等】

・マスコミ等に取り上げられることで、生産者の意識が向上。

・検疫対策に取り組む中で工程管理の重要性を感じ、ＪＧＡＰ認証取

得を目指す取組を開始。
メロンの現地での販売風景（香港）
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滋賀県 グリーン近江農協､西びわこ農協､おうみ冨士農協 （米を台湾、アメリカへ）

滋賀県内ではグリーン近江農協が、環境こだわり米「ひのひかり」を１８年度から台湾の百貨店
向けに輸出を開始。

また、１９年度から西びわこ農協がアメリカに、おうみ冨士農協が台湾に米の輸出を開始。

平成19年度 輸出量 グリーン近江農協３.３トン 西びわこ０.５トン おうみ冨士１トン

【販売戦略、工夫した点等】

・グリーン近江農協は、販売費削減等により事業収支の改善を計画。

・西びわこ農協は、アメリカのレストラン向けに、米をテスト輸出。

また、輸出先のレストランのシェフが現地視察するなどのPRを実施。
・おうみ冨士農協は、「輸出をしたい」という組合員からの要望を受け、台湾の百貨

店向けに米の輸出を開始店向けに米の輸出を開始。

・全農しがは、近江米、近江茶、近江牛の滋賀３大ブランドの輸出可能性を検討。

具体的には、外国人向けの試食会、内部研修会、さらに近江牛については、

アメリカへ試行的に輸出を実施。

販促風景

アメリカ 試行的に輸出を実施。

【プラス効果等】

・前年度から取組主体が増加し、輸出に対する取組が拡大している。前年度から取組主体が増加し、輸出に対する取組が拡大している。

・輸出という新たな取組により生産者の意欲向上等につながる。

台湾での陳列風景
－40－



京都府 宇治の露製茶（株） （宇治茶を香港、米国、カナダ等へ）

数十年前から日本茶の輸出に取り組んでいる。また、日本の百貨店の海外進出をきっ
かけに、小売用個包装商品の輸出も開始した。

日本茶は世界各国にて、健康飲料として好評を得ており、特にアジア圏では「日本産」
として日本茶が好評である。

【販売戦略、工夫した点等】

【輸出量の推移】
平成12年 91,817kg → 15年 122,220kg → 18年146,339kg

・京都の老舗『株式会社福寿園』のグループ会社であり、流通の多様化へ
の対応と併せて、世界各国へ茶文化の普及に取り組んでいる。
・50社近い商社との取引や、現地ディストリビューターへの直接卸売りを
中心に 香港 シンガポール 米国 ヨーロッパ等約50ヵ国へ輸出してい中心に、香港、シンガポール、米国、ヨーロッパ等約50ヵ国へ輸出してい
る。また、海外の展示商談会に積極的に参加し、さらなる販路拡大を目
指している。
・現地に積極的に出向いて試飲プロモーションを実施し、実際に飲んでも

輸出用ティーバッグ

らうことで、日本産の緑茶の品質やおいしさをわかってもらい、効能面で
変わりない中国茶との差別化を図り、ファンを増やしている。

【輸出におけるプラス効果等】
多くの国に輸出し 好評を得 いるという とは国内 も 材料の・多くの国に輸出し、好評を得ているということは国内でもPR材料の一つ
として活用できる。

マレーシアでの展示商談会

－41－



大阪府 ＪＡ全農大阪 （ぶどう、なすをシンガポール、香港、タイへ）

海外市場を一つの出荷先と捉え、平成18年度より輸出に向けた取組を開始。
大阪ぶどうの代表格であるデラウェアや巨峰、泉州水なすを中心に輸出し、見本市や
フェアを開催フェアを開催。

平成１９年度 輸出量

デラウェア226ｋｇ（シンガポ ル 126ｋｇ 香港 52ｋｇ タイ 48ｋｇ）

【販売戦略 工夫した点等】

デラウェア226ｋｇ（シンガポール 126ｋｇ、香港 52ｋｇ、タイ 48ｋｇ）
水なす 220ｋｇ（シンガポール 80ｋｇ、香港 100ｋｇ、タイ 40ｋｇ）

【販売戦略、工夫した点等】

・輸出に向けた大阪の特徴を活かす取組として、関西国際空港を利用
した航空便の出荷を主とし、国内同様、収穫後、翌日に現地へ到着。

・シンガポールにおいて、地方自治体としては初めて、在シンガポールシンガポ ルにおいて、地方自治体としては初めて、在シンガポ ル
日本大使館と連携し、シンガポールの要人、経済人等を招き、大阪の
食材を使った試食会を大使公邸で開催。

・シンガポール、香港、タイにおいて、消費者向け料理講習会を開催。

シンガポールでの販売風景

【輸出によるプラスの効果等】

・国内における、大阪産農産物のネームバリューが高まった。

・海外への出荷が定着することにより 農家所得の向上が見込め 生・海外への出荷が定着することにより、農家所得の向上が見込め、生
産意欲の向上が期待できる。

タイでの料理講習会
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兵庫県 エム・シーシー食品（株） （レトルト食品を東アジアへ）

海外現地での食品展示会や百貨店の日本フェアへの出展をきっかけに、輸出を開始。

百貨店や高級スーパーなどでの家庭用向け販売が中心。また安定した品質や、使い勝
手のよさから シンガポールなどのレストランの料理長や仕入れ担当者からも好評を得手のよさから、シンガポールなどのレストランの料理長や仕入れ担当者からも好評を得
ている。
レトルト製品のカレー類、スープ類、パスタソース類を中心に販売を拡大している。

【販売戦略、工夫した点等】

・百貨店で開催されるフェアなどに出品し、積極的に海外への販路開拓
を実施。

・「高級レストランのメニューが、家庭で簡単に味わえます」という、日本
国内で築きあげた商品をそのまま提供し、海外でもブランド化の確立を
めざしているめざしている。

・輸出現地では、高価な販売金額にも関らず、反復的に注文があること
から、製品の価値が認められていると判断し、今後は更に高品質な商
品の開発・製造・販売に力を入れていく予定

商品陳列 風景

品の開発・製造・販売に力を入れていく予定。

【輸出によるプラス効果等】

・上海、香港、台北、シンガポール等では、富裕層の増加により、また
「日本製」という安心感もあり、高価な商品でも良く売れるようになった。

百貨店（台北) 宣伝販売 風景
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奈良県 ＪＡならけん西吉野柿部会 （刀根早生、富有柿を台湾、香港、タイへ）

１１月上旬から１２月にかけて収穫した富有柿を輸出。また、１つ１つ個別梱包した富
有柿を冷蔵して旧正月前の需要期に輸出。19年度から、タイへの輸出を開始し、好評
を得ているを得ている。

国内市場と同等な価格での取引が可能に。

平成１９年度 輸出量 ６６トン（香港 ４２トン、台湾 ８トン、タイ １６トン）

【販売戦略、工夫した点等】

・旧正月前の需要期に対応するため、貯蔵期間の延長など対策を重ねた。

・中秋節の贈答用果実としてハウス柿の輸出を試行。

・タイで開催された日本食品フェア出展などにより、タイへの商談が成立。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】

・タイへの輸出も好評であり、また国内市場と同等な価格で取引が可能と
なったので、生産者が柿の出荷市場のひとつとして海外市場を認識するよう
になり、輸出意欲が高まった。
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和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会 （たねなし柿を香港、台湾へ）

日本一の柿生産地である和歌山県から、たねなし
柿を香港、台湾へ。

県農協連と県が連携 積極的 県産たねな 柿県農協連と県が連携して積極的に県産たねなし柿
のＰＲを行い、東南アジア市場での販路開拓を図る。

平成１９年度 輸出量 ３２トン
（生産全体に占める輸出比率 ０.１％）料理講習会の後、柿を購入する顧客が殺到

（平成19年11月 香港）

【販売戦略、工夫した点等】

・ 日本国内での早場産地としての特性を活かし、現地の輸入商社等との商談会や、百貨店での
和歌山県フェアを平成19年に開催。和歌山県フ アを平成19年に開催。
・ 料理講習会（柿デザート）や積極的な試食宣伝により、多くの現地消費者に県産高品質たねな
し柿をＰＲ。

・ 百貨店 輸入元業者等との信頼関係の醸成を図るなど 継続的な関係構築に取り組んだ。百貨店、輸入元業者等との信頼関係の醸成を図るなど、継続的な関係構築に取り組んだ。

【輸出によるプラスの効果等】

・ 積極的な試食宣伝により、海外でも売れることがわかり、産地においても海外販路拡大意欲が
向上向上。

・ 相手国との人的ネットワークが充実し、ビジネスチャンスの可能性が広がった。
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鳥取県 ＪＡ全農とっとり （梨を台湾、香港、アメリカへ、柿をタイ、台湾へ）

鳥取県の二十世紀梨の輸出は７０年以上の歴史があり、日本
を代表する輸出果実のひとつ。品質の良さが好評で、知名度も
高い。

アジアの富裕層をターゲットに、高級果実として大玉の梨を輸
出。特に、台湾では仲秋節や旧正月の贈答用品として定着。

大玉二十世紀梨

【平成１９年産 輸出量】
○梨 ８９４トン（台湾５０５トン、香港１００トン、中国７トン、米国（ハワイ含
む）２７６ トン、他６トン）※JA全農とっとり取扱量に占める輸出比率約７％
○柿 ６４トン（タイ６０トン、台湾４トン）

輸

【販売戦略、工夫した点等】

・高い剪定技術等により、徹底的に品質を重視し、大玉の梨販売へと戦略転換。

大玉二十世紀梨
※JA全農とっとり取扱量に占める輸出比率約５％

・氷温貯蔵庫を導入し、長期保存を可能に。東南アジアでの梨の需要期である仲秋節が、二十世紀梨の出荷時
期より早く来る年にも対応できるようにし、また販売期間を旧正月まで延長。

・あたご梨の輸出にも取り組むなど、二十世紀梨のブランドイメージを生かした商品の多角化を図っている。

【輸出によるプラスの効果等】

・検疫のための高度な管理が求められることにより、栽培管理のレベル
アップに結びついているアップに結びついている。

・鳥取が積極的に輸出を行うことにより、国内の梨市場も活性化。

－46－



鳥取県 菌興椎茸協同組合（乾燥椎茸を台湾へ）

平成１６年から台湾に向けて、乾燥椎茸の輸出
をテスト的に行 ているをテスト的に行っている。

写真

輸出量・輸出金額等 年間約３０キロ程度

台湾での販売風景

【輸出の販売戦略、工夫した点等】

台湾での販売風景

【輸出によるプラスの効果等】

・鳥取県の輸出促進事業利用を契機に販路の拡大に努めている。

【輸出によるプラスの効果等】

・輸出によるＰＲ効果に期待。

・国産原木椎茸の本物のおいしさをＰＲできた。

・今後の海外輸出に向けての足がかりを作ることができた

写真
今後の海外輸出に向けての足がかりを作ることができた。

乾燥椎茸
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鳥取県 ＡＯＮケミカル（二十世紀梨酢を台湾へ）

鳥取県特産の高級品である二十世紀梨の認知度をフ
ルに利用して意匠登録を行い、世界で始めての果実酢でルに利用して意匠登録を行い、世界で始めての果実酢で
あり、葡萄、リンゴに続く第３の果実酢を目指す。

【 輸出量・輸出金額等 】

平成１８年からの取組であり、順調に推移。
台湾での販売風景

【輸出のきっかけ、経緯】

・ 「フードタイペイ２００７」に出品したことがきっかけとなり、国内商談会で認知されるなど、需要先
との ながりに至 た

【輸出によるプラスの効果等】

とのつながりに至った。

 

【輸 効果 】

・ 二十世紀梨栽培農家から規格外梨の新しい利用方法ができ、費用削
減になり大変喜ばれている。

・ 商流ルートを確立したため、他品目の輸出に取り組む基盤ができた。
写真

商流ル トを確立したため、他品目の輸出に取り組む基盤ができた。
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山口県 林兼産業（株） （魚肉ソーセージを香港へ）

地域資源の活用から生まれた、香港への魚肉ソーセージ輸出４５年。

輸出相手国の歴史の移り変わりとともに培われた、輸出事業への自
信と誇り。信 。

平成１９年の輸出生産数量は３３６トン。

香港では、日本の魚肉ソーセージ市場評価が「日本製品＝高品質・安

【輸出のきっかけ、経緯】

香港向け主力製品
香港では、日本の魚肉ソ セ ジ市場評価が 日本製品 高品質 安
全・安心」という顧客の支持に支えられており、輸出量は増加。

・ 昭和３８年に現地に事務所を開設したことと、当時、地元の下

関漁港が全国屈指の水揚量を誇っており、この地域資源を活用
することが原点となり輸出の取組が始まった。
・ 商品を多くの人に認知してもらうため 現地で開催される食品・ 商品を多くの人に認知してもらうため、現地で開催される食品

の大規模な展示会への参加や、消費者キャンペーンによる喚起、
雑誌への商品掲載等を実施した結果、魚肉ソーセージは子供向
けのおやつとして受入れられ定着している。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 中国返還後に安価な中国製品が市場に参入してきたが、日本

製品は「高品質・安全性」という面で消費者の支持が盛り返して

香港 Food Expo 2007

現地のスタッフと一緒に
ソ セ ジを販売製品は 高品質 安全性」という面で消費者の支持が盛り返して

きたことにより、輸出事業を行っていることに対する自信につな
がっている。

ソーセージを販売
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山口県 下関ふく輸出組合 （ふぐをニューヨークへ）

下関のふぐを、アメリカのフグ輸入組合を通じて、ニューヨークの日本
料理店へ輸出。

過酷な条件下で認められた輸出事業で 下関のふぐが初めて太平過酷な条件下で認められた輸出事業で、下関のふぐが初めて太平
洋を渡った。

平成１９年度の輸出量は約２トン

【輸出のきっかけ 苦労した点等】

平成１９年度の輸出量は約２トン。

限定数量の輸出で、年間の輸出量が決まっている。
水揚されたトラフグ

【輸出のきっかけ、苦労した点等】

・ ニューヨーク駐在の日本企業の人たちから、ふぐ刺しの話題があり、日本料理店のオーナーから
「ニューヨークでもふぐが食べれるようにしたい」という依頼があったのがきっかけ。
・ ニューヨークでは「フグ類輸入警告」が出されており 科学的な調査 実験などを繰り返して輸入

【輸出によるプラスの効果等】

ニュ ヨ クでは「フグ類輸入警告」が出されており、科学的な調査、実験などを繰り返して輸入
国側の条件をクリアすることが非常に困難であった。

・ ニューヨークで食べられる下関のふぐは日本料理店のみで、販売
量もごく僅かなため地域の活性化に直接つながるものではない。

・ しかし、輸出による下関ふぐの宣伝効果があったことと、ふぐを食
べるという日本文化の発信に役立 たと考えている

写真

べるという日本文化の発信に役立ったと考えている。

・ 欧州等への輸出はハードルが高いが、今後の課題。 輸出される一次加工品
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徳島県 徳島市漁業協同組合 （タチウオ等を韓国、香港へ）

平成７年から手長ダコを韓国に輸出。日本では需要のな
い小サイズのタチウオを平成１０年に追加し、チゲ鍋用とし
て韓国で好評て韓国で好評。
平成１９年から香港にイカを輸出。写真

平成１８年（タチウオのみ）

【販売戦略 工夫した点等】

平成１８年（タチウオのみ）
輸出量 約４トン、水揚げ金額に占める輸出比率は２６％サイズ分けされたタチウオ

【販売戦略、工夫した点等】

・出荷箱に組合員の番号を記入して責任の明確化を図ることでタチウオの品質に対するクレーム
に対応。
・タチウオの漁期には、漁協職員が組合員に対して品質管理指導を徹底。

【輸出によるプラスの効果 等】

タチウオの漁期には、漁協職員が組合員に対して品質管理指導を徹底。
・輸出開始時期に消費者ニーズを把握するため、青年部を中心とする組合員が現地視察。

【輸出によるプラスの効果 等】

・国内で値のつかなかった小サイズのタチウオが高値で輸
出でき、タチウオ漁家の収益が増加。

・輸出品の管理を徹底することで、輸出品目以外の水産物
写真

輸出品 管 を徹底する 、輸出品目以外 水産物
への品質・鮮度に対する意識が高まった。

タチウオの水揚げ風景
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徳島県 （株）河野メリクロン販売 （ランを中国へ）

国内外で数々の賞を受賞し、世界でも評価の高い品
種と栽培技術でつくられたラン（シンビジウム鉢花）を種と栽培技術でつくられたラン（シンビジウム鉢花）を
平成１５年から中国へ輸出。

高級ギフトに最適な商品として好評。

平成１９年の輸出量 ２ ４００鉢

【販売戦略 工夫した点等】

平成１９年の輸出量 ２,４００鉢

【販売戦略、工夫した点等】

・中国への出荷は、品質を維持するため、温度調整のあるコンテナを使うなど輸送体制を整備。
・世界のどこにもない美しい品種の作出をめざし、日々研究開発に励む。

【輸出によるプラスの効果 等】

・品質が良いことから、取引価格は、国内の約１．５倍で取引されており、生産者の収益が増加。良

・自分たちの栽培したランが、品質面で高い評価を受けたことにより、生産者の生産意欲が向上。
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香川県農業協同組合 三木集荷場 （イチゴを台湾、東南アジアへ）

平成１９年１月から三木町地域で生産されるいちご「女峰」を贈答用
高級果実として台湾とマレーシアへ輸出開始。
品質の良さと、酸味と甘味が合わさった濃厚さが好評。

平成１９年度 輸出量 約３トン

【輸出のきっかけ、経緯、販売戦略、工夫した点等】

・ 三木町地域のいちごは贈答用として首都圏でも評価が高かったこ
とから、 香川県や大阪市場の仲買業者からの働きかけがあり、これ
が輸出 き かけが輸出のきっかけ。
・ 品質を重視し、生産技術の向上による生産者間の品質格差の解消
や携帯メールを利用した出荷調整など安定出荷にも努めている。
・ また、移動中の品傷み防止のための専用容器の開発や包装作業また、移動中の品傷み防止のための専用容器の開発や包装作業
の省力化に取り組んでいる。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】

・ 輸出を始めたばかりなので、出荷量も少なく大幅な収益増
にはつながっていないが、販売ルートの拡大により、生産者
の生産意欲が高まった。

また 香川県産 ちごの 等も期待 き 今後の生産拡・ また、香川県産いちごのＰＲ等も期待でき、今後の生産拡
大に取り組む基盤が確立。
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香川県 三豊みかん共同撰果場 （温州みかんをカナダへ）

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】

・ オレンジの輸入自由化に伴い、安価なオレン

ジ類が輸入され 国産みかんの価格は不安定

平成４年から三豊みかん共同撰果場は、温州
みかんのカナダへの輸出を開始。

輸出みかんは、現地でクリスマスのプレゼント
食材として人気が高い ジ類が輸入され、国産みかんの価格は不安定

になった。

・ そこで、加工原料用の一部代替として、需給
調整を図ることが輸出のきっかけ。

平成１９年度 輸出量 ６６トン

食材として人気が高い。

・ 現地での外国産みかんとの価格競争は熾烈
であり、 高級志向の顧客向けに国産みかんの
ブランド化を進めている。

・ カナダでの販売を優位にするため 独自の・ カナダでの販売を優位にするため、 独自の
栽培指針や撰果基準により、 味の向上と品質
の均一化を図っている。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 生産者に「自分のみかんが海外にも行くとなると これ・ 生産者に「自分のみかんが海外にも行くとなると、 これ

まで以上に恥ずかしいものは作れません」という姿勢が感
じられるようになり、生産するみかん全体への品質向上に
つながった。

・ また、海外での評価の高さは、 今後の輸出促進の励み
となる。（台湾、シンガポール向け高級完熟みかん）

－54－



香川県 松田清松園 （盆栽を海外へ）

【輸出のきっかけ 等】

・ 香川県高松市（鬼無、国分寺
地区）の盆栽は戦前から国内
も有名 世界的 も生産地

高松市鬼無（きなし）町の松田清松園では、昭和50年頃から
台湾をはじめ韓国、アメリカ、EUへ盆栽の個人輸出に取り
組んでいる。
輸出は海外の愛好家に向けたもので 現地の販売業者 でも有名で、世界的にも生産地

として認識されている。
・ 海外での盆栽人気の高まり
から、 現地の販売業者による平成１９年度 輸出量 約３,５００本

輸出は海外の愛好家に向けたもので、現地の販売業者
からの直接買い付けにより行っている。

から、 現地の販売業者による
働きかけがきっかけ。
・ 盆栽の輸出は、樹種によって
輸入国側の植物検疫条件が異
なるため 国別 対応に苦慮

平成１９年度 輸出量 約３,５００本

なるため、国別の対応に苦慮
している。

【輸出によるプラスの効果と間接効果等】
・ 国内需要が低迷している中、 海外輸出は無限の可能性があると感
じている。じている。
・ また、輸送環境の向上、インターネットによる商品ＰＲ（画像での提
案）などで、まだまだ販路は伸びると考えている。
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高知県高知市農業協同組合 （グロリオサを上海へ）

オランダの国際品評会で最高位の金賞を受

賞したグロリオサ（切り花）を平成１６年から
上海へ輸出。
高級切り花として、贈答に用いられている。

平成19年度の輸出量 1 080本

【販売戦略、工夫した点等】

平成19年度の輸出量 1,080本

【販売戦略、 夫 点等】

・国際的な評価を高めるため、オランダの品評会等に出品し、国際的な評価を高めた。
・輸送費や流通ルートの研究に取り組み、市場の協力を得て輸送費の低減や流通ルートの
確保を実現、中国への販路を作った。

【輸出によるプラスの効果 等】

・国際品評会における金賞受賞（2002年）、日本農業賞受賞（2003年）、上海への輸出と、品
質への高い評価が得られたことで 産地の活性化につながった。質への高い評価が得られたことで、産地の活性化につながった。
・国内の花き流通業界における評価が高まり、知名度が向上した。
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九州沖縄農業経済推進機構 （九州産農産物をシンガポ－ルへ）

「九州は一つ」の理念のもと、連携し県域を越えた攻めの農業を実践するため、
九州・沖縄8県の農業団体からなる機構を、平成16年12月に設立。

九州・沖縄が連携した取組の一つとして、平成18年度より、シンガポ－ルにお
いて 「九州収穫祭」を開催。

ピ「九州産農産物」として強くアピールし、恒常的消費拡大を図る。

【販売戦略 工夫した点等】 「九州収穫祭」パンフ【販売戦略、工夫した点等】

・豊富な農産物の品揃えができる九州地域のイメージを「フードアイラ

ンド」として印象づけるとともに、九州産農産物の定着化、他地域との差

「九州収穫祭」パンフ

別化を図るために、フェア等で出品する九州産農産物に「九州統一シー

ル」を添付する取組を実施。

・同一国（シンガポ－ル）での継続的な販促活動「九州収穫祭」を毎年

九州統一シ－ル

同 国（シンガポ ル）での継続的な販促活動 九州収穫祭」を毎年

開催することで、九州農産物の認知度の向上、定番化に取り組む。

【輸出によるプラスの効果】

・海外での販促活動成果について産地に情報伝達を行うことで、産地

における意識の向上及び活性化が図れた。
シンガポ－ルでの「九州収穫祭」
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福岡県地域食品輸出振興協議会 （イチゴ｢あまおう｣の販路を拡大）

｢あかい｣ ｢まるい｣ ｢おおきい｣ ｢うまい｣の４つの単語の頭文字をとっ
て｢あまおう｣。

「大玉で食味がよい」のが特長で 高級果実としてアジアの富裕層「大玉で食味がよい」のが特長で、高級果実としてアジアの富裕層、
中間層の人気を獲得し、米国・ロシアでも好評を博す。

福岡県産農産物輸出の牽引役となっている。

【販売戦略、工夫した点等】

平成１８年度 輸出量 約５２トン。生産に占める輸出比率 約０.４％ （平成１９年度 輸出量は集計中）

・県産農産物の輸出用ブランドマーク（まる福マーク）を考案し、香港、台
湾、韓国、シンガポールで商標登録を取得。商品価値を高める取組を
展開。

・香港、台湾、シンガポール、タイを中心に、｢あまおう尽くし｣等の福岡
フェアを開催する等、県産農産物のＰＲならびに販売促進・定番化に取
り組む。

ＴＶショッピングでみかん販売
（台湾）

・平成１９年度は米国、ロシアへ販路を拡大。長距離輸送にも適した
パッケージの開発にも取り組んだ。

・輸出に積極的に取り組む産地を「輸出モデル産地」として指定。モデル
産地に海外バイヤ を招聘し 生産地視察 生産者との意見交換 商談産地に海外バイヤーを招聘し、生産地視察・生産者との意見交換・商談
等を実施。バイヤーと生産地の距離を縮め、指名買いにつなげることに
も取り組む。

八女茶を欧州・米国でＰＲ
（写真はドイツ）
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佐賀県農林水産物等輸出促進協議会 （ハウスみかんを台湾へ）

｢生産量日本一｣、｢高品質なジャパンブランド｣、｢ジューシー｣、｢音のここちよさ｣のコンセ
プトとオランダ語のかんきつ類等を示すポンスをモチーフに｢佐賀みかん Ｊ－ＰＯＮ｣と
ネーミング 佐賀県農林水産物等輸出促進協議会で独自ブランド名として開発ネ ミング。佐賀県農林水産物等輸出促進協議会で独自ブランド名として開発。

平成１9年度 輸出量 約３０トン（台湾）

【販売戦略、工夫した点等】

・台湾においてシェアが高い佐賀県産ハウス

佐賀みかん Ｊ－ＰＯＮ
ロゴマーク

みかんについて、他産地との差別化を図るた
めに、輸出用のネーミング、ブランドロゴを考
案。

・台湾での認知度向上と、購買者のリピーター
の獲得を推進。 併せて、台湾及び今後輸出

の拡大を図る中国、香港においても商標登
録を申請録を申請。

・平成１９年度に台湾の「太平洋そごう百貨店」
において、台湾のトップアイドルを起用したプ
ロモ シ ンを実施し 佐賀県産ハウスみか

佐賀県産農産物
ＰＲレセプション

（佐賀みかん Ｊ－ＰＯＮ）
ロモーションを実施し、佐賀県産ハウスみか
ん（佐賀みかん Ｊ－ＰＯＮ）をアピール。「佐賀みかん Ｊ－ＰＯＮ」

台湾プロモーション

（佐賀みかん Ｊ ＰＯＮ）
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長崎県松浦市水産物輸出入促進協議会 （松浦市の養殖魚を海外へ）

平成１６年度から地方卸売市場松浦魚市場に水揚げされるサバ・アジの中国向け
の輸出に取り組む。魚食普及を目的とした料理講習会等を開催しながら、ニーズを
的確に把握し、輸出実績は確実に伸張。

平成１８年度においては、松浦市で生産される養殖ハマチ等の輸出の可能性の調
査を開始。
平成１９年度からは 新たな輸出対象国として韓国を加え 可能性の検証を開始平成１９年度からは、新たな輸出対象国として韓国を加え、可能性の検証を開始。

【販売戦略 工夫した点等】【販売戦略、工夫した点等】

・地域漁業の活性化のため、攻めの漁業への転換の必要性を訴えて協議会を設立。相手

国での人脈づくり、現地マスコミへのＰＲ等に注力し、販促活動を効果的なものとした。

・魚価安にあえいでる養殖魚の販売戦略を探る目的として、トラフグについて韓国をタ－

ゲットとして、輸入の現状、市場価格、食文化、流通コスト等を調査（１９年度）。

・中国については、上海大型量販店においてハマチ等の養殖魚及びゴマサバ、タチウオ

の展示販売会を行い、採算ベースでの輸出の可能を探った（１９年度） 。
韓国での調査

【輸出によるプラスの効果等】

・中国、韓国における水産物の需要動向や流通事情等一定の知見が得られたことで、松

浦魚市場の相場対策、集荷戦略の構築及び松浦産養殖魚の販売戦略の一助となった。

協議会活動を通じて 中国 韓国との新たな ネクシ ンが確立し 新規商材の発掘やビ・協議会活動を通じて、中国、韓国との新たなコネクションが確立し、新規商材の発掘やビ

ジネスチャンスの可能性が広がった。

上海での展示即売会
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熊本県農畜産物輸出促進協議会

平成17年4月に熊本県農畜産物輸出促進協議会を設立し、農畜産物・食品加工品
などを中心に、展示･商談会や各種フェアへの出展、バイヤー招聘などの事業を実施。
平成18年度からは 水産品も加えて輸出促進に取り組んでいる平成18年度からは、水産品も加えて輸出促進に取り組んでいる。

平成１９年度 輸出実績 輸出量：４５.６トン、 輸出額：５３３６万円
ガポ主な輸出国 ： 香港、タイ、シンガポールほか

主な輸出品目：イチゴ（ひのしずく等）、アールスメロン、温州ミカン、トマト、甘藷等の青
果類や農産加工品、水産品など

【販売戦略・工夫した点等】

・輸出用ブランドマークを作成し、香港、台湾、中国、タイ、シンガ輸出用ブランドマ クを作成し、香港、台湾、中国、タイ、シンガ

ポールで商標登録を取得（申請中）。輸出重点品目については、農

畜産物用パンフレット（日本語、英語、中国語）、加工品パンフレット

（英語 中国語）及び品目ごとにレシピ（英語版・中国版）を作成。

輸出用ブランドマ－ク

（英語、中国語）及び品目ごとにレシピ（英語版 中国版）を作成。

・輸出国先の多様なニーズに対応するため、県内の食品加工業界
等とも連携。また、バイヤー等の輸出関係者を招聘し、産地の視察
や商談等を実施。

｢日本食品フェア2007」風景（タイ） －61－



熊本県 ＪＡたまな （ミカンを台湾へ、イチゴを香港へ）

平成１６年度よりミカンの輸出を開始。「甘い」「おいしい」と評価されて、継続的な取
組に。現在、イチゴの輸出も順調に拡大している。

所得の向上を基本として組織の活性化、モラルアップ、国際化、品質管理体制の強
化が目的。また、メディアに注目されることにより、国内市場向け宣伝効果にも期待。

平成１９年度 輸出量 台湾向けミカン １８ トン、香港向けイチゴ １１ トン
生産に占める輸出比率 ミカン ０.１%、イチゴ ０.３% 

【販売戦略、工夫した点等】

・品質、出荷形態、食味など現地のニーズを踏まえた商品研究と改良。

ゴ 「 ず プ・香港でのイチゴフェアにおいて、「ひのしずく」の認知度アップのため、

街頭電光掲示板の設置やフリーペーパーへ広告掲載を行うなど広報

活動を積極的に展開。

・産地、国内バイヤー、現地バイヤーの三者が一体となった情報交換

をきめ細かに行いながら輸出体制の連携を強化。

※写真は、香港での街頭電光掲示板と西田百貨でのイチゴフェアの風景
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大分県 ブランドおおいた輸出促進協議会 （新高梨を台湾へ）

果樹の国内消費が伸び悩む中、経済成長が著しい東アジアへの輸出を行うことで、

国際的視野に立った販売拡大や有利販売につなげるとともに、生産者の所得向上や

地域活性化を図る とを目的に 平成 ６年６月 産地 流通関係者 県などが 体と地域活性化を図ることを目的に、平成１６年６月、産地、流通関係者、県などが一体と

なって協議会を設立。

日田市は 九州でも有数の梨産地。ＪＡ大分ひたは 光センサーを使った最新の選日田市は、九州でも有数の梨産地。ＪＡ大分ひたは、光センサ を使った最新の選

果技術で１個ずつ糖度や熟度を正確にチェック。品質のばらつきがなく、国内外を問

わず市場や消費者の高い信頼を得ている。

平成1９年 輸出量 １６３トン 生産に占める輸出の割合 約３％

【販売戦略、工夫した点等】

・中華圏の需要期は、中秋節や春節の贈答期に集中しており、この時期
に対応できるよう、産地と一体となって出荷体制を整えるとともに、日本園エア－吹きつけによる選果

芸農業協同組合連合会など日本の輸出窓口や、台湾の果実輸入業者な
どへの働きかけを行った。

・この結果、台湾への輸出量は、これまで40トン程度で推移してきたが、
平成18年度に大幅ア プし127トン 平成19年度はさらに拡大し163トンと

ア 吹きつけによる選果

平成18年度に大幅アップし127トン、平成19年度はさらに拡大し163トンと
なり、生産者の輸出気運は高まってきている。

抽出による植物防疫検査 －63－



宮崎県森林組合連合会 （スギ製材品等を中国、韓国へ）

「宮崎スギ」を健康的で環境にやさしい高級品としてブランド化。

海外での宮崎県産材需要拡大を目指し、平成14年度から中国への海外輸出促進海外での宮崎県産材需要拡大を目指し、平成14年度から中国 の海外輸出促進

に取り組み、これまでに原木のほか、マンションや福祉施設の内装材、住宅用のプレ
カット材等を中心とした製材品を輸出。

近年では 新たに韓国での市場開拓を目指し 原木の輸出等を実施近年では、新たに韓国での市場開拓を目指し、原木の輸出等を実施。

平成１９年度輸出量 中国向け スギ丸太２５m3、内装４件
韓 向 ギ

【販売戦略、工夫した点等】

韓国向け スギ、ヒノキ丸太１,１００m3

・中国において、県産スギ材の商標を登録し、ブランド化。

・住宅の設計プランを掲載したカタログを作成し、スギを

た木造住宅 良さを利用した木造住宅の良さをPR。

・現地の関連業者で構成する組織を立ち上げるとともに、

販売拠点等を整備。また、現地での展示・商談会等を実

輸出船への積込み

販売拠点等を整備。また、現地での展示 商談会等を実

施。
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鹿児島県特産品協会 （県産農水産物等を香港、上海へ）

鹿児島県特産品協会は、平成元年から香港、米国（ロサンゼルス）でのアンテナ
ショップ設置等を通じた県産品の海外販路開拓に取り組んでいる。

この結果 鹿児島県産のサツマイモ カボチャが香港に 茶が香港 ドイツ等に 牛この結果、鹿児島県産のサツマイモ・カボチャが香港に、茶が香港・ドイツ等に、牛
肉が香港・アメリカに、黒豚が香港に、ブリやカンパチが北米・香港などに広く輸出さ
れるようになった。

また さつま揚げや焼酎等加工食品がアメリカのほか 香港 上海等に輸出されてまた、さつま揚げや焼酎等加工食品がアメリカのほか、香港、上海等に輸出されて
おり、今後も海外市場における県産品の知名度向上と販路拡大に取り組むこととし
ている。

【販売戦略、工夫した点等】

・輸出量の増大と新規有望品目を選定するため、消費者嗜好の把握や価格の店頭
調査を実施（香港 上海）調査を実施（香港、上海）
・知名度をアップさせるための鹿児島フェアの開催（香港）
・量販店バイヤーや小売・飲食店関係者との商談会及び意見交換会の開催（香港）
・海外量販店バイヤーの招聘と、産地商談会、セミナーの開催（鹿児島）
・日本食レストランなどを対象にした商談会等の開催（香港 上海）

香港におけるフェア

・日本食レストランなどを対象にした商談会等の開催（香港、上海）
・消費者が好む販売形態や価格の店頭調査（上海）
・県産水産物・加工食品をＰＲするための試食会の実施（上海）

【輸出によるプラスの効果】写真

・鹿児島県からの輸出品目（かごしま黒豚、ブリ、カツオ等）の定着と増大。

バイヤー招聘による商談会
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鹿児島県 東町漁業協同組合 （養殖ブリを米国､台湾､香港､ＥＵへ）

養殖ブリのラウンドやフィレを、和食レストラン等の寿司ネタ、刺身商材として輸出。

肉質だけでなく、安全性、鮮度保持性、おいしさ、栄養性など総合的によいものとし
て提供。

平成10年 加工場ＨＡＣＣＰ認証
平成15年 対ＥＵ水産物輸出施設認定
平成16年 かごしまのさかなづくり推進協議会が「かごしまのさかな」ブラ

ンドとして認定

【販売戦略 工夫した点等】

平成１８年 輸出量 ７１３トン、生産に占める輸出割合 約１０％

【販売戦略、工夫した点等】

・海外のシーフードショー、食品見本市などに出店しＰＲ。

・平成１７年に、オリジナル飼料を開発。稚魚から出荷まで一貫生産を行東町漁協高付加価値工場施設

い、種苗いけすや餌、病気の管理等、品質管理を徹底している。

【輸出によるプラスの効果】

加工場がＨＡＣＣＰ認定を受けているため 国内向け加工品についても・加工場がＨＡＣＣＰ認定を受けているため、国内向け加工品についても

徹底した衛生管理を行っており、国内外の市場から信頼を得ている。

アメリカ向けブリフィレ －66－



沖縄県漁業協同組合連合会等 （モズクを中国等へ）

国内生産の９割以上を占める県産モズクを中国、香港、ハワイ等へ輸出。

中国では健康食材としての認知度が向上し、量販店や業務店での取引拡大中国では健康食材としての認知度が向上し、量販店や業務店での取引拡大
が期待される。

【輸出のきっかけ 販売戦略 苦労した点及び解決法】

輸出量 平成１８年度 ９.５トン→ １９年度 １６.４トン

【輸出のきっかけ、販売戦略、苦労した点及び解決法】

・平成７年度、モズクの豊作時の対策として沖縄県漁連が香港
で小規模の販売活動を実施したことが始まり。

・中国の国際博覧会等への出展や 量販店での試食等により・中国の国際博覧会等への出展や、量販店での試食等により
認知度の向上及び販売先の確保に取り組んでいる。

・国際情勢の変化などによって輸出量が落ち込むことがあった
が、継続した販促活動によって輸出が回復。

香港量販店での店頭販売

【輸出によるプラスの効果】
・モズクを輸出したいという県内の事業者が増加している

が、継続した販促活動によって輸出が回復。

写真

・モズクを輸出したいという県内の事業者が増加している。

試食料理（モズクサラダ）
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沖縄県 （資）瀬底養鶏場、（株）沖縄県物産公社 （鶏卵をシンガポールへ）

（株）沖縄県物産公社が（資）瀬底養鶏場で生産された鶏卵を空輸
（沖縄→関空→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）し、現地日系量販店への販売を行っている。
出荷３日後には現地店頭での販売が可能となるため、生食でも安心

輸出用の鶏卵と梱包状態

して食べられる卵として、主に現地日本人向けに展開している。

○輸出量の推移 ○輸出金額の推移
※H16年度は鳥H15年度 9,142kg

H16年度 0※
H17年度 4,299kg
H18年度 4,775kg

H15年度 7,013千円
H16年度 0※
H17年度 3,494千円
H18年度 3,915千円

※H16年度は鳥
インフルエンザ
の影響により輸
出停止。

【販売戦略、工夫した点等】
○定期的なフェア等により販売ルートを確保
(株)沖縄県物産公社はシンガポールで定期的に沖縄フェアを開催する等により販売ルートを確保

, g ,

(株)沖縄県物産公社はシンガポ ルで定期的に沖縄フェアを開催する等により販売ル トを確保。
○高付加価値化、ブランド化の取組

航空輸送により鮮度を保持し、生食でも安心して食べられる鶏卵として地元産との差別化を図って
いる。

【輸出によるプラスの効果等】
○国内相場に左右されない安定的な価格での取引先を確保。
（店頭販売価格 約500円/L6パック うち生産者手取り 約100円）

現地量販店での販売状況

（店頭販売価格 約500円/L6パック、うち生産者手取り 約100円）

○新たな取引先の開拓、沖縄県産品のＰＲにつながった。
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ＪＡ全農ミートフーズ（株） （和牛（肉）を北米、香港、カナダへ）

平成２年以降、米国向けに和牛（肉）を輸出。その後、検疫の問題で米国への輸出が
停止されたが、平成１７年１２月の日米政府間の合意により再び輸出が可能になり、輸
出を再開出を再開。

輸出再開後、米国内の好景気や日本食ブームの影響から、和牛に対するマーケット
のニーズは大きく、輸出実績がのびている。

成 年 香港 ダ 輸 も 組平成１９年からは香港、カナダへの輸出にも取り組んでいる。

輸出量 ： 平成１８年 約２３.７トン 平成１９年 約９６.３トン

【販売戦略、工夫した点等】
・ 米国内では、和牛（黒毛和種）と現地の肉用牛（アンガス種など）を交配し

て生産した牛肉（肉質等級２～３等級程度）が「Ｋｏｂｅスタイルビーフ」としてて生産した牛肉（肉質等級２ ３等級程度）が「Ｋｏｂｅスタイルビ フ」として
流通。日本の和牛（肉）がそれらの牛肉と明らかに違うものと位置づけるた
め、４～５等級のグレードに限定して輸出。
（肉質等級：牛肉は肉質により１～５等級にランクづけられ、５等級が最上級品）

・ 平成１９年３月にニューヨークで行われた展示会（International 
Restaurant ＆ Foodservice Show of New York ）に出展。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 一部の産地においては、自分たちの肥育した牛が高品質商品として輸出
されていることに喜びを感じ、生産意欲の向上につながっている。

展示会での展示
（ニューヨーク）
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（株）サングローブフード （日本農産物をタイ、シンガポール、ＵＡＥ等へ）

（株）サングローブフードは、昭和52年に青果物の輸入会社として設
立。平成15年から中国等へ果物の輸出を開始。
19年度農林水産省委託事業により 海外高級百貨店等に常設店19年度農林水産省委託事業により、海外高級百貨店等に常設店
舗を開設し（バンコク３店舗、ドバイ２店舗）、果物を中心に海外の富
裕層に向けて販売・ＰＲ。

海外常設店舗 陳列状況

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】
・果物の輸入先の海外バイヤーから、日本の高品質な果物の引き合いがあり輸出を開始。

・17年からは タイ等の在留邦人向けに野菜（長いも他）を輸出 その後現地消費者の購入も増加

海外常設店舗での陳列状況

・17年からは、タイ等の在留邦人向けに野菜（長いも他）を輸出。その後現地消費者の購入も増加。

・農産物の荷傷み防止のため、段ボールの波形内装を２層化し、強度や冷蔵コンテナでの耐湿性を

確保する など、輸出に適した梱包資材を開発 。

海外の販売では 試食を通して他国産・海外の販売では、試食を通して他国産
との品質の違いを体感してもらうほか、
店頭で日本産果実がなぜ品質が高い
（安全・安心、おいしい）のかを丁寧に説

写真

【輸出によるプラス効果等】

（安全 安心、お し ）の を丁寧 説
明しながら販売を行っている。

【輸出によるプラス効果等】

・輸出を行うことにより、企業知名度が向上。
海外常設店舗での陳列状況右：輸出に使用する段ボール

左：一般的な段ボール
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全国果実輸出振興対策協議会 （日本産果実を 世界各国へ）

国産果実を戦略的かつ継続的・安定的に輸出拡大するため、補助金を活用し、見本市などへの
参加を通して、日本産果実の高品質性をＰＲするとともに、輸出先国のバイヤーを日本に招き、日
本の気候風土や果樹産地の様子を実際に感じてもらうなど、輸出振興に取り組んでいる。

また、輸出先国の植物検疫条件への対応強化をめざし、全国の産地が協力して生産地検査等を
実施している。

主な輸出実績
りんご（台湾） ： ２万６千トン
温州みかん（カナダ アメリカ） ： ４千６百トン温州みかん（カナダ、アメリカ） ： ４千６百トン
なし（台湾） ： ２千１百トン など

（Ｈ１９年貿易統計より）

【販売戦略、工夫した点等】
・海外での食品見本市などに参加し 日本産果実をＰＲ

チェンマイ国際園芸博覧会（2006年11月）

・海外での食品見本市などに参加し、日本産果実をＰＲ。
・協議会統一のポスター、扇子、のぼりなどを作成し、日本産果
実の統一的な販売促進活動を実施。
・果実輸出に必要な園地調査等の会員間協力による円滑な実施。

輸 プ【輸出によるプラスの効果】
・国内果実産地の販路拡大。
・生産意欲の増大。 日本食品フェア（2007年12月、バンコク）
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（財）世界緑茶協会 （日本茶を 世界各国へ）

世界的な健康志向の中で、緑茶の効能に対する関心が高まっていることから、日本
茶の品質の高さと安全性をアピール。

補助金を活用し 日本の象徴的な文化である茶道等を付加価値として関連づけ 和補助金を活用し、日本の象徴的な文化である茶道等を付加価値として関連づけ、和
服での呈茶、茶会の開催など雰囲気づくりを組み合わせたイベントを企画。

緑茶の輸出実績

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成19年
283ﾄﾝ 461ﾄﾝ 684ﾄﾝ 1,096ﾄﾝ 1,625ﾄﾝ

・ 輸出研究会、セミナーを開催し、世界的な緑茶の動向や具体的な輸
出手法について研究。

, ,

世界緑茶会議

・ 世界９か国・地域の茶業団体による「世界緑茶会議」を開催し、緑茶
の消費拡大等について検討。

・ 海外のバイヤーなどを日本茶生産現場への招聘し、生産工程やト

世界緑茶会議

海 本 産 場 招聘 、 産 程
レーサビリティのシステムを紹介。

・ 日本茶の生産技術レベルをアピールするため「世界緑茶コンテスト」
を開催。

・ ハワイの量販店やフランスのシャトー及び和菓子店で、日本茶をＰ
Ｒするイベントを開催。

フランスのシャトーでの茶会
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全国農業協同組合連合会 （日本産米を 中国等へ）

平成１９年６月の中国への米輸出解禁後 第２便（１００トン）の米輸出に対して 中国平成１９年６月の中国への米輸出解禁後、第２便（１００トン）の米輸出に対して、中国
国内での日本産米の認知度をさらに高め、日本産米の｢安心・安全｣を浸透させるため
に、幅広い広報活動と販売促進活動を実施。

①新聞を利用した販売促進活動
平成20年１月24日、２月18日
・北京青年報：60万部，上海新民晩報：108万部

②日本産米説明チラシの配布 1 000部

②第１便の販売店舗でのイベントの実施
北京：平成20年２月23日・・・イトーヨーカ堂

平成20年２月24日・・・太平洋百貨店
上海：平成20年３月１日 ・・・久光百貨店②日本産米説明チラシの配布：1,000部 上海：平成20年３月１日 久光百貨店

★調理法の実演とご飯料理のレシピの紹介および
アンケートの実施

【ＪＡ－ＲＩＣＥの販売実績（２０年２月現在） 単位：精米㌧】

相手国
１６年
度

１７年
度

１８年
度

１９年
度

累計

○今回のプロモーションは、日本産米の購入目的を贈答用だけ
ではなく、購買者自身の消費を促すことを主たる目的と したが、

シンガポール １８ ４２ ４０ ３１ １３２

タイ ３ ６ － － ９

香港 － ３２ ３１ ４７ １１０
ではなく、購買者自身の消費を促すことを主たる目的と したが、

購買者の反応およびアンケート結果から見ると、今回の宣伝販
売は、日本産米を浸透させるのに効果的であった。

台湾 １７ １３ ４ － ３４

中国 － － － ４４ ４４

計 ３８ ９４ ７５ １２２ ３２９
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ＦＡＪ輸出促進協議会 （植木、花きを 中国、欧州へ）

花き、蘭鉢、植木の輸出に取り組む団体として19年度
に発足。調査活動をもとに販売を手がける。19年度は、
2月にドイツで開催されたＩＰＭエ センに展示 商談を2月にドイツで開催されたＩＰＭエッセンに展示、商談を
行う。

世界最大の園芸博に日本としては初めてのパビリオン。
そこで高い評価を受け、多くの来場者と商談を受けて次そこで高い評価を受け、多くの来場者と商談を受けて次
年度に営業を継続。

展示会での商談 輸出量 19年度 約1280万円

【販売戦略、プラス効果等】

・植木は中国への輸出が主体で取り組んでいたが、欧州マ－
ケ ト 目を向ける機会を作 た

展 商談 輸出量 19年度 約1280万円

ケットへ目を向ける機会を作った。

・欧州マーケットで業界関係者が多い園芸博で展示でき、多く
のバイヤーと知り合うきっかけを作った。

・日本の高級洋蘭の鉢物に対する高い評価を欧州で得られ、
商談につながった。

・20年の輸出活動を計画する上で貴重な機会を得た。20年の輸出活動を計画する上で貴重な機会を得た。

・蘭も植木も中国以外にも販路を広げる販売戦略を実行中。
注目された日本産花き
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日本木材輸出振興協議会 （丸太、木製品等を 中国、韓国へ）

日本の木材輸出のポテンシャルの高さを生かし、中国及び韓国への丸太、木製品、木
造住宅の輸出を、ビジネスレベルに高めるための取組。

・ 北京において「中国建設部未来の家プロ

ジェクト」の日本モデルハウスを活用して

・ ソウルにおいて、住宅購入希望ユーザー、

建築士等を対象に講演・講習会を開催しジェクト」の日本モデルハウスを活用して、
都市開発プロジェクト関係者、メディア関係
者等に日本の軸組木造住宅の見学会・意
見交換会を開催。

建築士等を対象に講演 講習会を開催し、
日本木造住宅が人と環境に優しいすぐれ
た住宅であることをＰＲするとともに、韓国
内に建設した事例（１０数棟）を紹介。

・ 上海において建築・設計士等を対象として、

木造軸組工法体験研修会を実施し、迅速・
容易な施工性や安全性を備えていることを
ＰＲ

・ 伐採現場、製材工場、住宅建設現場等の

視察と意見交換を行い、日本の木材加工
技術、木造建築技術等をＰＲ。

ＰＲ。

木造軸組工法の体験研修会（上海） プレカット製品出荷の視察（鹿児島市）
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