
【輸出のきっかけ】
・ 平成20年に県が台湾で開催した現地バイヤーとの商談会やFOOD TAIPEI（台北国際食品見本市）
への出展を経て、同年９月から業務用及び店舗販売向けのゆず調味料等を台湾に輸出開始。
・ その後、独自の商談を行い、オーストラリア、インドネシアにも輸出を開始するなど、販路の拡大に
努めている。

砺波市庄川特産の「ゆず」をジュースや調味料等に加工し、
オーストラリア、台湾、インドネシアに輸出。

【輸出数量】 平成22年度 平成23年度
ゆずジュース・ゆず果汁 984 本 1,692 本
ゆず調味料（120ml入り） 1,260 本 3,282 本
その他、醤油、味噌、にんにくソース等を輸出

ゆず調味料、ゆずジュース

【販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
国際味覚審査機構主催の「優秀味覚賞」に積極的に出品し、商品の品

質に対する客観的評価を得ることにより、商品の差別化やブランド力向上
に努めている。

平成21年：「ゆず調味料」が１つ星受賞
平成22年：「ゆずジュース」「昆布醤油」が２つ星受賞

砺波市庄川特産の「ゆず」

富山県 トナミ醤油（株）
（ゆずジュース、ゆず調味料等をオーストラリア、台湾、インドネシアへ）

【出展した国際見本市】FOOD TAIPEI



【輸出のきっかけ ⇒ 間伐材の放置など林地荒廃を再生・活性化】
商品価値の低い間伐材・端材を中国で加工し商品化。

【苦労した点 ⇒ ビジネスモデルの確立・展開】
集成材加工技術の現地指導、抜き打ち検査による品質保持。

【工夫した点 ⇒ 逆輸入集成材に品質保証制度を導入】
住宅建材10年保証付与による逆輸入集成材の販路拡大。
→ 集成材の加工材料である間伐材等の輸出量増加

輸出量（対中国） 平成21年度 平成23年度
約 700m3 約1,000m3

【ウェブサイト】 http://www.kagamoku.co.jp/

県内森林組合で切り出された間伐材

中国提携工場で加工した集成材

石川県 加賀木材株式会社
（県産杉間伐材・端材、能登ヒバ端材を中国へ、県産杉丸太をインドネシアへ）

県内森林組合で切り出された県産杉間伐材を平成16年から中
国へ輸出開始。提携工場で構造用及び造作用集成材に加工し逆
輸入。現在は製材後の端材も輸出。

また、FSC（森林管理協議会）認証取得企業として、平成22年に
インドネシアへ県産杉丸太を輸出。→丸太はインドネシアで製材さ
れ、欧州にてFSCマーク付きの家具部材として使用。

【輸出によるメリット等 ⇒ 木材の地産地消】
県内工務店の協力による地域材利用住宅の施工促進。



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 海外の百貨店等において物産展を開催し、県産食品の継続的取引を拡大。
・ あらかじめ現地百貨店等の商品バイヤーから現地の消費者ニーズを聞き取り、ニーズに対応できる商品を選定・
提案。

平成17年度から香港、台湾に福井米・すいかの輸出を開始。
平成23年度に県、ジェトロ福井、JA中央会、JA経済連、商工

会議所連合会、商工会連合会、県漁連で構成する『福井県食品
輸出促進協議会』を設立し、輸出品目を従来の農産物中心から
加工食品に大きく拡大。

【平成23年度輸出実績】
福井米：22.8トン 加工食品：51品目
（輸出相手国・地域）香港、台湾、タイ、シンガポール

【ウェブサイト】 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/furusato/export.html
【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】

平成23年度輸出倍増サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策）
【出展した国際見本市】2011高雄食品見本市（台湾）

現地スーパーでの販売促進
イベントの様子

【平成23年度の新たな取組】
・ 米やすいか等の農産物等中心の輸出から、日本酒や味噌等の加工食品を含む県
産食品全般に品目を拡大。
・ 台湾の食品見本市に出展し、新たな販路開拓を推進。

台湾の食品見本市へ出展

福井県食品輸出促進協議会 （福井米、加工食品等を香港、台湾等へ）



岐阜県農林水産物輸出促進協議会では、平成16年度から香港への輸出を開始、21
年度からタイ、シンガポールへと輸出先を拡大し、富有柿、飛騨牛を中心とした県産農産
物の輸出拡大を図っている。23年度までの実績では、富有柿は香港を中心にタイ、シン
ガポールで約75ｔ、飛騨牛は香港、シンガポールを中心に約3.2ｔとなっている。取扱店舗
も順調に増えており、更なる輸出拡大が期待される。

【販売戦略、工夫した点等】
民間団体と県が連携して、岐阜県の観光・食・モノを一体的に売り込む

「飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェクト」を展開し、知事トップセール等による
知名度向上や販路の開拓を図っている。

【今後の展開】
富有柿、飛騨牛の販売定着・拡大を目指し、香港、タイ、シンガポールでの

継続的な販売促進活動を展開する。
また、アセアン地域において新たな輸出先国の拡大を検討する。

【出展した国際見本市等】
2011年 レストラン＆バー香港、Taste of JAPAN（シンガポール） 他

■富有柿の輸出実績
輸出先 ： 香港(平成16年度～)、タイ・シンガポール(平成21年度～)
輸出量 ： 平成16年度 0.5t → 平成23年度 4.9t

■飛騨牛の輸出実績
輸出先 ： 香港(平成20年度～)、シンガポール(平成21年度～)、

タイ (平成21年度)、マカオ(平成22年度)  
輸出量 ： 平成20年度 0.3t → 平成23年度 1.1t

タイでの富有柿PR（平成24年2月）

シンガポールでの飛騨牛フェア（平成24年2月）

岐阜県農林水産物輸出促進協議会 （富有柿、飛騨牛を香港、タイ、シンガポールへ）



岐阜県 天領酒造 （株） （純米吟醸酒をアメリカ、香港、中国等へ）

1680年創業の老舗酒造メーカーで、地酒「天領」は2007年（平成
19年）から４年連続で全国新酒鑑評会の金賞を受賞している。

また、海外市場開拓にも力を入れ、これまでアメリカをはじめ、中
国（北京、上海）にも平成20年秋より取引を開始。21年春からロシア

への輸出を開始し、清酒の国内市場が縮小傾向にある中、将来的に
大きな市場となる海外市場への輸出拡大を目指している。

平成22年度は、農林水産省の補助事業を活用し、ロシアで日本酒
のPRに努めた。

【販売戦略、工夫した点等】

吟醸酒を輸出することから、高級感のある商品のデザインと、

パンフレットやPOP等を英語表記とし、パンフレットに清酒の製造

工程を記すなどの工夫をし、「天領の酒」をPRした。

【輸出によるプラス効果等】

・ 輸出により、新しい販路先の開拓ができた。

・ 平成20年にロシアで行われた現地コンペで最高位の金賞を受

賞するなど、海外での評価が国内販売に好影響をもたらした。

【活用した国等の補助事業】

平成22年度海外ビジネスネットワーク構築事業(販売拠点構築事業)

【ウェブサイト】 http://www.tenryou.com/

（純米吟醸酒天領飛騨ほまれ）

（平成22年8月にロシアで開催されたアンテナショップ
オープニングセレモニーの様子）

輸出先 ：アメリカ、香港、中国など



全国有数の農業地域である東三河地域の「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及び
アールスメロンを香港向けに輸出している。

平成23年度は、原発事故による風評被害の影響を受ける中、豊橋市長・田原市長な
どによるトップセールスを行い、安全・安心な農産物のPRに努めた。

愛知県 豊橋田原広域農業推進会議 （次郎柿、アールスメロンを香港へ）

【販売戦略、工夫した点等】
国内消費量及び販売価格の低迷を受け、平成16年度に地域のＪＡ等による輸

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。海外見本市への出展や現地におけ
る試食販売などを継続して実施している。

【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。

【出展した国際見本市等】
FOOD TAIPEI 2009 他

【ウェブサイト】 http://www.toyohashi-tahara.jp/

【柿及びメロンの輸出量（推進会議取扱数量調べ）】

次郎柿： 平成21年度 1.2 ｔ →平成22年度 2.4 ｔ →平成23年度 1.0 ｔ
アールスメロン：平成21年度 2.8 ｔ →平成22年度 3.5 ｔ →平成23年度 2.8 ｔ

香港でのメロン販売

田原市長による店頭での試食販売



愛知県 （株）平松食品 （つくだ煮を台湾、アメリカ、香港等へ）

平松食品は、1922年（大正11年）の創業で、あゆ・いわしの甘露煮やさんま蒲焼など、魚

介の甘露煮等を得意とするつくだ煮メーカー。伝承の技法に加え、品質マネジメントシステ
ムISO9001、食品安全マネジメントシステムISO22000を認証取得し、高品質で安全なつくだ

煮づくりに努めている。
海外マーケットにつくだ煮を発信する取組として、モンドセレクションへの出品（８年連続金

賞以上受賞）、アジア・北米での展示会及び催事活動に積極的に取り組み、販路開拓ととも
に、海外での評価に基づいた商品開発を行い、その成果を国内マーケットに還元している。

【販売戦略、工夫した点等】

・ ニューヨークのトップ・シェフ（TOP CHEF）達に、つくだ煮を使ったメニュー作りを依頼する
とともにインタビューを行い、つくだ煮の活用方法をヒアリングし、その模様とレシピを英文
ニュースレターにして、日米の食品関係者約500名余に配信した。
・ 香港そごう等での催事活動を通じ、販売実績を的確に上げることにより、定番導入を実現
している。

【輸出によるプラスの効果等】

・ 海外事業の反応やシェフ達からの提案で、オリーブオイルやトマトソースなどと組み合わ
せた新しいスタイルのつくだ煮を開発し、国内外にて発売を行っている。
・ 愛知県内の輸出志向を持つ食品企業等18社と共同して販路開拓を行う 「愛知県食品輸

出研究会」を設立し、総合的な輸出展開を行える組織を結成 した。

【ウェブサイト】 http://www.bisyoku.com/
【出展した国際見本市等】

・ FOOD TAIPEI 2012、FOOD EXPO 2012 他

香港での販促活動

輸出先 ： 台湾、アメリカ、香港、中国（上海）

試食会の様子



愛知県 豊田市農産物ブランド化推進協議会
（ 梨・桃・シンビジウムを香港、タイ、シンガポールへ）

豊田市、JA、関係者団体等が主体となり、「豊田市農産物ブランド化推進協議会」

を平成元年に設立。市内の農林水産物の消費拡大、地産地食に取り組むとともに、
海外での販売促進活動や見本市への出展等の輸出に向けた取組に対し、積極的な
支援を行っている。

現在は、JAあいち豊田の梨や桃の輸出、豊田洋らん研究会のシンビジウムの輸
出の取組に対して、平成20年度から継続的に支援を行っている。

○ JAあいち豊田：梨、桃 （輸出先：香港、タイ）

・ 海外での試食会などの店頭プロモーションを通して、販売強化に取り組んだ。

【平成23年度の輸出量 】145 鉢 (140鉢) 
※ カッコ内は、平成22年度輸出量。

【平成23年度輸出量】
梨：愛宕 2.4 ｔ (0.1t)

あきづき 1.2 ｔ (1.5t)
桃：ゴールデンピーチ 2.7 ｔ (0.8t)

日川白鳳 サンプル出荷
※ カッコ内は、平成22年度輸出量。

○ 豊田洋らん研究会：シンビジウム （輸出先：香港、シンガポール）

・ 香港及びシンガポールで開催された日本産花きの見本市に出品し、PRした。

※ 愛知県は、日本一のジャンボ梨の愛称で親しまれている『愛宕梨』の産地。23年度、豊田市内

で生産された梨が2.948kgという世界一の重い梨として、ギネスワールドレコードに登録された。

写真左：世界一の愛宕梨

写真下：香港見本市



愛知県 愛知豊明花き流通協同組合 （花き鉢物を香港、シンガポール等へ）

愛知豊明花き流通協同組合は、日本一の花き生産県である愛知県に所在する卸売市場の開設者
である。

輸出の取組では、卸売市場の特性を活かし、県内はもちろん、日本中で生産された200アイテムを

超える高品質な花き鉢物の洋ランや鉢花、観葉植物を世界各国に紹介し、各国の市場における販路
開拓の可能性を探求している。

平成23年度は、輸出倍増サポート事業を活用し、香港・シンガポール向けに輸出アイテム拡大のた
めの試験輸送を実施したほか、香港からバイヤーを招へいし、国内での商談会・産地PRを実施した。

【販売戦略、工夫した点等】
これまで洋ランのみしか実績のなかった花き鉢物について、洋ラン以外の鉢花や

観葉植物などへ輸出アイテムの拡大を図り、また、旧正月時期に偏っていた輸出時
期を年間を通して輸出できるようにするために、複数回の試験輸送や現地でのプロ
モーションを実施した。

【輸出によるプラスの効果等】
上記の販売戦略に従って各種取組を実施した結果、出荷実績を大きく伸ばすこと

ができた。これまで全く輸出したことのなかった様々な花き鉢物が、試験輸送やプロ
モーションを実施することにより、輸出実績を伸ばすことができるようになった。

【活用したことのある国等の補助事業】
平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策) 他

【ウェブサイト】 http://www.toyoake.or.jp/

洋ラン鉢物（シンビジウム等）
輸出量：平成22年度 722 鉢 →平成23年度 2,332 鉢
（香港・シンガポール向けのみ）

香港で実施した展示会

シンガポールで実施したワークショップ



愛知県 （株） あいや （抹茶・緑茶を世界各国へ）

日本有数の抹茶の生産地で知られる愛知県西尾市に本社を置く、抹茶のトップメー

カーである。早くから食品分野に進出し、大量即納体制を展開してきた。抹茶、緑茶全
般の輸出にも積極的に取り組んでいる。

輸出のきっかけは、自社が抹茶の輸出先開拓のための市場調査を行っていた際、

欧米でフレーバーティーが好んで飲まれていることを目のあたりにしたことから、抹茶も
欧米市場で受け入れられるのでないかと考え、いち早く市場に参入したことによって、
現在では世界各国へ広まっている。

（グリーミナルOM（退色防止抹茶）

（海外展示会の様子）

【販売先で工夫された点】
欧米ではオーガニック茶の需要が多いため、それに対応す

べく、欧米向けのオーガニック抹茶を栽培し、抹茶業界で初め
て欧米それぞれの有機栽培認証を取得するなど、欧米の市場
にいち早く対応したことが、大きなアドバンテージとなった。

【輸出によるプラス効果等】
日本が誇る伝統文化「抹茶」を茶道のみならず、食品・飲料

素材またはフレーバーなど、さまざまな形で世界各地へ広める
ことができたこと。

【出展した国際見本市等】
World Tea Expo 2010・2011 他

【ウェブサイト】 http://www.matcha.co.jp/

輸出先国 ： ドイツ、アメリカ、カナダなど



三重県 ミナミ産業 （株） （豆腐を世界各国へ）

豆腐等の食品機械製造メーカーであるミナミ産業株式会社は、豆腐業界が年々縮小

していく中で、オカラの出ない豆腐製造機械の製造販売や、卓上で作る小型の豆腐製
造器を開発するなど、豆腐の新たな需要拡大に一役買っている。

韓国に豆腐製造器を持ち込んだのがきっかけとなり、平成18年（2006年）から輸出に

取り組み、現在では主に欧米、アジアの日本食レストランを中心に製造器とセットで豆
腐や豆乳、その他農産加工品を輸出している。

現在では、多くの有名レストランでも採用されるようになり「萬来ブランド」の認知度も
高まってきている。

【販売戦略、工夫した点等】
・ 日本の食文化に捉われずに、マーケット・インの発想で輸出に取り組
んでいる。
・ 豆腐の原料となる豆乳の長期保存技術や、香味塩（抹茶、柚子、わさ
び）などを使った食べ方やレシピなどの提案を行うなど販売拡大を図っ
ている。

【今後の展開】
海外展開に意欲のある企業との連携を進め、自社が販路開拓した海

外の顧客に提案を行ない物流経費の低減や日本食材の輸出拡大を目
指す。

【出展した国際見本市等】
・ FOOD TAIPEI 2012、FOOD EXPO 2012 他

【ウェブサイト】 http://www.minamisangyo.com/

「萬来ブランド」の数々

ばんらい

輸出先 ：香港、アメリカ、欧州など



JA三重南紀では、早生温州みかんについての新たな販路開拓の一環として、近年経
済発展の著しいアジア諸国への輸出を検討。平成21年３月にJA三重南紀理事会におい
て日本国内の産地競争が激化する11月を中心に輸出を行うことを決定した。

平成21年度からタイへ輸出する条件となるミカンバエのトラップ調査を実施。平成22年
11月には、農林水産省の補助事業を活用し、温州みかんをタイへ向けて試験輸出を行
い、23年度から同国への本格輸出を開始した。

【販売戦略、工夫した点等】
・ 船便用の冷蔵コンテナ梱包資材の開発。品質保持のため、二重段ボー
ル仕様の上、輸送時の冷蔵設定温度に注意している。
・ 平成22年度にはJETRO（（独) 日本貿易振興機構）等の協力の下、試食
宣伝時にアンケートやチラシを配布した（13店舗）。
・ 平成23年度にはバンコク市内の量販店店舗（30店舗）にて販売促進活動
を実施、現地での商談を行った。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 国内市場が低迷する状況の中、新たな販売先の開拓が期待できる。
・ 輸出を行うことにより国内でのPR効果が期待でき、ブランド力の向上に
つながる。
・ 生産者の生産意識、生産意欲の向上。

【活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策） 他

【ウェブサイト】 http://www.ja mienanki.jp 

平成23年度輸出量：７ ｔ （タイ）

現地スーパーでの試食販売の様子

三重県 ＪＡ三重南紀 （温州みかんをタイへ）

ＪＡ三重南紀の選果場での検疫の様子



日本三大和牛ブランドの一つであり、歴史と伝統に裏打ち
された近江牛の魅力を海外に発信し、新たな販路の開拓を
図るとともに、高級部位のみならず、一頭丸ごとの輸出につ
なげるためのPRを実施した。

平成23年度実績
輸出向けと畜頭数： 260頭 （うちシンガポール236頭）
輸 出 重 量： 14.5トン （うちシンガポール12.1トン）

滋賀県 近江牛輸出促進実行委員会 （近江牛をシンガポールへ）

オピニオンリーダー等を招いての
レセプション

（知事によるＰＲの様子）

現地バイヤーとの商談

【輸出のきっかけ】
・ 滋賀食肉センターが、輸出食肉取扱施設の認定を取得。

平成22年 ６月 マカオ輸出開始
平成22年11月 シンガポール輸出開始
平成23年 ９月 タイ輸出開始

【平成23年度に実施した主な内容】
・ 貿易業者、日本食レストラン、百貨店等と商談を実施。
・ シンガポール政府機関、マスメディア、バイヤー等を招いたレセプションで
知事とともにPR。
・ 一頭丸ごと輸出につなげるため、英語の料理レシピを作成し、高級部位
以外の調理方法やおいしさをPR。
・ 百貨店で開催の「近江牛フェア」で、知事とともに店頭で消費者にPR。



【平成23年度の主な取組内容】

・ フランスで行った「京都フェア in Paris」の一環として宇治茶商談会
を実施。また、日本料理の紹介とともに、宇治茶の振る舞いや淹れ方
などを実演。

・ 台湾において『京都フェア』を開催し、京都府産の農産物を食材にし
たコース料理を提供。また、輸出プロモーターを活用しての現地商談
会、物産展への出展、バイヤーを招聘しての国内商談会を実施。

・ 北山丸太の中国での市場調査を実施。上海国際木造エコ住宅博覧
会への出展やバイヤーを招聘しての現地視察・商談会を実施。

京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会は、平成22年８月に設立さ

れ、『京都ブランド』を活かして、宇治茶や北山丸太、京野菜など、京都府
産の安心、安全で高品質な農林水産物、加工品の輸出促進に取り組んで
いる。

【協議会による輸出の取組実績（平成23年度）】
主な輸出品目及び輸出国－宇治茶（ＥＵ）、京野菜・果実・加工品・アルコール飲料

（中国、台湾、香港）、北山丸太（中国）

【ｳｪﾌﾞｻｲﾄ】http://www.pref.kyoto.jp/n-yusyutsu/yusyutsu-kyogikai.html

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

【出展した国際見本市等】
2011 上海国際木造エコ住宅博覧会

ホテル関係者等に宇治茶の
淹れ方を実演（フランス）

北山丸太のバイヤーとの商談会（国内）

見 本

京都物産展の様子（台湾）

京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会
（宇治茶、北山丸太、京野菜等をＥＵ、アジアへ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ ６月にそごう百貨店の日本人のバイヤーを紹介して頂き、直接連絡をしたところ、催事での販売を持ちかけら
れた。平成23年は、もっぱら日本で好評のふりかけ、ドレッシング、金胡麻イワシ製品の販売により、現地の志
向、需要を確認することを目標とした。
・ 日本と異なり、胡麻を「擦って食する」という食文化が定着されていないため、日本で好評のスリ胡麻への
ニーズが低い点は、思惑を反したが、イワシへの嗜好が高く、またドレッシングも740円と比較的高価格である
にも関わらず、人気が高く、そごう百貨店の顧客の質の良さを感じた。また、１日の売上金額から、渡航費用、
現地でのプロモーター２人の人件費をかけても見合うためには、１日に10万から15万程度の売り上げが必要
で、当初は、助成金等の必要性を感じた。

平成23年より、海外での「wadaman」ブランドの定着と弊社の

機能性素材リグナン胡麻、胡麻若葉の販売を意図して、金胡麻
加工食品をそごう百貨店（香港・銅羅湾店）にて催事販売を実施。

※ 平成23年は10月（１週間）、11月（９日）に催事を実施し、16日間で約
80万の売上金額の商品を販売した。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 日本で展開している機能性素材（胡麻若葉）、リグナン胡麻等の海

外展開ができる。
・ 新製品等の需要性を実際的な催事販売で確認できる。
・ 将来的には、「胡麻のわだまんサイエンス」としてのブランドが香港
で定着できる。 等

【ウェブサイト】http://www.wadaman-s.com/
●現地プロモーターとポップ

見 本

京都府 （株）わだまんサイエンス （ゴマ加工品を香港へ）



【輸出の苦労した点等】
品種が多様で長距離、長時間輸送のストレスに耐えうるような処置が時期や品目ごとに異なるため、

処理の平準化が難しかった。

日本花き国際化推進協議会は、極東ロシアやアメリカ・カナダ、

アジア向けに切花の輸出及び現地商談会等に出席し、海外で
の普及を通じて、日本の花き生産の発展、地域経済の活性化を
目指しています。

平成23年度の輸出実績は、約５千６百万円。特に、グロリオサやスイト
ピー、ラナンキュラス、オキシペタラム等、海外での評価は高い。

平成23年度NYにて行った展示商談
会の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 日本の花が海外で評価が高いことから、日本の花の生産レベルの高さや魅力を伝えられた。
・ 日本の花きが海外の市場においても十分に需要があるということが明確化し、日本国内の花き生
産者の希望に繋がったと感じている。

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

大阪府 日本花き国際化推進協議会 （切花をロシア・アメリカ・カナダ・アジアへ）



【海外市場開拓に向けた戦略】
・ 現地バイヤーや専門家を県内に招聘し、産地への理解を深める取組（産地視察）
・ 県内特産品のブランド化・海外市場（特に東アジア）を見据えた商品づくり（品質・包装・輸送）
・ 各関係団体（JETROや行政）との綿密な連携による全県的イメージ作り

平成17年度から県特産品の輸出取組を台湾・香港等で積極

的に実施。多彩な県産品のブランド化推進と合わせて一体的に
取り組むことで、相乗効果を目指す。

【輸出実績（輸出額）】64,000千円（平成23年度：前年度比120％増）
多くの流通量を占める｢清酒｣に加え、｢神戸ビーフ｣、「淡路島たまね

ぎ」、「丹波の黒大豆」、「HＹＯＧＯ米」等の兵庫県の特産品を台湾・香
港・中国（広東省）に輸出・展開。

【ウェブサイト】 http://hyogo-umashi.com/

香港の百貨店での試食販売(H23)

【輸出によるプラスの効果・メリット】
・ 海外を見据えた商品づくりによる、品質・ブランド力向上への動機づけ
・ 販路の一つとして輸出に取り組むことによる流通の拡大
・ 県特産品のPRによる、海外における県農林水産業への理解浸透

展示会への神戸市との協同出展(H24)【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

兵庫県 ひょうごの美味し風土拡大協議会 （兵庫県の特産品を東アジアへ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 輸出のきっかけは国内消費の低迷から海外に目を向けた。
・ 展示会「Food Taipei」に毎年出展し、認知度UPに努める。
・ 清酒は現地でも種類が多く、苦戦。認知度の低いリキュールに注力し拡販展開することとした。

2010年から台湾にて弊社商品「ゆず酒」が大ヒット。

2009年度（平成21年度）より台湾との取引が始まる。

【輸出実績】
販売数量 販売額

平成21年度 11,000本 1,100万円
平成23年度 43,000本 4,300万円

【ウェブサイト】 http://www.umenoyado.com/
【出展した国際見本市等】

・ Food Taipei 2009～2012
・ IRF2010 
・ SIAL China 2012

Food Taipei 展示会参加

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 海外での拡販事例を日本国内にて有効活用できる。
・ 日本国内の景気とは関係なく海外市場での需要が期待できる。
・ 日本国内では人気が低調な商品でも仕掛け方によっては、海外でヒット
する可能性もある。

ロンドン・レストランでの酒レクチャー

見 本

見 本

奈良県 梅乃宿酒造（株） （お酒を台湾へ）



【工夫した点等】
・ フェアの開催にあたり、輸出先国のバイヤーをみかん産地に招へいし、品質、栽培状況等を説明
するとともに、産地において価格提案等の商談会を実施した。
・ 輸出先国の百貨店において、ポスターやミニのぼりを装飾し、試食宣伝販売に取り組むとともに、
県産品フェアを開催し、県産品のPRに努めた。
・ 百貨店、輸入元業者等との信頼関係の構築に取り組んだ。

日本一の和歌山県のみかんをシンガポール、台湾、香港等へ輸出。
県農協連と県が連携し、積極的に高品質な県産みかんのPRを行い、

東アジア市場での販路開拓を図った。

平成19年度 平成23年度
みかん輸出量 9トン 45トン

シンガポールでの県産品フェア

園地視察

和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会
（みかんをシンガポール、台湾、香港等へ）

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
協議会活動を通じ、相手国との人的ネットワークが充実し、新規商材の

発掘、ビジネスチャンスの可能性が広がった。

【ウェブサイト】
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/kaigai/yusyutu/keika22.html

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成21年度農林水産物等輸出支援促進事業（農林水産物等輸出促進対策）
・ 平成22年度輸出総合支援事業（輸出に取り組む事業者向け対策）
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業のうち（輸出に取り組む事業者向け対策）

【その他】農林水産省が主催する感謝台湾「日本の美味しい青果フェア」出展



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 国内商談会に併せて開催される海外バイヤーとの個別商談会に積極的に参加。現地の嗜好やルー
ルを少しずつ学び販路となりえる国、販売先を探してきました。
・ 輸出セミナーなどに参加し、これから先の有望な市場を模索しています。

香港の高級スーパーを中心に台湾、シンガポールのスーパー、
百貨店などで展開しています。

※ 平成17年香港での販売を皮切りに海外輸出の取組を開始。

【輸出実績】
平成21年度 87万円
平成22年度 212万円
平成23年度 120万円

【ウェブサイト】 http://sowakajuen.com

台湾太平洋sogo百貨店
和歌山県フェアの様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
人口が増加傾向で若年層が多い東南アジアにおいて販売ルートを作っ

ておくことは近い将来の売り上げアップの要素を大きく含んでいると考えて
います。

ターゲット国の海外バイヤーセミナーなどに参加

【出展した国際見本市等】
日本食品展 in TAIWAN(2012年)

和歌山県 （株）早和果樹園 （有田みかん加工品を東南アジア、世界へ）



【取組の概要】
・ 平成21年度、初めて極東ロシアへ輸出し、消費者等には美味しいと好評を得るが、
他国産等より値段が高いため、購入者が限られ、単一品目の大量販売は難しいと認識。
・ 平成22年度以降、複数品目を混載による輸送コストの低減や広島県（ぶどう、温州
みかん）等と連携した輸出にチャレンジ中。
⇒ 平成23年度は白ねぎ、ブロッコリー等、平成24年度はミニトマト、米をテスト輸出。
・ 平成23年12月には、初めてハバロフスクで柿・梨の試験販売。

環日本海定期貨客船（鳥取県：境港～韓国：東海～ロシア：ウラ
ジオストク）を利用して、ロシアへ県産農産物を輸出

【輸出実績】
○平成21年度 すいか、梨（二十世紀梨） 計5.6トン
○平成22年度 すいか、メロン、梨（２品種）、柿 計1.8トン
○平成23年度 すいか､メロン(２品種)､梨（４品種）､柿､

ブロッコリー､白ねぎ、シンテッポウユリ
計3.6トン

○平成24年度 すいか、メロン、梨（２品種）、白ねぎ、
ミニトマト、米 計3.8トン（平成24年９月末現在）

⇒ 平成24年11月には柿や梨を中心に輸出予定

ウラジオストク市の
スーパーマーケット

や日本食レストラン
でＰＲ

ウラジオストクで知事が
梨のトップセールス

鳥取県 JA全農とっとり （すいか、メロン、梨、柿、野菜等をロシアへ）

【輸出によるプラスの効果等】
・ 県内産地では新規品目の輸出に対する積極的な声が増えてきた。
・ ロシアへの輸出品目・輸出量及び取扱店舗数が拡大している。
・ 今後のロシア沿海地方を中心とした販売エリアの拡大を検討中。

【ウェブサイト】 http://pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=38904  



【輸出に取り組む姿勢】
・ コンセプトは、農家の手取りが少しでも増え、生産意欲が向上し、産地が活性化すること。
・ 海外の需要（品種・数量）に対応できる生産体制を構築する（お客様に喜ばれるものづくり）。
・ 可能な限り毎年継続的に得意先を訪問し、現地市場のニーズの収集や情報交換に努めるとともに信頼
関係を深める。

信頼できるパートナーとの直接取引により、農家所得及び生産
意欲の向上を図り、産地の活性化を目指す。

牡丹苗輸出量（本） 台湾 ロシア 全体（間接貿易含む）

平成21年 3,000             200     400,000
平成22年 3,000             700     339,000
平成23年 3,000          1,300 319,000     

【ウェブサイト】 http://www.ja-kunibiki.or.jp/

国立極東美術館での記念植樹
（ロシア）

建国花市での展示会（台湾）

見 本

島根県 JAくにびき （牡丹を台湾・ロシアへ）

【直接貿易によるプラスの効果】
・ 生産地、消費市場の現状を踏まえた上で、膝詰めでの価格交渉が可能。
・ 現地での評価をダイレクトに受け取ることができ、生産計画の策定に寄与。
・ 商取引にとどまらない幅広い交流（生産者・消費者間の交流）。
・ 農協職員の人材育成にも有効（貿易実務、国際感覚の習得）。



【輸出のきっかけ、販売戦略等】
・ 国内需要が低迷する中、平成21年に韓国の展示会へ出展し、輸出に取り 組むきっ
かけを掴み、平成22年から本格的に輸出をはじめ販路を拡大してい る。
・ 現地レストランなどでのイベントを定期的に開催することで、消費者と近い距離で販
促活動を行い、輸出量の増加につなげている。
・ 現在の輸出シェアを５倍（２％ → 10％）に拡大することを目標にしている。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 海外で日本酒を提供するための工夫が、国内の飲食店で日本酒を提供する上での
参考になった。
・ 海外へ目を向けることが日本酒文化を守ることに繋がっている。

当蔵元の日本酒は室町時代に確立された「菩提もと」という伝統的な技
法の仕込方法により造られている。

幻の酒米「雄町米」、一級河川「旭川」の伏流水、そして地元の技で醸す
ことこそ、造り酒屋の原点と考え、地元にこだわり酒造りに励んでいる。

【輸出実績】
輸出量

平成22年度 2,400リットル
平成23年度 4,600リットル

【ウェブサイト】 http://www.gozenshu.co.jp
【出展した国際見本市等】

・ ソウルFOODWEEK2009・2010
・ ソウルFOOD＆HOTEL2010  

ソウルでの展示会

韓国のパブリシティー掲載

岡山県 （株）辻本店 （日本酒を韓国、オランダ、香港等へ）

ぼだい

おまちまい



【販売戦略、工夫した点等】
・ 国内のみならず海外の鑑評会にも積極的に出品し、日本酒の普及に努めている。
・ 日本酒を通じて日本の文化や岡山県の産物を海外に認知してもらうため、海外での展示・商談会に積極的に参加
している。
・ 複数の国や地域に輸出しているが、国や州によってもそれぞれ法律が違うため、それに合わせた様々な対応が必
要となる。このため、日頃の輸出入業者との情報交換はもとより自らも現地に赴き、目で見て・耳で聞いて現地の情
報収集を行っている。

利守酒造のある赤磐市軽部地区は、昔から良質な酒米「雄町米」の産地とし
て知られている。

この良質な米でつくった日本酒を約30年前からアメリカ在住の日本人向けに

輸出を始めた。近年では、海外での日本食ブームも手伝い、その輸出量は順
調に推移している。

なお、利守酒造の日本酒は、国内にとどまらずヨーロッパのモンドセレクショ
ン国際コンクールで最高金賞を受賞するなど、海外でも高い評価を得ている。

【輸出実績】
平成22年 売上額の約７～８％を海外へ輸出
平成23年 売上額の約７％を海外へ輸出

【ウェブサイト】 http://www.sakehitosuji.co.jp
【出展した国際見本市等】”Vancouver Wine Festival” WSWA（2012年全米ワイン＆スピリッツ卸売展示会）

ニューヨークでの展示会

【輸出によるプラスの効果等】
・ 地道な取組ではあるが、長年海外に日本酒を輸出し続けてきたことで、近年では、
海外の消費者にもワインやウイスキーと同様にメジャーな飲物として認識されてきた。
・ 輸出に取り組むことで、従業員には、酒造りは海外に誇れる日本の文化であると
の意識が芽生えている。

カナダでの展示会

岡山県 利守酒造（株） （日本酒をアメリカ、カナダ、台湾、香港等へ）

おまちまい



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】
・ 県内の食品輸出専門家による香港における鶏卵のニーズを発掘。
・ 同専門家が香港大手バイヤーと、同社とのマッチングを行った結果、輸出に向けた商談が開始。
・ テスト輸出等による検証を行い、国内販売と同等の条件での販売ルートを確保。
・ 鳥インフルエンザで輸出中断中も、強力な営業活動を継続したことにより、継続した取引に繋がった。

広島県の安心・安全な鶏卵を香港へ輸出。

平成21年 輸出開始 ２ｔ/月
平成22年 ５ｔ/月程度の輸出を継続するも、鳥インフルエンザの発生に

より輸出中断 。

平成23年 ７月から輸出再開 順調に輸出継続 10ｔ/月

【ウェブサイト】 http://www.freds.jp

現地スーパーでの陳列状況

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 新たな販路の確保によって、生産の拡大に繋がった。
・ ビジネスパートナーと連携した営業活動によって更なる販路が開拓で
きた。
・ ブランド力が向上し、販売力が強化した。

試食販売を実施

広島県 （株）フレッズ （鶏卵を香港へ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】
・ 経済成長と共に牡蠣を生で食べる習慣がアジア地域で広がっていることに注目し、輸出を検討。
・ 年中生食可能な品種である広島県産の「かき小町」を水槽で生きたまま保つため水温、水質の管理
方法を開発し、年間を通じた輸出を可能とした。
・ 結果、鮮度と高い品質でハイエンドの価格帯の市場の開拓に成功。

広島県の牡蠣を生鮮で香港へ輸出。

平成22年 ８月輸出開始 輸出量3.6ｔ
平成23年 順調に輸出量が増加していたが、３月の東日本大震災の

風評被害で輸出中断
平成24年 香港のビジネスパートナーとプロモーション活動を実施し、

７月から輸出再開

【ウェブサイト】 http://www.kanawa-oyster.com/

現地展示会での広島かきPR

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 高い品質の牡蠣の輸出により、価格競争に巻き込まれない販路の確保
・ 高級ホテルのオイスターバーで人気を博し、ブランド力が強化
・ ビジネスパートナーと連携した販路の拡大

現地バイヤー等への試食プロモーション

広島県 かなわ水産（株） （生鮮かきを香港へ）



【輸出の取組経過等】
・ 平成19年より輸出促進部会を設立し、東アジアへ向けた県産農水産物の輸出の取組を開始。
・ 平成22年に台湾向けにナシのテスト輸出を実施した。
・ 平成23年に台湾において山口県物産展を実施し、輸出定番商品の確立に向けて取組を開始。

「山口県物産展」等PRの実施による輸出定番商品の確立。

【台湾への輸出実績】
平成19年：米 16t
平成20年：米 12.6t キャベツ2.8t
平成21年：米 4.9t
平成22年：米 1t ナシ 250kg
平成23年：米 600kg ミカン180kg 水産加工品（チリメン等） 100kg物産展に向けた商談会の様子

【輸出による効果・問題点等】
・ 輸出実績のPRにより国内市場でのブランド力強化。
・ 円高による買取価格の抑制、取引量の減少。
・ 輸出定番商品の確立へ向けての継続したPR活動が必要。

山口県物産展の様子

山口県 やまぐちの農水産物需要拡大協議会輸出促進部会
（県産農水産物を台湾等へ）

【ウェブサイト】 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/    



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】
・ 太刀魚の冷凍（すり身の原料等）を韓国へ輸出したのがきっかけ。
・ 徳島近海の旬の魚を、最高に美味しく食べて欲しく、「阿波の海はおいしい」をキャッチコピーに、商
品そのものの特長や品質の良さをアピールすることで、継続した取り引きに繋げている。

約20年前から東アジアを中心とする輸出入業を開始。
現在は、水産物・水産物加工品及び徳島の産品を香港へ輸出

している。

【輸出量の推移】
輸出量 輸出金額

平成21年度 30トン 2,700万円
平成22年度 45トン 4,000万円
平成23年度 20トン 1,700万円
平成24年度（予想） 45トン 4,500万円

【ウェブサイト】 http://www.azuma-kaisan.co.jp/  

香港Sogoでの徳島Fairの様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 継続した取引を行うことにより、香港市場での新しい定番商品が増え
てきた。
・ 香港での商談も東京や大阪での商談の延長と捉えて、販路を拡大し
ている。

徳島県 （有）東海産 （水産物、水産物加工品、徳島の産品を香港へ）

香港Sogoでの徳島Fairの様子



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点】
・ 「小原紅早生」（香川県オリジナル品種の温州みかん）の海外販路開拓
のため、日系の百貨店と高級スーパーに販路を求めた。
・ 販売促進のため、スタンドバッグや贈答用化粧箱を準備した。
・ 店頭での試食宣伝の他、当該国行きの国際線機内食や空港ラウンジで
無償提供してPRした。
・ 平成23年度は風評被害により輸出できなかった国がある。

香川県オリジナル品種の温州みかん「小原紅早生」は、紅い果皮

と濃厚な味が特徴で、春節を前にみかんを贈りあう習慣がある中華
圏の消費者の需要とマッチし、定着し始めている。

【輸出実績】
輸出量 輸出額

平成22年度 ４ｔ 105万円
平成23年度 ２ｔ 93万円

【ウェブサイト】 http://www.kw-ja.or.jp/

現地百貨店での販売の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 作況に関係なく事前の商談により値決め販売
ができること。
・ 中華圏で新しい市場を作りつつあることが、国
内でのみかんの増産にも良い影響を与えている。

海外用スタンドバッグ

香川県 JA香川県（温州みかん「小原紅早生」を台湾、シンガポールへ）

機内食搭載記念のセレモニー



【工夫点、課題等】
・ 現地パートナーとの連携により受注を図り、「地域商社」を通じて県内メーカー
にオーダーする仕組みのため、メーカーにとっては県内取引での輸出が可能。
・ 現地に700店舗あると言われている日本食レストラン等の飲食店にターゲット
を絞り、営業活動を実施。
・ 海外での継続取引のためには、メーカー（生産者）自身の熱意と努力が不可
欠であり、現地ニーズに合致した商品開発が必要。
・ 「地域商社」として独り立ちするためには、取扱い品目の更なる拡大が必要。

愛媛県の地域商社育成支援事業を活用し、シンガポールへ愛媛県産品

を直接・安定的に輸出できる体制を構築するほか、産品を通じた愛媛の認
知度向上とブランドイメージづくりを図る「地域商社」としての役割を果たす
ため、シンガポールでの継続的な販路開拓活動に積極的に取り組んでいる。

【成約実績】
平成22年度：約45万円（じゃこ天、じゃこカツ）
平成23年度：約430万円（鰹節、じゃこ天、油揚げ、シラス等）
平成24年9月まで：約1,400万円（じゃこ天、鰹節、水産加工品等）

見本市でのプロモーションの様子

愛媛県 愛媛エフ・エー・ゼット（株） （水産加工食品をシンガポールへ）

知事のトップセールスによる
試食商談会の様子

愛媛シンガポール協会の事務局の実績を活用し、現地人脈を活かした販路開拓活動を展開！
【主な活動内容】
○現地市場の調査、現地パートナーの選定 （ Ai Food Pte.Ltd. ）
○県内における事業説明会等による有望産品の発掘
○現地パートナーを招聘し、日本国内での商談会の開催や企業訪問の実施
○現地における食品見本市への出展、現地渡航による個別訪問営業 など

【ウェブサイト】 http://ehime-trade.com/  
【出展した国際見本市等】日本産食品展示商談会（ぐるなび） シンガポール 2011  



【販売戦略、工夫した点等】
・ 鮮度保持技術を確立するため、各国向けへのテストマーケティングを実施した。
・ 他産地との競合がある際は価格競争をせずに、品質の差別化で優位販売に努めた。

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年から輸出開始。現在はアメリカ、オランダを
中心に継続的取引を実施している。

【輸出量の推移】
平成21年：18,000本（アメリカ、上海等）
平成22年：70,000本（アメリカ、オランダ、シンガポール等）

【ウェブサイト】http://www.ja‐kochishi.or.jp/index.htm

【輸出によるプラスの効果等】
・ 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。
・ 産地が一体となって輸出に取り組むことで、産地の活性
化、品質の高位平準化につながった。

高知県 JA高知市 （グロリオサ（切り花）をアメリカ、オランダ等へ）

グロリオサ展示の様子（フランス）

展示・商談会へ参加（フランス）



【販売戦略、工夫した点等】
・ 県産農産物の輸出用ブランドマーク（まるふくマーク）を考案し、香
港、台湾、韓国、シンガポールなどで商標登録を行い、商品価値を
高める取組を展開。
・ 香港、台湾、シンガポールを中心に福岡フェア等を開催。
・ 海外バイヤーを招へいし、産地視察、生産者との意見交換、商談
等を実施し、バイヤーと産地の距離を縮め、指名買いにつなげるこ
とにも取り組んでいる。

「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、高級果実として主にアジアの富裕層、中間層の人

気を得ており、現在、香港、台湾、シンガポール等へ輸出している。
「あまおう」は、福岡県産農産品輸出の牽引役となっている。

【輸出実績】
平成23年度 あまおう 約64トン

ブランドマーク（まるふくマーク）

福岡県産品輸出促進協議会 （イチゴ「あまおう」を香港、台湾等へ）

台湾バイヤーの産地招へい風景

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策）



【販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 交易会の来場者に対し、アンケートによる意識調査を実施し、ニーズを把握。
・ 交易会では、中国の輸入規制により農産物を展示できなかったため、ポスターやDVDで視覚的な
PRを実施。

平成23年度に久留米市と管内５つのJAが販路拡大を目的とし
た協議会を設立。友好都市である中国安徽省合肥市で平成23年

に開催された、中国安徽（合肥）農業産業化交易会を活用し、久
留米産農産物の輸出を目指した取組を実施。

【輸出実績】
初年度のため実績なし

中国安徽（合肥）農業産業化交易会、
久留米市ブースの様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ テレビニュースで放映されるなど、地元メディアに取り上げられ、知名度
が向上した。
・ 平成24年度に合肥市内スーパーで物産展の開催を関係者で協議し合
意。

アンケートによる意識調査を実施

福岡県 久留米市農産物販売力強化推進協議会 （米、梨を中国へ）



【工夫した点等】
・ 県産農産物の認知度向上を図るため、香港からの宿泊観
光客等に対し、県産果物をプレゼント。
・ 香港、シンガポールの日本料理店で特別メニューを用意し
たPR活動、現地スーパーでの試食販売などを実施。
・ 香港、シンガポールの食肉関係者やレストランシェフを産
地に招へいし、生産現場視察等を実施。

新たなマーケットとして、平成23年度から佐賀牛をシンガ
ポールへ輸出開始。

勢力的に食肉関係者・レストランシェフの産地への招へい、

海外食品見本市への出展や現地日本料理店でのフェアなど
を実施。

平成23年度佐賀県産農産物輸出量合計：約600ｔ
○主な輸出品目：牛肉、いちご、なし、みかん、その他青果物など
○主な輸出先 ：シンガポール、香港、カナダほか

佐賀牛の輸出量推移（香港、シンガポール等）
平成21年度 約16.8ｔ、平成22年度 約22.4ｔ、平成23年度 約24.1ｔ

がんばろうNippon Taste of Japan
佐賀県ブースの様子

佐賀県農林水産物等輸出促進協議会 （佐賀牛等をシンガポール、香港等へ）

シンガポール食肉関係者、レストラン
シェフの招へいの様子

【輸出によるプラスの効果】
・ 県内の佐賀牛レストランへの香港からのお客様が増加。



【現状】
○中国向け鮮魚輸出は大幅に増加
・平成19年度：17トン、４千万円 ⇒ 平成22年度：95トン、2.4億円

○原発事故に関連した各国輸入規制への対応等
・中国向け鮮魚輸出が、平成23年４月８日から停止
・県による放射性物質検査・証明書発行体制の構築
・平成23年５月31日から輸出再開
・中国以外へも放射性物質検査・各証明書を県で発行

長崎県では、輸出事業の効率的かつ効果的な展開を通じて適正な魚価の形成を図り、「ながさき」らしい多様な漁業
生産体制を維持・強化していくため、平成19年に「長崎県 水産物輸出戦略」を策定。

平成20年には県・関係市・関係団体で「長崎県水産物海外普及協議会」を設置し、国の補助事業を活用しながら、長
崎県産水産物を東アジア中心に輸出する取組を促進。

【具体的な取組】
販路開拓などの分野は民間企業が主体的に行い、PRや輸

出手続きに関することは県が側面から支援するなど、密接
に連携協力しながら輸出促進に取り組む。
○中国向け輸出促進の取組
・船舶による大量輸送試験の実施（舟山）
・日本料理に加え、高級中華料理向けに養殖マグロの利
用促進イベントを実施（杭州・上海）
・新たなアンテナコーナーを設置（北京）
・ブランドの保護（商標登録手続き） など

○その他の取組
・長崎県水産物海外普及協議会構成団体間の連携強化
・新たな輸出対象国への輸出促進 など

2012年長崎県水産品中国普及促進会（北京・上海）

長崎県水産物海外普及協議会 （県産水産物を東アジアへ）

中 国 向 け 鮮 魚 輸 出 実 績
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【活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)



【工夫した点】
・ 製造方法から詳しく説明し焼酎を理解してもらうと共に、カクテルなどの飲み方提案も行った。

【苦労した点】
・ 各国での食文化と蒸留酒の関わり方の違いや、お酒に関する法律や関税の違い。

WTO（世界貿易機関）より産地保護指定を受けている壱岐麦焼酎と
壱岐麦焼酎を使用したリキュールを輸出。

現地のインポーター・ディストリビューターと積極的に同行営業。

【輸出実績】
平成20年度 6,740本
平成21年度 10,020本
平成22年度 9,420本(※震災の影響で大きく落ち込んだ。)
平成23年度 10,550本

【ウェブサイト】 http://www.ikinokura.co.jp

【輸出によるプラスの効果】
・ 日本の國酒である焼酎が、世界各地で認知され、評価されることでWTO

で産地保護指定を受けている強みが活き、最終的には国内のブランド向上
に繋がる。
・ 物事をグローバルな視点で考えられるようになり、従業員のモチベーショ
ンアップにも繋がる。

長崎県 壱岐の蔵酒造（株） （焼酎・リキュールを香港・台湾・アメリカ・中国へ）

現地飲食店で商品提案の様子

現地飲食店で商品提案の様子



平成17年４月に県内JAを主たる構成団体として本協議会を設立し、農畜産物を中心に各種フェアへ
の出展やバイヤー招へいなどの事業を実施している。

東京電力福島原第１原発の影響で各国の輸入規制が強化さ

れ、輸出拡大への影響が懸念された中、香港向け牛肉並びにか
んしょ等の拡大により、前年を上回る輸出実績となった。

【輸出実績】
21年度 147,903千円（ 590㌧）
22年度 159,396千円（ 919㌧）
23年度 171,230千円（1,057㌧）

伊勢丹シンガポールでのPRイベント

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 農畜産物の新たな販路拡大
・ 国内価格下落に対するリスク軽減
・ 海外輸出を通じた国内ブランド価値の向上
・ 地域経済の活性化

現地バイヤーを産地へ招へい
（産地での収穫体験）

熊本県農畜産物輸出促進協議会 （米、野菜等を香港等へ）

【活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)



【輸出において工夫した点、販売戦略】
・ 玉 シールを貼り、他商品との差別化・ブランド化を目指した 。( 玉 マークは香港で商標登録済）
・ 最盛期の12月～3月においては、毎月イベントに参加。販売促進会などを実施。

平成16年度よりイチゴを、平成23年度よりミニトマトを香港
へ輸出開始。長期的・安定的な数量を継続して輸出している。

輸出促進は、生産者の所得向上を基本に、組織の活性化、
国際化、品質管理の強化が目的。

輸出実績 平成22年度 イチゴ 輸出数量 23.0 トン
平成23年度 イチゴ 輸出数量 22.2 トン

ミニトマト 輸出数量 2.0 トン

【ウェブサイト】 http://www.jatamana.or.jp/

香港での 玉 シールを貼った販促会の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
海外での販売に対して、生産者たちの関心が増し、より品質

の高い生産へ結びついている。

香港でのﾐﾆﾄﾏﾄの商談会

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

熊本県 JAたまな （イチゴ・ミニトマトを香港へ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 平成23年は、円高に加え、原発事故の影響もあり現地での需要の低下が心配された。
・ 現地輸入商社と、百貨店向けのアイテムづくりを検討し、新たに贈答用化粧箱での出荷に取り組んだ。
・ キャンペーンレディーや生産部会女性部員によるゆかた姿での試食宣伝販売を実施した。

台湾の中秋節・春節の需要期に｢日田梨｣を輸出してきたが、
最近の円高の影響で、現地では割高感も生じたため、平成23年
は業者とタイアップし、贈答需要に対応する企画を展開した。

【輸出実績】
台湾向け梨輸出量 平成21年：87t 22年：38t 23年：33t
※ 生産面では登録（残留）農薬問題、販売面では景気低迷、円高などの影響で近年台湾向け
輸出量については減少傾向にある。現地百貨店での試食販売の様子 。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 企画段階から現地輸入業者とタイアップすることにより、販売先（店舗）の確

保や販売チャネルの拡大（百貨店DM掲載、TVショッピング等）等につながった。
・ 一方で、資材コストも増すため一部業者向けの対応になっている。競合国（韓
国）との価格面での競争もあるため、この取組による輸出量の拡大を図るには
課題もあり、生産者に対しての支援策も望まれる。

現地商社との商品アイテム検討

見 本

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業の(輸出に取り組む事業者向け対策) 等

大分県 ブランドおおいた輸出促進協議会農産部会 （梨を台湾へ）



【販売戦略・工夫した点等】
① 「宮崎フェア」の開催や宮崎県知事のトップセールスにより、新規取
引先の開拓や商品の定番販売化を図った。
② 台湾の残留農薬基準に対応する品目の拡大を図るため、国内外で
情報収集や要望活動を実施した。
③ 輸出に対する産地の意識を醸成するため、関係機関と連携し、輸出
促進シンポジウムを開催した。

ＪＡ宮崎経済連では、関係機関・団体と連携し、東アジアを主体
に、海外における販路拡大に取り組んでいる。平成23年度には、

新たな量販店等との取引を開始するなど、輸出拡大に向けて、更
なる取組の強化を図った。

【輸出実績】
○主な輸出品目 かんしょ、さといも、たまたま（完熟きんかん）、

アールスメロン等
平成19年度 89トン
平成23年度 197トン

【ウェブサイト】 http://www.kei.mz-ja.or.jp/

香港一田百貨店フェア

【輸出によるプラスの効果等】
産地やJAグループ内に、農産物等の輸出推進に対する共通認識が

醸成されるとともに、品目横断的な輸出促進体制が構築されつつある。
輸出促進シンポジウム

宮崎 JA宮崎経済連 （県産農産物を香港、シンガポール、台湾へ）

台湾での情報収集



【設立の経緯、販売戦略、工夫した点等】
経 緯：23年４月に協議会を設立し、７月に第１回トライアル輸出を実施

（内訳；スギ1,353 ㎥ ヒノキ910㎥ 計2,263㎥）。
販売戦略： ３組合で集荷を行うことにより、受注から出荷までの時間が短縮できる。
工 夫 点：海外企業の経営者を国内に招くことから、使用してもらえる迄のプロセスを組み立てた。

宮崎県南那珂森林組合、都城地区森林組合、鹿児島県曽於

地区森林組合の近隣３組合が、主に韓国に向けた海外輸出に取
り組むため、木材輸出戦略協議会を設立。

輸出実績
平成23年度輸出量スギ 1,849㎥ ヒノキ2,840㎥
平成24年度輸出量スギ 989㎥ ヒノキ 894㎥(平成24年7月末現在)

鹿児島県志布志港での原木船積みの様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
韓国で人気のある大径材やチップ材、パルプ材の利用がほとんどで

あったＢ、Ｃ材を丸太として出荷することにより山林所得の向上に繋がっ
ている。

宮崎・鹿児島県・市町村行政を含めた
協議会全体会議

宮崎県・鹿児島県 木材輸出戦略協議会 （スギ、ヒノキ原木を韓国へ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
ブランドの定着化と輸出量の増大を図るため、流通関係者への勉強会の実施や一般消費者を対象

にした試食販売会を実施。

全国でも有数の畜産県である鹿児島の和牛・黒豚等を香港・シ
ンガポールへの輸出拡大を図った。

【香港】
平成19年度～平成23年度まで 年平均 ３ｔ程度（かごしま黒豚）

【シンガポール】
平成21年度～平成23年度まで 年平均 10ｔ程度（かごしま黒豚等）
平成21年度～平成23年度まで 年平均 15ｔ程度（鹿児島黒牛）

【ウェブサイト】 http://www.k-p-a.jp

【実施内容】
・ 量販店等での試食販売会
・ レストランでの食フェア
・ 流通関係者向けの食肉カット講習
・ マスコミを活用した広告・宣伝 など

現地バイヤーを招へいした
視察の実施

【これまでに活用したことのある国等の補助事業費】
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

鹿児島県 公益社団法人鹿児島県特産品協会
（和牛・豚肉を香港・シンガポールへ）

現地流通関係者向けのカット講習



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品質の高い

商材として提供。
※ 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

東町漁協高付加価値工場施設

アメリカ向けブリフィレ

平成23年 輸出量315トン（平成元年比118%）
生産に占める輸出割合 約９％

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）

【販売戦略、工夫した点等】
・ シーフードショー、食品見本市などに出展し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
も徹底した衛生管理を行っており、その結果、信頼を得ている。

【ウェブサイト】 http://www.azuma.or.jp/

【出展した国際見本市等】
ジャパン・インターナショナル・シーフードショー（平成23年）



養殖カンパチの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。
安全性、鮮度保持、美味しさなど総合的に品質の高い商材として提供。
平成16年７月 「かごしまのさかな」ブランドとして認定。

【輸出のきっかけ】
平成21年度農林水産省補助事業（農林水産物等輸出促進支援事業(農

林水産物等輸出促進対策））により、ドバイ、香港を訪問し販路開拓を図っ
た。

【販売戦略、工夫した点等】
急速凍結機を導入し、冷凍しても刺身で美味しく食べられることを前面

に出したPRを行っている。

【輸出によるプラスの効果等】
輸出に取り組んで間もないため、まだ効果は少ない。引き続き、輸出を

継続しながら、価格維持に努めたい。

【輸出実績等】
平成23年度 輸出量 約２トン
加工に占める輸出割合 約0.8％

垂水市漁協魚加工場

カンパチ炙りロイン

鹿児島県 垂水市漁業協同組合 （養殖カンパチを米国、香港へ）

【ウェブサイト】 http://www.tarumizugyokyou.com/



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 平成22年２月に開催された農林水産省委託事業「輸出オリエンテーションの会」への参加がきっかけで商談がまと
まり、（株）沖縄県物産公社と連携し、翌３月から香港へ県産青果物の輸出をスタート。
・ 香港の見本市FOOD EXPOに出展し、商談を重ねた結果、県産加工品の輸出をスタート。
・ 量販店およびレストランにおいてシークヮーサー、黒糖等の特徴を紹介するとともに、料理レシピの試食試飲会等
の販促活動を行い、沖縄県産食材への認知度向上を図っている。

現地量販店等において、試飲・試食会等販売促進活動を重ね

ることで沖縄県産農産物の認知度向上を図り、紅芋、ゴーヤー、
オクラ、パインアップル、マンゴー、シークヮーサー果汁飲料、黒
糖等の販売を拡大。

【平成22年度輸出実績】 【平成23年度輸出実績】
輸出額 ： 760万円 → 輸出額 ： 980万円

FOOD EXPO2011（香港）への出展

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 安全・安心、新鮮で美味しい沖縄県産農産物の新たな販路の可能性を
確認。
・ 海外でも高品質を評価されることで、産地の生産意欲が高まっている。

外食店ﾊﾞｲﾔｰ向け試作料理の試食試飲会

沖縄県 JAおきなわ （紅芋、ゴーヤー、シークヮーサー果汁等を香港へ）

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成21年度輸出オリエンテーションの会
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

【出展した国際見本市】
香港 Food Expo 2012



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 米国のトップシェフが沖縄の泡盛を絶賛し、プライベートブランドとしてプロデュースしたことを受け、米国への「泡
盛」としての輸出が認められたことから、米国への本格的な輸出プロモーションをスタート。
・ 米国輸出の最大の障壁であった、蒸留酒輸入販売に対する厳しい規制への対応、米国内での流通システム、煩
雑な手続きに係るノウハウ等については、実績のある現地輸出プロモーターを活用。

安価なアジアの蒸留酒の一種と認識されていた県産「泡盛」及

び「ラム酒」について、試飲会・デモンストレーションを繰り返し、
積極的に味、香り等質の高さをPRし続けることで、高級・良質な
酒としての認知度向上に成功。

試飲会での説明の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 米国の酒類市場において、県産泡盛及びラム酒の認知度向上に成功し、アジアの
高級酒としての新たな販路開拓の可能性を確認。
・ 今後は長寿沖縄を支える一連の「食文化ストーリー」として、県産酒類とパッケージ
して、酒の肴、薬膳等として健康イメージの高いもずく、ウコン、豆腐よう等県産品の
輸出への波及効果が期待出来る。

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

米国各地の試飲会・デモンスト
レーションで活躍したプロダクト・

スペシャリスト

沖縄県輸出促進協議会（泡盛、ラム酒を米国へ）

【平成23年度輸出実績】
泡盛 620本、 ラム酒 534本



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 夏場（需要の減少期）のだぶつき解消を目指し、沖縄県外への販路開拓を検討していたところ、ANAが那覇空港を
ハブとした国際貨物基地事業を展開し、アジア諸国への輸送時間が大幅に削減されたため、国内の他県よりもアジ
ア諸国への輸出に魅力を持ったこと等がきっかけ。
・ 戦略として、安価な外国産との価格競争は避け、高品質な日本産をセールスポイントに認知度向上を図ることで
徐々に販売を伸ばしている。

良質な沖縄県産えのき、しめじのタイ、台湾、シンガポールへ
の輸出を本格化。

【平成22年度輸出実績】 【平成23年度輸出実績】
タイ 16.5トン 34.4トン
台湾 5.2トン → 10.2トン
シンガポール ０トン 0.8トン

【ウェブサイト】http://odac.jp/product/index.htm

タイの現地スーパーでの試食販売

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 県内出荷は横ばい状況が続いていたことから、アジア諸国への新たな市場を開拓
出来たことで、県内産地の生産拡大が図れる。
・ 夏場のだぶつき解消により、１年を通して安定的な出荷が可能となることで生産者
の意欲、所得向上が期待される。

高品質な県産しめじ

沖縄県 （株）オーダック （えのき、しめじをタイ、台湾、シンガポールへ）


