
【取り組む際に生じた課題】
・さまざまな輸出規則・規制に関する情報の不足

・ラーメンに不可欠な原材料（動物性油脂やエキス、卵、アルコール）の輸出先での
使用規制
・「ラーメン店」は存在するが「札幌ラーメン」独特の調理法の情報が不足

【ウェブサイト】 http://www.ramen.jp/ 

【取組の効果】
・本物志向の客層をターゲットにし日本国内と同じ「味」を追及した結果、そのゾーン

の顧客満足を獲得
・輸出先での西山製麺ブランドの構築

米国のラーメン店内の様子

ドバイでの試食風景

◆北海道産ラーメンの麺などを世界19ヶ国に輸出し、日本食・ラーメン文化の普及を目
指す。
◆平成26年８月からは、アラブ首長国連邦（UAE）向けに、豚肉やアルコールを使用しな
いハラル対応のラーメンの麺とたれ、調味油等の輸出を開始。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 112,900 －
毎月

平成25年度 94,100 －

生ラーメン、ラーメンたれ

【主な品目】

ドイツ、米国、シンガポール、香港、他

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・ドイツと米国の現地法人を軸に販売先の拡大を目指す
・各輸出先での原材料規制をクリアし、日本国内と同じレシピにより近い商品を開発
・単に食材を輸出するだけでなく、日本食・ラーメン文化の浸透を図る

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ、各省の地方機関、地方自治体など、公的機関への相談
・お客様である現地のラーメン店の協力により詳細な現地情報を獲得
・限られた原材料を使いながら日本国内と同等の風味を出す商品を開発

・「札幌ラーメン」の調理法を伝えるため、調理技術の指導や現地での店舗経営に
ついての研修を国内外で実施

【連絡先】 担当者名：管理部、ＴＥＬ：011-863-1331 

北海道 西山製麺（株）
『本物志向のラーメンを海外へ』

加工食品

【輸出実績】
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【取り組む際に生じた課題】
・バルク船での輸出は多くの集荷が必要なことから地元事業者の協力が不可欠。
・原木輸出は、相手国の経済事情、木材市場に影響されることが大きい。
・道内での木質バイオマス発電施設稼働に伴う木材流通・市況の変動が不透明。

【ウェブサイト】 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/

【取組の効果】
・伐採現場から近い港での取引による運搬経費の軽減に伴う木材販売収入の増加。

・既存港湾施設の有効活用及び荷役等の作業員雇用の確保。
・木材販売収入増による森林所有者の間伐意欲増進と適正な森林整備の推進。

留萌港でトドマツ材がバルク船に積
み込まれる様子（H26.6.2）

韓国でトドマツの仕様や木材流通の
実態調査を実施（Ｈ27.2.26）

◆利用期を迎えたトドマツ人工林材の販路拡大を検討
◆木材の集荷方法や移輸出先の木材需要状況などの情報収集及び留萌港を活用した木材移輸出の検討
◆商社及び北海道森林組合連合会と連携し、管内で需要の少ないトドマツ材の韓国輸出
◆森林所有者に対するトドマツ人工林からの間伐収入増と森林整備（間伐）の促進

輸出額(千円) 輸出量(m3) 出荷時期

平成27年度 ― 2,500
主に秋から春

平成26年度 ― 6,126

トドマツ材（合板用原木）

【主な品目】

韓国

【主な輸出先国・地域】

【輸出実績】 ※商社等との連携分（H27.9 時点）

【今後の展望】
・韓国内の木材需給バランスを見据えたトドマツ材の輸出。
・地元・近郊の林業事業体・商社等との情報共有と連携の強化。
・安定供給体制を確立し、地元における木材加工施設の新設等関連産業の育成。

【生じた課題への対応方法】
・近隣地域との集荷体制の強化と情報の共有化。
・韓国でのトドマツ材の評価や木材流通実態を把握するため現地調査を実施。
・安定的に供給を行うため、道有林・私有林の共同出荷、路網の整備の検討。

【連絡先】 担当者名：留萌振興局森林室 渡辺 ＴＥＬ：0164-42-8462 

【活用した施策】 北海道「地域の海外発信力強化事業」 るもい[間伐材輸出促進]プロジェクト（平成27年2月）

北海道 留萌流域森林・林業活性化協議会
『留萌港からのトドマツ材（林産物）を韓国へ』

林産物

【輸出取組の概要】

韓国向けトドマツ材を運ぶバルク船が留萌港に
入港（H26.5.31）
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【取り組む際に生じた課題】
・台湾のコンブ輸入は、中国、韓国が大部分を占め、日本のシェアは低い。
・台湾に、取引のある仲介業者がいなかったため、現地の業者に直接売り込みを

行わなければならなかった。

【ウェブサイト】 http://hakoichi.co.jp/  

【取組の効果】
・函館近海産の春採りコンブを利用した新しい市場の開拓。
・養殖過程で間引きされるコンブの付加価値の向上。
・通常コンブの収獲期は８月であるが、春（３～４月）の端境期にできる取組で
漁業者の所得を向上。

商品外観

アジアでのイベントに出展

◆平成26年、「函館地域産業振興財団」との連携により、春先に函館近海で水揚
げしたコンブを委託加工（ボイル塩蔵）し、台湾に輸出。

◆平成27年１回目の輸出量はリピーターの増加により、すでに前年度出荷実績を
上回る400kgに増加。

輸出額(千円) 輸出量(kg) 出荷実績

平成 27 年度 460（１回目） 400（１回目）
年 ３ 回

平成 26 年度 414 360

春採りコンブ

【主な品目】

台湾

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・台湾での更なる新規市場の開拓。
・中国や欧米等へ輸出の拡大を図る。

【生じた課題への対応方法】
・「函館地域産業振興財団」との連携により、シンガポールで開催された「Oishii
Japan 2014」などのイベントに積極的に出展し、商品のPRを行った。

・現地のバイヤーに商品の特徴をプレゼンし、その良さをわかってもらうことで、
契約に繋げることができた。

【連絡先】 担当者名：営業二部 山上部長 ＴＥＬ：0138-23-4521 

北海道 函館魚市場（株）
『函館近海産春採りコンブを台湾へ』

水産物

台湾での商談
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【取り組む際に生じた課題】
・外国向けの商品のため、パッケージデザインの変更について検討。

・販売先（輸出国）との代金決済が不安。

【ウェブサイト】 http://hakodate-beikoku.co.jp/  

【取組の効果】
・「北海道産」を全面に押し出した販売活動により現地消費者の認知度も高まり、

毎月順調に輸出数量も増加した。
また、既存の国内用パッケージを用いたことによって、大幅なコスト削減につな
がった。

・販売先から北海道産米の要望が強く、「おぼろづき」等の評価が高いことから、
あらためて「北海道」のブランド力を認識。

函館米穀株式会社

輸出用主力商品の「おぼ
ろづき」と「ふっくりんこ」

◆ 平成26年に函館市で開催された商談会で、香港のバイヤーと契約が成立した
ことを契機に北海道産米１トンを輸出。

◆ 今後、取扱数量を拡大し、 香港へ年間100トンの取引を目指す。

北海道 函館米穀（株）
『北海道産米を香港へ』

コメ（北海道産米 ）

【主な品目】

香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・ジェトロ主催の商談会を活用し、シンガポールやマレーシアへと販路拡大を目指す。
・道南地域の主力品種である「函館育ちふっくりんこ」の輸出量拡大を進める。

【生じた課題への対応方法】
・現地バイヤーと相談し、 「北海道産」を強くアピールできる国内と同じパッケージで
販売にチャレンジ。
・現地との仲介役である日本の貿易商社の買い取りによる代金決済を実施。

【連絡先】 担当者名：石上友浩、ＴＥＬ：0138-42-7041 

穀物
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【取り組む際に生じた課題】
・ EU-HACCP認証取得に係る施設整備等の経済的負担

【取組の効果】
・高水準な工程管理が評価され、EU域でニーズの多かった「宗谷のホタテ」の輸出
が平成４年以来21年ぶりに復活した。
・厳しい基準をクリアした事で、安全・安心の付加価値を付けて有利販売に寄与。

・国内でテレビ、新聞等に取り上げられた事により、輸出のみならず国内事業者か
らの問い合わせも増加。

見 本

加工作業の様子１
床に落とした物は輸出不可

◆平成24年11月、高度な衛生管理が求められる、ＥＵ向けホタテのHACCP認証を取得
し、宗谷漁協の認可漁船が水揚げしたホタテ貝を仕入れ、「玉冷」でＥＵへ輸出。

◆水揚げから陸送方法、製品化までの厳しい基準をクリアし、宗谷産ホタテの知名度向
上と販路拡大を期待して取組を実施。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 172,664 57
９～10月

平成26年度 136,850 57

冷凍ホタテ貝柱（生食用）

【主な品目】

ＥＵ（オランダ、ベルギー、
フランス、ドイツ、他）

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】（ＥＵ向けのみ）

【今後の展望】
・EU-HACCP認証を取得していない一般加工場との漁獲枠の配分バランスを考慮
し、EUを中心に更なる販路拡大を目指す。

・現地の顧客ニーズに合致した作業工程の管理・見直しを繰り返し実施し、輸出数
量の拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・取組開始当時は補助事業等がなく自己資金で対応。
・施設整備において動線の見直し、清潔区・汚染区の区分（気密性の確保）等
・衛生管理基準に沿った加工作業を実施するための人材育成・社員教育

【連絡先】 担当者名：代表取締役社長 仲村 房次郎、ＴＥＬ：0162-23-7700

北海道 稚内東部（株）
『冷凍ホタテ貝柱（玉冷）をＥＵへ』

水産物

加工作業の様子２
終目視確認後、冷凍機へ

業務用商品としてＥＵへ輸出
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【取り組む際に生じた課題】
・輸送コストの負担減。
・相手国バイヤーから、安心安全のための品質保証の要求。

【ウェブサイト】 http://betsukai-milk.com

【取組の効果】
・商談の成立により輸出量はテスト販売の10倍に増加。
・需要のあるアジア圏に向けた販路拡大。
・味とともに北海道ブランドのイメージが高く評価された。

輸送のため冷凍トラックに積
載

商品「べつかいのアイスク
リーム屋さん（チョコレート、
バニラ、抹茶味）」

◆平成25年10月、バニラと抹茶味のアイスクリームをベトナムへテスト販売。
◆平成26年９月に「水産物・食品輸出商談会in根室」でホーチミン市のバイヤーと商談

が成立。
◆平成26年11月、バニラ、チョコレート、抹茶味の商品を初めて輸出。

輸出額(千円) 輸出量 出荷時期

平成26年度 1,200 120ml×10,000個
11月

平成25年度 テスト販売 120ml×1,000個

アイスクリーム

【主な品目】

ベトナム

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・平成27年はベトナムへの輸出を継続するとともに、中国、シンガポールにも輸出を
予定、商談の相手先を東南アジアに定め、タイ・台湾・フィリピン等を中心に販路拡
大に取り組む。

【生じた課題への対応方法】
・ベトナム輸出に取り組んでいる根室市アジア圏輸出促進協議会会員の海産物「根
室のサンマ」などのコンテナに混載し、冷凍海上輸送することでコスト削減。

・自社検査並びに第三者機関による、理化学、重金属検査等を行い品質保証を実
施。

【連絡先】 担当者名：西條武利、ＴＥＬ：0153-75-2160 

【活用した施策・支援】 「水産物・食品輸出商談会in根室」（日本貿易振興機構（JETRO）北海道貿易セン
ター）への参加（平成26年）

加工食品

北海道 （株）べつかい乳業興社
『アイスクリームをベトナムへ』

マスコットキャラクター
「べっちゃん・かいちゃん」
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【取り組む際に生じた課題】
・植物防疫検査をクリアするため、土落としや根切りなどの作業に手間がかかる。
・農薬を使用するにあたって輸出相手国の基準に合わせる必要がある。

【取組の効果】
・国内販売価格の下落を抑止し、生産者の収入の安定に寄与。
・国内向けより出荷作業時間と経費はかかるが、台湾での評価が高く、高値で取引。
・より良いものを生産しようとする生産者の意欲向上。

ゆり根のほ場

台湾に輸出されたゆり根ケース

◆国内市場価格の下落等に対応するため、新たな販売先として平成17年から台湾へ
の輸出を開始。

◆台湾では健康食品（薬膳）としての需要が高く、２Ｌ・３Ｌの大きいサイズを中心に輸出
量が伸びている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 6,120 9
９～11月

平成25年度 5,200 8

北海道 ＪＡ忠類
『ゆり根を台湾へ』

ゆり根

【主な品目】

台湾

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・持続的な生産のための担い手の育成。
・輸出頻度を増やすための小口輸送の検討。
・梱包資材に使用しているおがくずの高騰により、代替資材を検討。
・国内市場向けとの差別化を図るため、輸出向け出荷ケースの製造を検討。

・地理的表示保護制度（ＧＩ）への登録により、他地域との差別化とブランド保護を目
指す。

【生じた課題への対応方法】
・国内向けに比べ手間はかかるが、洗浄回数を増やし、根を短く切ることで対応。

・使用する農薬の種類や使用方法を相手国の基準に合わせるなど、生産工程管理
を徹底。

【連絡先】 忠類農業協同組合 営農部生産課 ＴＥＬ：01558-8-2311

青果物

台湾青果市場での販売の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・鮮度を保ったままでの輸送方法。

・米国・カナダでは、生食の習慣が普及しておらず、「オホーツク網走産ながいも」の
認知度も低かった。

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

【取組の効果】
・米国、カナダでは、もともとアジア系住民に薬膳効果の高い食べ物として人気が
あり、生食（すり下しや千切り等）を紹介することで更なる需要の拡大に期待。
・現地では、日系スーパーなどで中国産の５倍以上の価格で販売可能。
・国内では需要の少ない４Ｌサイズが人気となり、生産者の所得の向上に寄与。

（カナダ）現地スーパーでの試
食販売の様子

レセプション (在バンクーバ日

本総領事公邸にて長芋を使っ
た料理等による地域紹介)の
様子

◆「白くて甘味がある」、「安全である」と、ＪＡオホーツク網走産のナガイモが米国・カナ
ダで人気。

◆網走市とタッグを組み、網走市長がＪＡオホーツク網走組合長とともにトップセールス
を実施。輸出国・販路の拡大に繋げる。

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度（26年２月～27年１月） 500
通年

平成25年度（25年２月～26年１月） 320

北海道 ＪＡオホーツク網走
『ナガイモを米国・カナダへ』

ナガイモ

【主な品目】

米国・カナダ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・利益が国内販売より１～２割ほど高く、また、日本の市況に左右されず安定価格
での販売が可能なことから、輸出量を増やすことで生産者の所得増に期待。
・ローマ字の「NAGAIMO」として売り出し、オホーツク網走産ナガイモのブランド化
や他国産との差別化を図る。

【生じた課題への対応方法】
・エンジン付きの輸出専用リーファー（定温）コンテナによる輸送。

・現地に出向き、日本総領事館公邸でのレセプションの開催やスーパーマーケット
での試食会で農協女性部の考案した「ながいもレシピ集」を英訳し配布するなど、
美味しい生での食べ方などを紹介。

【連絡先】 担当部署名：販売企画室、ＴＥＬ：0152-43-2311

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・一般的な地ビールは賞味期限が短く（１～３ヶ月）、輸出が難しい。
・輸出に取り組んだ当初（平成24年）は瓶ビールでの輸出で、重量
が重く輸送コストが課題であった。

【ウェブサイト】 http://www.takahasi.co.jp/beer/

【取組の効果】
・「流氷をイメージしたオホーツクブルー」を中心に、鮮やかな色合いの地ビール（発
泡酒）がアジアの富裕層などから人気を得る。
・あまりの人気に、商社や貿易会社からの発注に応えきれないケースも。

◆東京農業大学オホーツクキャンパス生物産業学部の技術協力により、青色をはじめ
とした他にはない鮮やかな色合いを実現。アジアの富裕層などをはじめとして、高い評価
を受け人気となる。

輸出額(千円) 輸出量(本)

平成27年（１～９月） 10,500 45,000

平成26年度 6,000 20,000

地ビール

【主な品目】

香港・台湾・イギリス・オーストラリア・タ
イ・上海・シンガポールなど

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・２年後（平成29年）には、缶、瓶併せて年間15万本に輸出量を伸ばす。
・輸出額を同社の売り上げ全体の約２割まで引き上げることを目指す。

【生じた課題への対応方法】
・製造過程に過熱処理を加え、賞味期限を６ヶ月間に延ばすことに
成功。
・平成25年に製造工場を増設し、缶ビールを製造ラインナップに加
えることで、輸送コストの削減に努力。

【連絡先】 担当者名：取締役営業部長 川﨑鉄也、ＴＥＬ：0152-45-5100

オホーツクの四季をイメージした
色鮮やかな地ビール（発泡酒）

ドイツの伝統的な醸
造法「デコクション
法」により醸造

北海道 網走ビール（株）
『地ビールを香港・台湾等へ』

加工食品
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【取り組む際に生じた課題】
・ いかに物流コストを下げることが課題となっている。
・ 販売先の確保と輸送途中の鮮度の維持。

【取組の効果】
・ 「室蘭」、「北海道」の知名度の向上。
・ 「蘭扇」ブランドの価値向上や国内での評価向上。
・ 産・学の連携による地域ぐるみの輸出促進。

◆北海道漁業協同組合連合会との共同販売事業で平成26年11月から輸出試験をス
タート、３年貝のうち直径13センチ以上の貝殻の形状の良い活ホタテを厳選し、高級ブ
ランド「蘭扇」として平成27年２月に初めて香港へ輸出。

ホタテ

【主な品目】

香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ 「蘭扇」ほたてのプレミアムなブランド化を目指す。
・ 平成27年度は輸出拡大し400ｋｇ出荷予定。

【生じた課題への対応方法】
・ 北海道漁業協同組合連合会が道内の鮮魚等を混載してロットを確保し、
販売先の確保と輸送コストの低減を図っている。
・ 鮮度及び品質の確保については、産・学（室蘭工業大学）が連携し、北海
道国際輸送プラットホーム推進協議会（※）の小口冷凍・冷蔵輸送サービスを
利用し試験を実施。結果、出荷時と変わらない鮮度を確認。

※ 北海道国際輸送プラットホーム推進協議会は、物流経費が高騰する首都圏等を経由する輸送方
法ではなく、北海道から航空便等で直接海外に生鮮品等を輸出するサービスに取り組んでいる。

【連絡先】 ＴＥＬ：0143-24-3331（室蘭漁業協同組合）

水産物

北海道 ＪＦ室蘭

『「蘭扇ほたて」を香港へ』

輸出量（ｋｇ） 出荷時期

平成26年度 200 ２月～３月

「蘭扇」ほたて

大きな貝柱が魅力

らんせん
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【取り組む際に生じた課題】
・新規販路開拓のため、現地ニーズや流通実態の把握が必要。
・海外バイヤーの道産水産物に対する正しい認識が不足。

【ウェブサイト】 http://www.gyoren.or.jp/ 

【取組の効果】
・現地ニーズに沿った道産水産物の輸出販路を開拓。
・中国・タイ等の量販店、飲食店における、末端製品の新規販路開拓。
・米、EUなどの欧米諸国へのホタテ製品の輸出拡大。

■海外バイヤーを招聘しての
国内商談会及び工場視察

■タイの量販店における店頭販促

ホタテ、秋サケ等

【主な品目】

米国、中国、東南アジア、ＥＵ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】（貿易統計より）
平成26年・・・ホタテ：56,000t・447億円 サケ：37,200t・112億円

平成25年・・・ホタテ：57,400t・399億円 サケ：32,500t・ 82億円

（出荷時期 ホタテ：通年 秋サケ：通年）

【今後の展望】
・道産水産物の継続的な輸出に向け、現地での売場確保及び認知度拡大

を目的とした各種販促活動等を実施。
・近年水産物の消費が伸長しているアジア地区にて更なる販路拡大活動を

実施。
・海外における「北海道ブランド」の確立に向けた各種活動を実施。

【生じた課題への対応方法】
・現地商社や量販店との商談、卸売市場の視察等の海外市場調査を実施。

・海外バイヤーを招聘して、道産水産物のプレゼンテーションや工場視察等
の産地ＰＲ・国内商談会を実施。

【連絡先】 北海道漁業協同組合連合会 営業企画部 ＴＥＬ：011-281-8622 

【活用した支援・施策】 平成26年度農産漁村6次産業化対策事業のうち輸出に取り組む事業者向け対策事業

北海道漁業協同組合連合会
『北海道産の水産物を世界各国へ』

水産物

◆ホタテ製品、秋サケ製品を始めとする北海道ブランドの水産物の輸出事業を実施。

◆道産水産物の輸出販路拡大を目的とした、海外販促活動、市場調査、海外バイヤー
を招聘しての産地PR・国内商談会の実施。

◆「北海道ほたて漁業のMSC認証」の認証維持に向けた現地審査の実施。
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【取り組む際に生じた課題】
・小口冷凍・冷蔵混載輸送に関わる輸送コストの削減
・サービスの利用促進に向けたPR活動（国内、海外）

【ウェブサイト】 http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kowan/platform/index.html

【取組の効果】
・輸送コストの削減効果（香港向けの場合、通常約50,000円→9,000円/箱
(15kg)）。

・数箱単位から海外取引を始めたいという事業者や、展示会へのサンプ
ル輸送等の小口輸送ニーズに対応。

・北海道を旅行する外国人観光客向けの、生鮮品のおみやげ購入ニー
ズに対応。

【海外おみやげ宅配便のチラシ】

大ロット化、コンテナ輸送のための首都圏等への経由をせず、航空便で直接海外に生
鮮品等を安価に輸出する「北海道国際輸送プラットホーム（ＨＯＰ１サービス）」を構築。

香港、台湾、シンガポール、マレーシア向けの小口冷凍・冷蔵混載輸送サービス。
通関、産地証明、保険、代金回収等の輸出にかかわる事務代行を含むサービス。
海外観光客向けの宅配サービス「海外おみやげ宅配便」も展開中。

輸出量(箱) 出荷時期

平成26年度 722
通年

平成25年度 324

カニなどの水産物（生鮮、加工品）、メロ
ンなどの青果物、ほか加工食品

【主な品目】

香港、台湾、シンガポール、マレーシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・HOP1サービスの輸送国拡大と海上輸送（HOP2サービス）の開始。
・海外から生鮮品のおみやげを購入できる通販（EC）サイトの開始。
・商社機能を強化したプラットホームの構築。

【連絡先】 HOP推進協議会（事務局：北海道開発局港湾空港部港湾計画課 富岡、藪田） ＴＥＬ：011-709-2137 

北海道 国際輸送プラットホーム推進協議会
『水産物などの北海道産品を香港などへ』

水産物

【生じた課題への対応方法】
・小口の貨物を集約し、１つのコンテナに相乗りさせるシステムを構築。
・北海道内各地で説明会を開催し、取り組みやサービス内容をＰＲ。
・各種の海外イベント（NATAS Travel、Oishii J APAN:ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台北
国際旅行博:台湾 等）との連携による現地ＰＲを実施。
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報と人材の不足。
・輸出国のワイン市場や主要企業等の情報不足。
・北海道（日本）がワイン産地であることの現地での認知度。

【ウェブサイト】 http://www.hokkaidowine.com/

【取組の効果】
・積極的に自社輸出できるようになった。
・新規の取引先の発掘ができた。
・北海道ワインの知名度やブランドとしての価値向上、国内外での評価向上。

香港ワインフェアへ出展

沖縄大交易会へ参加

◆輸入原料を使用せず国産葡萄のみを使用した日本ワインを輸出することにより、収
益の増加はもとより、地元葡萄農家の経営安定に寄与している。

輸出額(千円) 輸出量(本) 出荷時期

平成26年度 13,351 15,111
9～8月

平成25年度 1,339 1,164

ワイン

【主な品目】

香港、台湾、マレーシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・引合いも増えており、2020年までに輸出額１億円を目指す。
・国や地域のニーズに応え、ブランド別の提案を行う。
・輸出拡大に向け、国内外のコンクール等へ出品。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ貿易実務オンライン講座受講やジェトロホームページ等の活用。
・香港ワインフェア、沖縄大交易会、ジェトロ商談会へ参加し、取引先を拡大。
・香港国際ワインコンクールへの出品（２品銅賞受賞）。

【連絡先】 担当者名：岸 直行、ＴＥＬ：0134-34-2181 

【活用した施策・支援】 沖縄大交易会、ジェトロ食品輸出商談会in札幌や海外見本市への参加

北海道 北海道ワイン（株）
『地元産ワインを香港、台湾、マレーシアへ』

加工食品
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