
【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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