
新潟県 （株）新潟農商
『米をモンゴルへ』

コメ・コメ加工品

【取り組む際に生じた課題】
・長期輸送・現地販売に耐える品質の確保
・モンゴルでの販売体制の構築
・モンゴルでの日本産米・新潟県産米の認知度不足

【ウェブサイト】 http://www.niigata-nosho.com/

【取組の効果】
・新潟県産米の新たな輸出先としてモンゴルへの販路を開拓

現地スーパーでの試食販売

◆平成25年にモンゴルに合弁企業を設立。新潟県産米を玄米のまま輸出し、現地で精
米し、スーパーマーケットや日本食レストランに販売

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 69
通年

平成25年度 68

米

【主な品目】

モンゴル

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・現地プロモーションをさらに強化し、富裕層への浸透、日本食レストラン等への販路拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・現地合弁企業を設立し、農家との出荷契約から輸出、現地精

米・販売までをグループ会社で実施し物流・商流をシンプル化
・玄米輸出、現地精米により、日本と同等の品質の新潟県産米を

販売
・定期的な試食販売やテレビCM等のプロモーション活動の実施

【連絡先】 ＴＥＬ：025-284-1117 

テレビCM画像
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新潟県 錦鯉養殖業者
『錦鯉を世界各国へ』

水産物

【取り組む際に生じた課題】
・コイヘルペスウィルス病の蔓延防止
・海外バイヤーに対する錦鯉の輸送・飼育方法の普及

【取組の効果】
・中山間地域における基幹産業の一つである錦鯉養殖業の後継者確保につながっ
ている。

泳ぐ宝石・錦鯉

錦鯉品評会に来場した外国
人

◆錦鯉を東南アジア、EU各国、アメリカなど世界各国へ輸出

輸出量(千尾) 輸出先国 出荷時期

平成26年度 625 30
10～5月

平成25年度 719 28

錦鯉

【主な品目】

東南アジア、EU各国、アメリカなど

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・継続して錦鯉品評会に参加し、海外バイヤーに対して錦鯉のPRを行うとともに海
外への販路拡大、輸出量の増大を図る。

【生じた課題への対応方法】
・地区の生産者全体での疾病対策の強化
・海外バイヤーに対する錦鯉の輸送・飼育方法の技術指導
・アジアカップ錦鯉品評会など海外で行われる錦鯉品評会での審査協力・指導
・海外で好まれる品種の生産

※衛生証明書を必要とする国のみ
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【取り組む際に生じた課題】
・海外のお客様の嗜好にあったデザイン・味・販売方法の確立。
・永続的に取引出来る海外代理店の発掘。

【ウェブサイト】 http://www.jozen.co.jp  

【取組の効果】
・海外代理店の発掘により、直接貿易の割合が増加
・市場ニーズを受けた商品開発などにより、EU市場での新規販路開拓を実現
・輸出量は平成10年度（9,000㍑）より大幅増加。

海外飲食店での試飲会

海外すし店での宣伝活動

越後湯沢に流れる清廉な水を活かした酒造りを続ける同社。輸出量を伸ばすために直
接貿易割合の増加を目指す。ジェトロ専門家の支援を受けながら見本市、商談会などに
積極的に参加するほか、毎月各国のイベントに参加し、商品の試飲会を実施するなど、
ブランド認知、販路開拓に積極的に取り組む。またコーシャ認証の取得でさらなる輸出拡
大可能性を模索中。

輸出量(L) 出荷時期

平成26年度 18,500
通年

平成25年度 15,200

日本酒

【主な品目】

台湾・マカオ・ＥＵ・北米

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・既存輸出先代理店とその先の得意先への定期的訪問を重ねる事で、常に関
係性の向上を目指し、理念と共にブランド認知を拡大していく。

・今後も各種イベントへの積極的な参加を通して、新たな輸出先を模索し、より
多くの人に商品の良さを伝えていく。

【生じた課題への対応方法】
・海外展示会や国内のバイヤー招聘商談会への積極的な参加を通じ、海外市
場の動向、ニーズを把握。その一環でコーシャ認証も取得。

・貿易実務講座への参加やジェトロ専門家の支援を通じ、輸出実務、代理店契
約、アフターフォローなどのノウハウを蓄積。

【連絡先】 担当者名：保坂大二郎、ＴＥＬ：025-784-3446 

【活用した施策・支援】 （平成25年）ジェトロ酒商談会、（平成26年）SIALパリ食品見本市、ジェトロ貿易投資相談、
ジェトロ輸出有望発掘支援事業

コメ・コメ加工品

新潟県 白瀧酒造（株）
『積極的な海外営業で日本酒を世界へ』
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【取り組む際に生じた課題】
・新規販路開拓先の市場、流通ルート情報の不足
・温度管理等の品質管理概念を共有でき、継続取引可能なパートナーの確保
・良質な酒米の継続確保
・他社との商品の差別化を図るための新商品の開発

【ウェブサイト】 http://www.fukugao.jp/

【取組の効果】
・輸出先国を約10カ国まで拡大
・商談会等の積極的参加により、輸出実績のない国からの引合いが増加
・新商品開発により、海外のみならず日本市場での新規顧客層を発掘

海外ﾊﾞｲﾔｰ商談会に参加

台湾の飲食店に並ぶ福顔酒造㈱
の商品

創業116年。地元新潟の米（五百万石、越淡麗）、水（五十嵐川の伏流水）を使用、昔な
がらの丁寧な醸造にこだわる三条市唯一の蔵元。
ジェトロ主催の国内商談会や海外展示会などの機会を最大限活用し、海外に販路を拡
大。日本酒ベースのリキュールやウィスキー樽で貯蔵した日本酒といった日本酒の新し
い可能性を追求しつつ、海外市場向けの商品開発にも積極的に取り組む。

日本酒

【主な品目】

台湾、香港、マレーシア等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・東南アジアのみならず、商品のファン・サポーターとなる取引先の開拓
・海外販売比率を30％まで拡大

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ輸出有望案件専門家より、海外市場情報等を入手
・ジェトロ主催のバイヤー招聘商談会等へ積極的に参加
・契約栽培により良質な地元新潟産および兵庫産の酒米を安定確保
・日本酒ベースのリキュール、ウィスキー樽で貯蔵した日本酒等新商品を開発

【連絡先】担当者：取締役 小林恵里 ＴＥＬ：0256-33-0123

【活用した施策・支援】 ジェトロ輸出有望案件発掘支援事業、ジェトロ新潟主催ﾊﾞｲﾔｰ商談会参加（平成26年度）

海外販売比率

平成26年度 20%

平成22年度 10%

新潟県 福顔酒造（株）
『日本酒を台湾、香港、マレーシア等へ』
＜ユニークな商品開発で日本酒の海外販路開拓＞

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・商談時の意思疎通の困難さ（言語の違いなど）、商習慣の違い。
・輸出入規制情報（コメ輸入ライセンス、ラベル表示、受入貯蔵設備等）の認識不足。

【ウェブサイト】 http://www.aidarice.com  

【取組の効果】
・香港、シンガポールへの輸出を実現。平成26年度は試験的輸出だったが、平成27
年度に入り本格化。シンガポールへ500kg、香港から1トンの受注。

・香港の高級日本料理店との販売契約。

香港新潟フェア

シンガポール食品展

個人経営ながら生産者自らが香港、シンガポールでのフェアに参加し、佐渡のコメをPR。

バイヤーのニーズに着実に応えるとともに、現地カウンターパートが必要な情報を提供
するなど、密接なコミュニケーションを重ねて信頼関係を構築し、輸出を実現。観光客誘
致を絡め佐渡全体を売り込むことで、さらなる販路拡大をめざす。

輸出量(kg) 出荷時期

平成27年 1,000
10～6月

平成26年 200

精米

【主な品目】

香港、シンガポール

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・香港、シンガポールへの定期的訪問を通じ、取引先の継続的な現地販売促進協
力を要請。また現地で伝統芸能の鬼太鼓を生産者自ら披露し佐渡米をPR。

・旅行代理店との提携などを通じ、コメだけではなく佐渡の自然環境や文化なども含
めた総合的な売り込みにより、佐渡観光と絡めた産品の販路拡大。

【生じた課題への対応方法】
・効果的な通訳の活用、および口頭ではなく記録に残る方法（SNSなど）での迅速
かつ密接なコミュニケーションにより、信頼関係を構築。

・ジェトロ情報なども活用し、輸出入円滑化のための積極的な情報収集と輸入者側
への情報提供を実施。

【連絡先】 担当者名：代表取締役 相田忠明 ＴＥＬ：0259-22-3467 

【活用した施策・支援】 （平成26年度）シンガポール伊勢丹新潟フェア、香港そごう新潟フェア、ジェトロ香港

（平成26年度）シンガポールおいしいジャパン、シンガポール伊勢丹、ジェトロ貿易投資相談

コメ・コメ加工品

新潟県 （株）佐渡相田ライスファーミング
『コメを香港、シンガポールへ』

＜密接なコミュニケーションでコメの輸出を実現＞

シンガポール伊勢丹
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【取り組む際に生じた課題】
・これまで輸出に取り組む卸業者等との取引がなく、全く新規に海外へ
の販路を開拓する必要があった。

【ウェブサイト】 http://www.sansyouraku.jp/index.html

【取組の効果】
・商談会においてパートナーとの信頼を醸成し、契約することができた。

・商談会や見本市等に参加する他の事業者（異業種含む）とのつながり
ができ、有益な情報を得られるようになった。

シンガポールでの商談会の様子

タイでの展示会の様子

◆今後、国内市場が縮小する中、次の代の経営を見据え、成長の見込める海外市場
への販売が必要と判断し、平成24年から海外への販路開拓に取り組む。現在、タイ、
香港、台湾に輸出。

輸出量(Ｌ) 出荷時期

平成26年度（H26.10～H27.9） 700
通年

平成25年度（H25.10～H26.9） 100

日本酒

【主な品目】

タイ、香港、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】
・東南アジア（香港、シンガポール等）を中心に輸出拡大を図り、売上に
占める輸出割合を１割にまで高める。
・市場の大きい米国、中国への輸出に取り組む。

【生じた課題への対応方法】
・販路開拓に取り組むため、県やジェトロが主催する海外バイヤーを招
聘した国内商談会や金融機関主催の海外商談会に積極的に参加した。

【連絡先】 担当者名：（専務取締役・杜氏）山﨑英博、ＴＥＬ：0763-66-2010 

【活用した支援・施策】

富山県 三笑楽酒造（株）
『日本酒をタイ、香港、台湾へ』

コメ・コメ加工品

香港フードエキスポ2015出展の様子

・香港フードエキスポ2015への出展

・ジェトロ富山主催「食品輸出商談会 2013 in Toyama」
への参加（平成25年）

（※平成26年度は、8月までの実績）
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【取り組む際に生じた課題】
・競合との差別化
・添加物に関する輸出規制
・海外バイヤーとのコミュニーケーションの難しさ

【ウェブサイト】 http://www.yamagen-jouzou.com/

【取組の効果】
・国内向け販売価格の下落を抑止し、販売の安定化に寄与。
・通年供給体制の確立により、販路を拡大。
・輸出品の知名度やブランド効果として価値向上や国内での評価向上。

現地卸企業での商談

◆ジェトロ専門家による新興国進出個別支援事業、専門家助成事業の活用

◆県や団体等が主催するセミナー、国内外の展示会、見本市等への積極参加

味噌、醤油、ソース、つゆ

【主な品目】

シンガポール、香港、ＥＵ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・シンガポールにおける商品流通を把握し、より戦略的な輸出戦略を策定する。
・取引先の協力の下、シンガポールに駐在員事務所に相当する拠点を設置する。

【生じた課題への対応方法】
・「ISO 9001品質マネジメントシステム」に「ハラール認証」取得に向けて取り組み中
・輸出規制の対象とならない商品開発
・ジェトロの専門家支援を利用
・英語による会社紹介、商品資料・リーフレットの作成

【連絡先】 担当者名：立浪、ＴＥＬ：0766-21-1111

【活用した施策・支援】 ジェトロ専門家による新興国進出個別支援事業、ジェトロ食品輸出商談会2013in富山

麹、味噌、製品例

【輸出実績】

香港、台湾を中心に輸出実績はあったが、新たに大規模な需要が見込まれるシンガ
ポールへの輸出を開始（平成26年10月～）

富山県 山元醸造（株）
『富山の麹（こうじ）食品を東南アジアへ』

加工食品
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【取り組む際に生じた課題】
・仕向国にて業務用玄米規格の販売が伸び悩み、精米の小分けにて輸出継続をし
たいと買受変更依頼があった。

【ウェブサイト】 http://www.k-daichi.com/  

【取組の効果】
・商社との連携により、他国向けに輸出業者からの引き合いが増加

・米とあわせて、有機純米酒、有機玄米餅等の米加工品やその他の食材の輸出も
拡大

有機製品専門の展示会
BioFach2011(ドイツ)出展の様子

現地インポーター主催の展示会
SakeExpo(北米)出展の様子

◆オーガニック米みつひかりと特別栽培米コシヒカリを輸出（間接輸出）

◆「有機純米酒 AKIRA」等米加工品を輸出（間接および直接輸出）

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 ５．０
１０～４月

平成25年度 ４．８

米、米加工品

【主な品目】

アメリカ、香港、ＥＵ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・輸出向け米の生産強化や、米加工品の輸出強化

【生じた課題への対応方法】
・「新規需要米購入計画書変更依頼」を受け、農政局への諸手続きをし、精米ならび
に小分け後、滞りなく輸出を行った。

【連絡先】 ＴＥＬ：076-257-8818 

【活用した施策・支援】 平成21年度農林水産物等輸出促進対策事業

コメ・コメ加工品

石川県 （株）金沢大地
『米、米加工品をアメリカ、香港、ＥＵ等へ』
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