
【取り組む際に生じた課題】
・完熟りんごの品質・食感の維持。
・海外市場ですでに認知されている青森産りんごとの差別化。
・長野産りんごの知名度向上。

【ウェブサイト】 なし

【取組の効果】
・高品質なりんご輸出による、農家の生産意欲・技術の向上及び後継者の育成。
・スマートフレッシュ処理及び冷蔵保管技術導入による通年供給体制の確立。
・海外市場における長野産サン（無袋）りんごの知名度やブランドとしての価値向上。

輸出のために作られた専門組合

サン（無袋）りんご

◆平成26年4月、輸出を目的にわい化栽培りんごで日本農業賞、天皇杯を受賞した松本市梓川地区の
農家22軒で組合を立ち上げる。

◆同年、7月には長野県主催のシンガポール商談会に参加し、商談が成立。 9月にサンつがる85ケー
スを初出荷。10月下旬に長野県オリジナルブランドであるサン秋映、サンシナノスイートと共に当地
区特有の蜜入り完熟サン名月を輸出し、11月には現地フェアを実施。平成27年1月末までに蜜入り
サンふじを含め合計1,400ケース余りを輸出した。商談会前にはジェトロ長野で模擬商談を行い、商
談の仕方やシンガポール市場についての説明を受けた。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 4,256 13 平成26年9月～平
成27年1月平成25年度 0 0

りんご
【主な品目】

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】
・農家の生産意欲を高めるために、国内輸出業者並びに海外輸入業者と協力しな
がら自立的な輸出拡大を目指す。

・国内でりんご栽培のトップを維持することで、海外でもベストアップル輸出専門組
合を世界一のブランドにする。

・平成27年度の取り組みとして、タイへの輸出も検討中。

【生じた課題への対応方法】
・完熟サン（無袋）りんごの輸出向けスマートフレッシュ処理（1-MCP処理）および冷
蔵保管技術の導入。

・ジェトロ長野による貿易相談、模擬商談等の活用及び輸出業者、銀行による商談
会の活用。

・現地輸入業者との綿密な事前打ち合わせ。
・長野県オリジナル品種の投入および現地渡航による積極的な商品説明。

【連絡先】 担当者名：二村

【活用した施策・支援】 平成26年度ジェトロ長野による貿易相談、模擬商談会への参加

長野県 ベストアップル輸出専門組合
『りんごをシンガポールへ』

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・平成16年から親族が経営する企業を輸入者としてカナダ向け日本酒輸出を開始

したが、カナダ独特の商習慣や販売規制、自社の社内体制（担当者不在、輸出に
関する情報の不足等）が課題となり、カナダ以外の新規市場開拓を行うことに消
極的になっていた。

【ウェブサイト】 http://www.kadoguchi.jp/

【取組の効果】
・平成27年3月に商談相手の香港バイヤーが主催する「酒フェア」への参加を要請
され、現地出張。店舗での販売促進活動を展開してきた。

・ジェトロの貿易実務講座参加や個別相談等の活用を重ねるうちに、輸出の取り組
みはそれほどハードルが高いものではないと実感できた。

・複数の商談会に参加し、国ごとの商習慣や販売戦略に関する情報を入手できた
ことが、自社の海外戦略を検討する上で参考となっている。

香港での「酒フェア」に初めて
参加。現地での販促活動を実
施。(平成27年3月)

「ジェトロ日本酒・酒類輸
出商談会in長野」にて香
港バイヤーと商談(平成26
年10月)

◆平成26年10月にジェトロ長野が開催した「日本酒・酒類輸出商談会in長野」に参加。
商談した香港・ドイツのバイヤーと成約に至った。平成26年12月にドイツに初出荷。
平成27年1月に香港に初出荷。

日本酒

【主な品目】

香港・ドイツ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・引き続き新規市場の開拓を目指す。
・外国人観光客（インバウンド）の受け入れを行い、国内外の営業力を高める。
・３年後には、製造量に占める輸出量の割合を現在の２%から５%への増量を目指
す。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ長野が主催する貿易実務講座、食品輸出関連セミナーに積極的に参加。
・平成26年6月 ジェトロ日本酒・酒類輸出商談会in富山に参加。
・ジェトロ長野による貿易相談、模擬商談等の活用。
・平成26年10月 ジェトロ日本酒・酒類輸出商談会in長野に参加。

【連絡先】 担当者名：村松裕也(専務取締役・杜氏) 、ＴＥＬ：0269-65-2006

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催日本酒・酒類輸出商談会への参加（平成26年）

コメ・コメ加工品

長野県 （株）角口酒造店
『日本酒を香港・ドイツへ』
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【取り組む際に生じた課題】
・香港、シンガポールを中心に、日本国内のいちご産地による競合が発生。
このため、コストが割高となっても品質が損なわれない専用資材を使用していた
が、コストを抑えるための対策が必要となった。

・東南アジア諸国の輸入規制が厳格化されているが、正確な情報の入手が困難。
・現地バイヤーとのコミュニケーション不足による情報伝達の遅れが発生。

【ウェブサイト】 http://jashizuoka-keizairen.net Facebook：https://www.facebook.com/JAShizuokaKeizairen  

【取組の効果】
・専用資材の使用から、国内流通の荷姿に緩衝資材を使用する方法に変更するこ
とでコストを抑制。

・試験出荷を重ねることで、既存の荷姿による出荷でも品質保持が可能となった。
・駐在員の配置により、より早い現地情報の入手、現地バイヤーとのきめ細かいや
りとりが可能となった。

専用資材に納めた紅ほっぺ

香港における販売促進活動
の様子

◆東南アジア諸国へ静岡県産いちごを輸出。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 5,000 3.0
1月～3月

平成25年度 2,500 1.5

静岡県 ＪＡ静岡経済連
『いちごを香港へ』

いちご

【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】
・現在、いちごの輸出先は主に香港であるが、シンガポールに駐在員を配置したこと
で、シンガポール国内、シンガポールをハブとした他国への展開を視野に事業展開
をしていく。

【生じた課題への対応方法】
・１パック当たりの費用を試算し直し、品質を保持しつつ費用を抑える方法を検討。
・平成27年度よりシンガポールに駐在員を配置。

【連絡先】 担当者名：望月 洋平、ＴＥＬ：054-284-9727 

【活用した施策・支援】 なし

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に対する体制の未整備 ・輸出輸送に耐えるダンボールの開発
・検疫条件に合致する表面殺菌 ・燻蒸処理による食味の低下
・米国向けみかんの出荷に係る生産者の理解
・使用できない農薬（ベフラン）

【ウェブサイト】 http://www.kankitsu.com/

【取組の効果】
・海外への販路拡大に向けた体制の準備に取り組むこととなった。

見 本
次亜塩素消毒の様子

米国大使館からの来訪の
様子

◆平成26年11月に米国向け輸出の規制が大幅に緩和された。
緩和後の出荷第一号として、みかんを輸出するため、米国の検疫条件に対応できる
よう輸出園地の登録、みかんの表面殺菌取り組んだ。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 800 2
1月

平成25年度 0 0

静岡県 丸浜柑橘農業協同組合連合会
『みかんを米国へ』

みかん

【主な品目】

米国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・米国への輸出拡大を目指す。
・輸出拡大に向け、Ｇ-GAP認証の取得を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・検疫条件に合致できるよう表面殺菌処理は、選果場で手作業で実施した。
・生産者へ依頼し、使用が許可されていない農薬を使用しないようにした。
・その他燻蒸処理・輸出輸送については地元（静岡市）の業者に依頼した。
・生産者全員に対して、ジェトロ浜松より今後の輸出の重要性について講演し、
生産者の理解を深めた。

【連絡先】 担当者名：土屋、ＴＥＬ：053-428-2226 

【活用した施策・支援】 ジェトロ農林水産・食品輸出相談窓口利用・静岡県みかん園芸課・西部農林事務所補助

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出先となる現地での販売促進及び販路開拓

【ウェブサイト】 http://www.hananomai.co.jp/

【取組の効果】
・現地のパートナーと一緒に展示会に出展し、出
展後のフォロー営業などの協力を得た。

・平成25年のHOFEX2013 をはじめ、海外の展

示会に継続的に出展することにより、定期的に
商品PR及び新規での販売先を開拓することが
できた。

HOFEX2015ジャパンパビリオンでの様子

Winter Fancy Food 
Show2015 での様子

◆「純米吟醸日本刀（KATANA）」、「ちょびっと乾杯」などの日本酒、焼酎、リキュール、
雑酒を北米、アジア諸国へ輸出。

◆海外への展示会へ出展しながら現地のパートナーと連携し、アメリカとアジアを中心
に海外販路を拡大

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 50,000 72,000
通年

平成25年度 42,000 60,500

日本酒、リキュール、米焼酎、雑酒

【主な品目】

米国、香港、中国、台湾、韓国、シンガ
ポール、オーストラリア、タイ、ベトナムな
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】
・平成32年には、輸出先を倍増させ、輸出金額１
億円を目指し計画を策定している。

【生じた課題への対応方法】
・商品の効率的なPRのためにジェトロの海外展示
会へ継続的に出展。

・現地パートナーとの連携強化。

【連絡先】 担当者名：輸出部 高田晋乃介、ＴＥＬ：０８０－６９８０-２６６７

【活用した施策・支援】 ジェトロミニ調査（現地の販売動向）、香港International Wine & Spirits,HOFEX, FOOD 
EXPO, FHC China, Winter Fancy Food Showのジャパンパビリオンへの出展

コメ・コメ加工品

静岡県 花の舞酒造（株）
『日本酒等を北米・アジアへ』

香港International Wine & Spitits 
2014花の舞ブースでの様子
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【取り組む際に生じた課題】
・商談の際、通訳の理解不足により、バイヤーとの契約
内容の取り違いで誤解を招き、信頼を失い、取り返しの
つかないことになった。

【ウェブサイト】http://www.hamanako-f.com/

【取組の効果】
・見積もりが明示的となったことで、バイヤーとのやり取り
がスムーズに行えるようになり、次の商談への準備が
しっかり整えられた。

◆徹底した事前準備で商談に臨み、「うずらのたまご君」を香港に輸出。
◆平成24年より、台湾、シンガポール等で開催されるジェトロの展示会に出展し、

アジアを中心に販路を拡大。

輸出額(千円) 輸出量（袋）

平成26年度 30 60

平成25年度 0 0

うずらのたまご君（燻製卵）

【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】
・ジェトロ主催の展示会や商談会に参加し、アジア地域へ
販路を更に拡大していく。

【生じた課題への対応方法】
・最初の見積が正確にバイヤーに伝わるよう、口頭でなく
書類で見積を提出し、その場で内容について確認する
ようにした。

【連絡先】 担当者名：近藤 哲治 053-579-0501

【活用した施策・支援】 Food Expo 2015ジャパンパビリオン、
ジェトロ主催農林水産・食品海外市場開拓セミナー（平成26
年）

加工食品

静岡県 （有）浜名湖ファーム
『うずらのたまごを香港、台湾へ』

香港Food Expo2015の様子

Food and Hotel Asia2012の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・平成21年にFancy Food Show（サンフランシスコ）に出展。だしの試食で
「Fishy（魚臭い）」という海外消費者からの反応。
・日本と海外との間での鰹節だしに対する評価の違い。

【ウェブサイト】 http:///www.s-marusyo.jp

【取組の効果】
・現地営業や展示会出展を通じて”Umami”ブームの広がりを感じると共に、鰹節を
ベースとした”Dashi”の理解が促進されてきた。鰹節の継続輸出に繋がる。
・さらに、海外での鰹節ステータス向上が国内の評価向上にも波及。

◆海外における鰹節の”Dashi”や”Umami”についての理解促進をために現地での
営業・展示会への出展に努める。

◆イタリア・ミラノ万博でも提供された鰹節だしの、EUへの継続輸出を目指す。

だし関連製品（鰹節、削り節、だしパッ
ク、だしエキス等）

米国、香港

【輸出実績】

【今後の展望】
・中期計画で輸出額1億円達成を目指す
・外国産と国産鰹節の違いを明確にし、現地シェフへさらに情報発信
・ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定取得による欧州輸出

【生じた課題への対応方法】
・平成14年に鰹節工場がＨＡＣＣＰ工場認定
・平成23年の同展示会にて燻匂を強め魚臭さをマスキングし、スパイシーにするな
ど新しいDashiメニューを提示。
・ 現地レストランへの訪問営業や展示会への継続出展を行う。
・平成27年のミラノ万博における特例食材として、イタリア向けに鰹節を輸出。

【連絡先】 担当者名：柴田一範、ＴＥＬ：054-624-5158 

【活用した施策・支援】 Fancy Food Show出展（ジェトロブース）、ジェトロ主催食品バイヤー招聘商談会、
ジェトロ英文契約書講座・各種セミナー等

静岡県 （株）新丸正
『日本のうまみ（だし）を米国・香港へ』

水産物

香港Food Expo 2015での
ブースの様子

イタリア・ミラノ万博での
鰹節展示の様子

輸出量 出荷時期

平成26年度 8,000kg
1～12月

平成25年度 8,700kg

【主な品目】 【主な輸出先国・地域】

【輸出実績】

【輸出取組の概要】
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出のための実務面での知識習得
・海外顧客への情報発信・現地市場情報の収集

【ウェブサイト】http://daito-suisan.com/index.html

【取組の効果】
・輸出実務の知識を習得し、輸出の安定化に寄与。
・徐々にリピーターを獲得。出荷数量の安定化にも繋がる。

・出展したミャンマーでのイベントで現地の健康・美容への関心の高さを実感。
SNSを通じてPRをし、商品の認知度が向上。輸出量の増加に繋げる。

シンガポールでの
商品PRの様子

（同社の齋藤 啓治郎社長）

ジェトロ健康長寿広報展
Inミャンマー出展

◆マグロコラーゲンゼリー「おやすみ習慣コラーゲンゼリー」をシンガポール・ベトナム
に輸出。

◆さらに、健康・美容に対する需要の伸びが著しいミャンマーへの輸出も拡大。

輸出量

平成26年度 80,000包

平成25年度 70,000包

マグロコラーゲンゼリー

【主な品目】

シンガポール・ベトナム・ミャンマー

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・引き続き商品認知度向上に向けプロモーション活動をし、更なる新規顧客獲得
へ。

・ASEAN諸国のみならず香港や台湾へも販路拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・輸出実務に関し、専門家のアドバイスや事業パートナーからの協力を活用。
・展示会や現地でのキャンペーンに自ら足を運び、商品をPRするとともに消費者
の反応を自分の目で確かめる。

・SNSを活用した商品PRを実施。

【連絡先】 担当者名：齋藤、TEL：054-623-7525

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催健康長寿広報展inミャンマー（平成27年）、ジェトロ輸出有望案件支援サービス

静岡県 ダイトー水産（株）
『マグロコラーゲンゼリーを

シンガポール・ベトナム・ミャンマーへ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・添加物などの海外の規制や市場に関する情報の不足
・海外顧客への情報発信方法

【ウェブサイト】 http://www.isokoma.co.jp/

【取組の効果】
・正確な情報を収集することができ、進出市場の見極めを実現。
・海外顧客に対しても自社商品の魅力をしっかり伝えることに成功。

主力商品の桜えびふりかけ

シンガポール伊勢丹での
キャンペーン

◆海外の市場・規制情報をしっかり収集し、輸出に成功

◆海外顧客を意識した情報発信にも力を入れる

輸出量

平成26年度 前年比2倍の伸び

ふりかけ、抹茶ラテ

【主な品目】

シンガポール、欧州

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績（シンガポール向け抹茶ラテ）】

【今後の展望】
・販路拡大をめざし、ハラール認証取得やコーシャ認定の取得を目指す。
・アジアにおける営業拠点としてシンガポールでの現地法人設立を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ静岡主催の貿易相談会やセミナー、専門家からのアドバイスなどを通じて
情報収集。

・FOODEX JAPANなどの商談会への参加で、海外市場の可能性を調査。
・英語表記の製品パッケージの開発や英文ウェブサイトの作成。

【連絡先】 担当者名：深田、ＴＥＬ：054-259-8018 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催貿易相談会・セミナーへの参加（平成25年）、ジェトロ貿易実務オンライ
ン講座（平成26年）、新興国市場開拓支援サービス（平成26 年）

静岡県 （株）磯駒海苔
『ふりかけ・抹茶ラテを欧州・アジアへ』

加工食品

※その他、欧州向けにふりかけも継続的に輸出
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【取り組む際に生じた課題】
・海外情報や海外顧客ニーズの把握の難しさ。
・現地での商品の購買者層や販売状況の情報収集の難しさ（国内販売との違い）。
・現地販促等の投資を行う上での、将来見通しの難しさ。

◆商品を世界に届けるべく、海外の市場情報や顧客ニーズを積極的に入手。
◆その一方で、情報発信にも力を入れ、自社の取組を国内外に積極的にPRし、販路
開拓のチャンスを掴む

輸出額(円)

平成26年度 150,000

平成25年度 100.000

味付け稲荷（小売用・業務用）、
冷凍油揚げ、冷凍がんも

【主な品目】

ヨーロッパ・東南アジア・オーストラリア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

静岡県 丸喜食品（株）
『味付け稲荷、油揚げ、がんもを欧州・アジア・豪州へ』

加工食品

【取組の効果】
・適切な情報が収集でき、輸出戦略構築の参考となった。
・情報発信の結果、引き合いの増加や支援機関との関係強化に繋がる。

【今後の展望】
・さらに情報収集を進め、戦略に沿った販売促進活動の強化に取組む。
・販路を中国を中心にさらに多くの国へ広げることを目標に取組む。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催セミナー・商談会（Foodex併催）への参加やジェトロ海外コーディネー
ターによる輸出支援相談サービスの利用を通じての情報収集。
・自社の取組みに関する積極的な情報発信・PR（国内外ともに）。

【ウェブサイト】 http://www.maruki-food.co.jp/

【連絡先】 担当者名：佐野、ＴＥＬ：0545-61-0671 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催セミナー・国内商談会への参加（平成27年など）海外コーディネーターに
よる輸出支援相談サービス（平成24年）

主力製品のひとつの「油揚げ」

地元・静岡県富士地区に伝わる
「がんも」

日本の高品質な食材を世界へ
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