
【取り組む際に生じた課題】
・産地間における連携不足。
・「産地の要望・希望」や「産地の持つ商品、特徴に関する」情報不足。
・「現地消費者ニーズ」の情報不足。

【ウェブサイト】 http://www.fukuoka-apt.com/

【取組の効果】
・産地間連携による協力体制の確立により、海外市場における「日本産果実」の常
設の売り場を構築。

・ジャパンブランドとして現地消費者に対するPR活動を実施。

香港における常設棚

◆香港、台湾、タイ、シンガポールにおいて、日本の各産地と連携し、現地の百貨店等
で日本産果実を販売する常設の棚を設置。また、各産地と協力し、オールジャパンとして
日本産果実をポップやポスター等を用いてPR及び販売を実施。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 469,557 905
通年

平成25年度 339,472 655

福岡県 福岡農産物通商（株）
『いちご、りんご等を香港、台湾、タイ等へ』

りんご、もも、いちご、ぶどう等

【主な品目】

香港、台湾、タイ、シンガポール等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・産地が連携したフェアや輸送の定番化を図り、連携規模の拡大を目指す。
・輸出方針を他国へ展開し、新たな市場の開拓に取り組む。

【生じた課題への対応方法】
・産地が連携したフェアの開催や輸送の可能性を検討。
・各産地が集まっての会議を開催し、要望・希望等を収集
・アンケート等により「現地消費者ニーズ」に関する情報を収集

【連絡先】 担当者名：中土、保坂 ＴＥＬ：092-715-7877 

【活用した施策・支援】 平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

青果物

台湾における常設棚

タイにおける常設棚

シンガポールにおける常設棚
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【取り組みに至った背景】
・いちごは果実が軟らかいので、鮮度が落ちやすく、傷みやすいため、通常、空輸で
輸出されている。しかし、航空便での輸送はコストが高く、輸出拡大の課題となっ
ている

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

【取り組みの効果】
・現地着荷時点では販売可能な鮮度であることを確認

輸送実証風景

鮮度保持機能を有する
船便コンテナ

◆「あまおう」の船便を活用した海外輸送試験

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 85
12～3月

平成25年度 80

福岡県 福岡県産品輸出促進協議会
『いちご（あまおう）を香港へ』

＜香港への船便によるいちごの輸送試験を実施＞

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】
・実用化に向け、到着後の鮮度保持対策を実施

【取り組みの内容】
・低コストで鮮度保持が可能なＣＡコンテナを用いた船便輸送

※CAコンテナ：庫内を人工的に低温、高CO2濃度・低O2濃度の状態にし、生鮮果
実の呼吸を抑制、品質の低下を抑える効果を有する船便コンテナ

【連絡先】 担当者名：福岡県農林水産部園芸振興課輸出促進室 安武、ＴＥＬ：092-643-3525 

【活用した施策・支援】 平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する知識不足及び輸出国の情報不足から、優位な交渉と安定的な取引
が実現出来ていない。

・商流・物流の確立。

【取組の効果】
・輸出担当者育成セミナーの開催により、生産者の意識醸成が図られた。
・安定的に香港の高級レストランへ供給され、一定のブランド化が実現。

香港のレストランにてTV取材
PRの様子

香港の料理店でのPR

◆「唐泊恵比寿牡蠣」を香港へ安定的に輸出するため、①輸出担当者の輸出関連知
識の高度化、②輸出相手国の市場調査を実施しビジネススキームの構築を行う。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 1,221 1.5
11月～7月

平成25年度 1,227 1.5

真牡蠣、岩牡蠣

【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】
・香港内の新規取扱店拡大。
・香港以外でのアジア諸国の市場展開。
・総輸出額を５年で３倍に伸ばすことを目指す。

【生じた課題への対応方法】
・輸出戦略セミナーを実施し、知識の高度化を図る。
・輸出関係機関に対するヒアリング及びバイヤー調査を実施。
・輸出障壁等の整理を行うとともに、ビジネススキームの構築を行う。

【連絡先】 担当者名：福岡市漁協 唐泊支所 森 剛 ＴＥＬ：092-809-2311 

【活用した施策・支援】平成25年度日本の食を広げるプロジェクト事業（輸出に取り組む事業者向け対策事業）

福岡県 福岡市漁業協同組合
『唐泊恵比寿牡蠣を香港へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・国や地域によって異なる習慣や宗教的制約。
・海外においていなり寿司は、握り寿司や巻き寿司と比べ認知度が低い。

【ウェブサイト】 http://www.ok-food.co.jp  

【取組の効果】
・ 日系外食企業が海外に進出する際に自社商品の取扱い開始。
・仕向国の経済成長に伴い、日系外食店が増え、現地での消費者が拡大。
・薄味が多い和食の中で、味の濃いいなり寿司は高評価を取得。

・現地の物価、流通、法律及びインフラ等全てが輸出の成功要因であることを
痛感。

見 本

マレーシアでの展示会の様子

レセプションの様子

見 本

◆海外での日本食ブームとクールジャパンの勢いを追い風に、江戸期より食されている
いなり寿司を世界に広めたい。

◆米食文化・菜食文化の人々にも適する日本食として、仕向国に応じた商品を通じてい
なり寿司文化の認知度を拡大。

◆国内外での商談会や展示会を活用し、積極的に販路を拡大。

業務用味付け揚げ（いなり）

【主な品目】

米国・韓国・ＥＵ圏 ・アセアン地域・オセア
ニア地域

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・未開拓国・市場へ更に進出し、海外展開を拡大することで輸出量及び輸出額
の倍増を目指す。

・現地を訪れ、流通や市場形成を把握した上で、各国の市場にあった戦略を構
築。

【生じた課題への対応方法】
・ 日系外食企業との協力
・ジェトロ主催の商談会や展示会に参加し、認知拡大と新しい販路を確保。
・アジアイスラム圏の現地対応の為、ハラール認証を取得。
・生産クオリティの世界標準であるFSSC22000を取得。

【連絡先】 担当者名：本松 洋、ＴＥＬ：0946-22-6041 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催海外バイヤー商談会への参加（平成25年・26年度計６回参加）

加工食品

福岡県 オーケー食品工業（株）
『業務用味付け揚げを世界へ』
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報の不足。
・輸出に必要な認証（HACCP）。
・八女茶に対する認知度の不足。

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

【取組の効果】
・海外の販路が拡大。
・社員の意識改革につながり生産性が向上。

◆海外展示会や商談会に積極的に参加し、新規開拓を行う。

◆現地での市場調査に基づくパッケージのリニューアルや新商品の開発を積極的に行う。

◆八女茶や玉露の特徴を生かしたデモンストレーションやメニュー提案を行う。

八女茶・八女玉露・八女抹茶

【主な品目】

香港・マレーシア・ハワイ・オーストラリ
ア・カンボジア・中国・ロシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・海外の売り上げを１０％まであげる。
・輸出拡大に向け、HACCP認証の取得を目指す。

・お茶以外にも福岡県産の果物などを使った商品を開発し、販
路を拡大する。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催の海外展示会に多数参加し、販路を確保。
・HACCP認証の早期取得に向け準備。
・海外での日本茶の普及活動。
（香港や韓国で大学生向けのお茶セミナーを開催）

【連絡先】 担当者名：西 宏史、ＴＥＬ：092-431-3349

【活用した施策・支援】 ジェトロのWinter Fancy Food Show 2014ジャパンパビリオン、PROD EXPO 2014
MOSCOW、SIAL 2014ジャパンパビリオン、香港FOOD EXPO 2013・2014・2015

プサン大学でセミナーを実施

ロシアで
開催された
展示会に
出展

福岡県 西福製茶（株）
『福岡の八女茶を世界へ』

茶
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【取り組む際に生じた課題】
・各国の輸入規制や残留農薬基準への対応
・国内外他産地の商品との競争激化(価格競争など)
・青果物の輸出における鮮度保持

【取組の効果】
・県産品取扱店の拡大等を通じて輸出量が増加
・国内の佐賀牛レストランへの海外からの来客数が増加するなどの
インバウンドへの効果

海外からのバイヤー
招聘事業

海外における
佐賀牛フェア

◆輸出先として市場が成熟している香港、米国、シンガポールに加え、新たな市場
としてタイ及びフィリピンへの輸出を開始。バイヤーの招聘や海外小売店、レストラン
等でのフェア・PRなどを通じて県産品の販路拡大を図っている。

年度 輸出量(ｔ) 輸出相手国 出荷時期

平成26年度 43.3 香港、シンガポール、米国、タイ、フィリピン
通年

平成25年度 36.5 香港、シンガポール、米国、タイ

牛肉、青果物、加工食品、日本酒

【主な品目】

香港、シンガポール、米国、
タイ、フィリピン

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】 ※佐賀牛

【今後の展望】
・輸入規制の緩和などに伴う輸出可能国の広がりに対応して、販路の拡大を図る
・引き続き、関係事業者等との連携により、バイヤー招聘や海外販促を実施

【生じた課題への対応方法】
・輸入規制や残留農薬基準の調査研究、生産者等との対応協議
・牛肉については価格競争力のある中下級部位の輸出を促進
・生産者、輸出事業者と連携し、収穫、選果・梱包、輸送の各段階
において対策を検討・実施

【連絡先】 担当者名：藤田 ＴＥＬ：0952-25-7094

【活用した施策・支援】 平成25年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

牛肉

佐賀県 佐賀県農林水産物等輸出促進協議会
『佐賀牛を中心に県産品を香港、シンガポール、米国、タイ等へ』
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報・ノウハウの不足
・現地バイヤーとの接点
・売れ筋商品などの輸出在庫の確保

【ウェブサイト】 http://www.sake-koimari.jp/

【取組の効果】
・商談会参加により個別販路が確保できた。
・輸出により、ブランド価値、知名度が高まった。
・自社商品が海外で飲まれているということで蔵人の意欲が高まっている。

香港での商談会の様子

英国での販売促進の様子

◆平成25年全米日本酒歓評会（The Joy of Sake）吟醸の部でグランプリ受賞をきっか
けに、海外への販路開拓へ取組む。

◆酒造組合、自治体、ジェトロが主催するイベントや個別相談を通じて、英国、香港、中
国本土への販売に成功。継続取引、輸出量拡大に取り組んでいる。

輸出額(千円) 輸出量(L) 出荷時期

平成26年度 1,760 1,028
10～9月

平成25年度 0 0

日本酒、焼酎

【主な品目】

英国、香港、中国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・現地市場ニーズに沿ったボトルサイズ、品目のラインナップ拡充。
・既存の海外輸入卸業者との取引を拡大し、平成28年までに輸出額600万
円を目指す。

・平成29年までに海外営業に関するコストと利益を均衡させ、収益のひとつ
の柱として打ち立てる。

【生じた課題への対応方法】
・自治体や酒造組合、ジェトロが主催する輸出商談会に参加。
・ジェトロ輸出有望案件支援サービスを活用し、担当専門家と相談。
・輸出を見越した生産・販売計画の策定。

【連絡先】 担当者名：前田くみ子、前田悟 ＴＥＬ：0955-23-2516 

【活用した施策】 ジェトロ日本酒・焼酎輸出商談会への参加、ジェトロ輸出有望案件支援事業（平成27年～）等

佐賀県 古伊万里酒造（有）
『日本酒を英国、香港へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に伴う関係書類等の作成及び必要書類の有無
・商標登録（中国）
・輸出国ごとの対応の異なり

【ウェブサイト】http://www.sake-yamato.co.jp/  

【取組の効果】
・国内売り上げ低迷のカバー
・通年販売により、生産量アップに伴う、原価安に寄与
・社員一同、今後の展望に明るさを見いだした

平成21年より、国内商社と中国向け輸出に取り組み始める。上海を拠点に国内スー

パーの現地法人店舗への参入を図り、オープン時に社員を派遣し販促を支援。東日本
大震災により、２年間輸出が止まったが、平成26年より再取引を開始し、順調な伸びを

示している。また、国内商社・ジェトロ・佐賀県等の商談会により、わずかではあるが、イ
ギリス・タイ・台湾への輸出も行っている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 14,000 21,000
４～３月

平成25年度 4,400 5,700

日本酒、焼酎

【主な品目】

英国、中国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・日本食ブームに乗り、国際的にニーズの高まりをチャンスと捉え、製造
量の増産・販売売り上げ金額の１～２割増を見越している。平成27年
10月より、アメリカ輸出への取り組む予定。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロよりの指導・支援並びに情報交換により書類等の準備に対処
・国内商社との協力体制を構築
・取引先との情報交換
・取引先協力の下、商標を登録（中国）
・協力店舗イベント等への協賛及び社員の派遣

【連絡先】 担当者名：森 和啓 ＴＥＬ：0952-62-3535 

【活用した支援・施策】ジェトロ・佐賀県・佐賀市等主催の勉強会並びに商談会、貿易相談

佐賀県 大和酒造（株）
『日本酒・焼酎を英国、中国へ』

コメ・コメ加工品

中国取引先スタッフとの研修会議

中国取引先飲食店オーナーと共に

【輸出実績】

平成27年3月日本酒商談会（in九州）にて
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【取り組む際に生じた課題】
・海外のバイヤーとの接点を持つ方法がわからない。
・輸出業者が地元にいないため、商品を海外へ送れない。
・海外での販売先が限定されていて、販売先が広がらない。

【ウェブサイト】 http://www.manten-jp.com/  

【取組の効果】
・多くの地域からのバイヤーと商談ができたため、販売先の候補が増えた。

・専門家に海外での商談会へ同行してもらうことで販売先に最適な輸出業者の選
定ができた。

・多くの販売先との商談が一度にできたため、販売先が拡大できた。

現地スーパーでの試
食販売の様子

海外でのバイヤーとの直
接商談を実施

見 本

◆今年創業15周年を迎える企業として業界での生き残りを図るための差別化戦略の一
つとして、海外での販路開拓、販路拡大への取り組みを進めている。

◆平成24年に台湾の高雄で最初の試食販売会に参加して以来、平成27年度で３年目を
迎える。現在では台湾、香港、中国（上海）、米国（ハワイ、NY）及びEU諸国（仏、瑞
西）にまで広がり、総売上げも約600万円を見込めるようになった。

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 2,875
通年

平成25年度 735

ごま関連商品 （すりごま、ごま油、調味
料、菓子類、その他）

【主な品目】

中国、香港、台湾、米国、EU

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・総売上げに対する海外売上げ比率を２年後に現在の２％から５％へ引き上げる。
・パッケージデザインや中身を現地ニーズにより合致した商品開発を進める。
・輸出拡大に向け、HACCPやハラルの認証に力を入れる。

【生じた課題への対応方法】
・商工会議所や行政機関主催の海外バイヤー招聘による国内商談会への参加。
・ジェトロの専門家派遣事業による専門家によるアドバイスの活用。
・ジェトロ主催の海外での展示商談会への直接、継続的参加を実施。

【連絡先】 担当者名：高尾 秀樹、ＴＥＬ：0952-32-5701 

【活用した施策・支援】 平成27年度ジェトロ専門家派遣事業、FOOD Taipei,FOOD EXPOのジャパンパビリオン出展

佐賀県 （株）まんてん
『ごまを中国、香港、台湾、米国、EUへ』

加工食品

FOOD Taipei (平成27年6月)
ジャパンパビリオンへの出展
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【取り組む際に生じた課題】
・原発事故の影響に対する安全・安心対策の取組強化
・販売先の拡大に対応した拠点の整備
・日本料理店以外の新たな層の開拓

【取組の効果】
・中国における新たな需要の開拓
・日本国内での取引価格の安定

◆長崎県産水産物の需要が高い日本料理店に加え、高級中華料理店にも水産物の
活用方法・調理レシピ等を紹介することにより取扱の拡大を図る。

◆中国において、鮮魚のPRのため国際博覧会でマグロ解体ショーを実施。

輸出額(百万円) 輸出量(トン) 出荷時期

平成26年度 945 1,737
通年

平成25年度 644 946

鮮魚、冷凍魚、水産加工品

【主な品目】

中国、米国、韓国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・東アジア等に加え、その他の国へ販路を拡大し安定的な輸出を目指す。

・長崎県産及び北海道県産を扱ったフェア等を行い、水産物のPRを行う。

【生じた課題への対応方法】
・上海漁業博覧会等でのＰＲ。
・常設店舗の整備。
・中華料理店や一般消費者等へ現地スーパー等でのＰＲ。

【連絡先】 ＴＥＬ：095-895-2871 

【活用した施策・支援】 平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

長崎県 長崎県水産物海外普及協議会
『活鮮魚・加工品を東アジア・米国等へ』

水産物

現地フェア会場での
マグロ解体ショーの様子

現地フェア会場に並ぶ長崎鮮魚
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【取り組む際に生じた課題】
・信頼できるパートナー（輸入業者等）との取組が不十分。
・輸出に主体的に取組む県内輸出業者、人材育成の必要性。

【取組の効果】
・輸出可能性調査結果をもとに、小売業者・輸入業者との新たな販路を開拓。

現地での料理講習会の様子

商談会出展等を実施

◆東アジア・東南アジアにおける富裕層や中間層をターゲットにした長崎県産農畜産物等の販路拡大
を推進

◆料理講習会を実施し、現地レストランのシェフ等に長崎和牛の魅力をＰＲ
◆現地バイヤー等を招聘し、産地視察を実施

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 74,804 225
随時

平成25年度 － －

牛肉、野菜、コメ

【主な品目】

香港、ベトナム、タイ、マカオ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】 （長崎県農産物輸出協議会調べ）

【今後の展望】
・バイヤー、インポーター等との信頼関係構築による既取引店舗への継続的な輸出、
ならびに取引拡大の推進。
・輸出可能性調査等をもとに、新規輸出国の海外バイヤーを招へい等、 将来有望
なビジネスパートナーの発掘と確保。
・東・東南アジアを中心に農産物輸出を強化し、平成32年までに輸出額1億5千万円
を目指す

【生じた課題への対応方法】
・輸出可能性調査による情報収集
・協議会を中心に研修会、バイヤー招へい、商談会出展等を実施。

【連絡先】 ＴＥＬ：095-895-2997 

【活用した施策・支援】

・ジェトロ主催日本産農水産物・食品輸出商談会へ参加（平成26年7月）

・ジェトロ主催オール九州農水産物トレードフェアｉｎシンガポール商談会への参加（平成27年3月）

・Japanese Foods Trade Fair実行委員会主催Japanese Foods Trade Fair in Hong Kongへ参加（平成27年3月）

長崎県 長崎県農産物輸出協議会
『長崎和牛、野菜等を香港、ベトナム等へ』

牛肉
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【取り組む際に生じた課題】
・長期輸送、長期販売となり、品質の低下へと繋がる。
・品種毎に米袋のデザインが違うため、現地において認知されにくい。
・精米品だけでは、少量となり集約出荷が出来ない。

【ウェブサイト】 http://www.jakk.or.jp

【取組の効果】
・現地精米することで、長期販売による品質の低下を防げた。
・統一米袋で販売することで、消費者への認知度を高めることが出来た。
・玄米での集約出荷をすることで、品質維持と輸送コスト削減に繋げた。

輸出用米袋

◆長期輸送・長期販売における品質保持の方法として、シンガポール・香港での現地
精米体制を構築

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 16,912 78
通年

平成25年度 5,813 20

コメ(玄米、精米）

【主な品目】

シンガポール、香港、サウジアラビア
イギリス

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・現地ニーズに応じた安定供給できる出荷体制の構築を目指す。
・輸出の拡充を図り、平成２７年度の輸出量１２０㌧を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・民間企業と連携し、現地精米体制を構築する。
・輸出用専用の統一米袋を製作する。
・玄米にて輸出し、集約出荷を行う。

【連絡先】 担当者名：桑原、ＴＥＬ：096-328-1109 

【活用した施策・支援】 平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

熊本県 熊本県農畜産物輸出促進協議会
『熊本県産コメをシンガポール・香港等へ』

コメ・コメ加工品

現地量販店での販売状況

現地料理教室でのPR
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報の不足およびパートナー確保
・海外バイヤーと商談する際の価格設定

【ウェブサイト】 http://www.nori-menu.com/

【取組の効果】
・国内向け市場縮小を抑止し、販売拡大に寄与。
・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としての価値向上や国内での評価向上。

UAEバイヤーとの商談の様子

主な商品一覧

◆当初、中東市場は輸出先として想定していなかったが、国内商談会で中東バイヤー
と出会い、輸出を検討。バイヤーのニーズに合致するよう、価格帯の異なる多様な商
品ラインナップを提案。

◆平成26年２月、業務用の焼海苔150万円相当を、現地日本食レストラン向けとして
UAEへ輸出。同年７月には追加で100万円相当を追加輸出した。UAE向け輸出で、
海外売り上げは従来の約2.5倍に拡大した。

輸出額(千円) 輸出量(kg) 出荷時期

平成26年度 4,500 750
2～8月

平成25年度 1,800 300

海苔

【主な品目】

UAE 

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・世界中の日本食レストランで海苔の需要拡大が期待できる。更なる
海外販路開拓を目指したい。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催九州食品輸出商談会in熊本に参加し、販路を確保。

・売れると想定したもの、売りたいと希望した商品だけにこだわらず、
バイヤーのニーズに合致するよう、価格帯の異なる多様な商品ラ
インナップを提案。

【連絡先】 担当者名：吉田佳樹(専務取締役)、ＴＥＬ： 096-322-1231

【活用した施策・支援】 平成25年度ジェトロ主催九州食品輸出商談会in熊本

熊本県 （株）吉田屋海苔
『海苔をUAEへ』

水産物
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