
【輸出実績(販売比率)】

• 平成22年 6％ → 平成27年 約9％

【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する新規相手国の情報の不足

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

【取組の効果】
・長年海外に日本酒を輸出し続けてきたことで、近年では、海外の消費者にもワ
インやウイスキーと同様にSAKE（メジャーな飲物）として認識されてきた。

・輸出に取り組むことで、従業員には、酒造りは海外に誇れる日本の文化であ
るとの意識が芽生えている。

台湾で開催された「おかやま
フェア」（2015年）

ＮＹ国連本部内で開催され
た酒イベントに渡米参加

利守酒造のある赤磐市軽部地区は、昔から良質な酒米「雄町米（おまちまい）」の産地と
して知られている。

この良質な米でつくった日本酒を約30年以上前からアメリカ在住の日本人向けに輸出

を始めた。近年では、海外での日本食ブームも手伝い、その輸出量は順調に推移してい
る。

日本酒

【主な品目】

アメリカ、カナダ、台湾、香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・アジア諸国、オセアニア等の現在輸出を行っていない国への新規販路開拓

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催のセミナー、商談会等に参加し、情報の取得及び新規販路開拓を
行う。

【連絡先】 担当者名：利守 弘充、ＴＥＬ： 086-957-3117

【活用した施策・支援】 平成26、27年度 ジェトロ主催の輸出セミナーへの参加

岡山県 利守酒造（株）
『日本酒をアメリカ、カナダ、台湾、香港等へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・中国における商標登録

【ウェブサイト】 http://www.gozenshu.co.jp/

【取組の効果】
・利益率の向上

・インポーターと連携し、冷蔵商品（季節商品）の販売促進。他社との差
別化。

シドニーでのPRイベントの様子

ソウルの日本食レストランにて。

◆各国とは直接貿易で取り組むことで、一回のロットをまとめ、利益率を高めている。

◆ジャパンブランド認定を受け、同県の蔵元と連携し市場開拓。

輸出額(千円) 輸出量(L) 出荷時期

平成26年度 6,500千円 4,945L
7月～6月

平成25年度 5,200千円 4,140L

日本酒、リキュール

【主な品目】

英国、韓国、豪州、オランダ、マカオ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・引き続き積極的に営業活動を行い、取引国を増やす。
・当面の目標として輸出量の割合を10％まで引き上げる。

【生じた課題への対応方法】
・現地に精通している弁護士事務所への相談。

【連絡先】 担当者名：代表取締役 辻、ＴＥＬ： 0867-44-3155

【活用した施策・支援】 平成26年度、27年度ジャパンブランド育成支援事業採択。

岡山県 御前酒蔵元（株）辻本店
『日本酒を韓国、英国、豪州、オランダ等へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・日本と現地での嗜好の差が把握できていない。
・こんにゃくの認知、食べ方が浸透していない。
・一度輸出できても継続的な注文に繋がらない。

【ウェブサイト】 http://miyukiya.jp/

【取組の効果】
・現地ニーズを掴み、通年での輸出に成功。
・輸出への取組を通じて開発した新商品が日本でも販路拡大。
・輸出拡大によって商品の価値向上や国内での評価が向上。

香港での実演ブースの模様

フランス・パリでの実演イ
ベントにも多くの人が参加

◆従来のこんにゃくのイメージに捉われないカラフルで特徴的な創作こんにゃくを海外
向けに開発。現地に合わせた食べ方の提案で香港、フランスへ輸出成功。

◆今後は「健康」イメージを打ち出した商品を開発し、新市場への進出を図る。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 2.218 4.43
通年

平成25年度 1.567 3.13

創作こんにゃく 香港、フランス

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・米国市場への進出を模索する。
・「健康志向」を押し出した新たな商品開発を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・毎年１回は必ず現地を訪問。バイヤー、消費者と話しリアルタイムなニーズを把握。
・こんにゃくの成立ちや歴史、食べ方をわかりやすく示したパンフレットを作成、配布。
・現地のニーズに合わせた商品・レシピを開発。

例）フランス：自然着色したカラーこんにゃく麺
香港：現地で人気のごまドレッシングと合わせたレシピの提案

【連絡先】 担当者名：藤本 恵子、ＴＥＬ：086-276-1176 

【活用した施策・支援】
ジェトロ事業のうち平成26年度食品輸出商談会in岡山、平成27年度LAフードトライアルに参加。

岡山県 （株）みゆきやフジモト
『創作こんにゃくを香港、フランスへ』

加工食品

色鮮やかなこんにゃく麺を
開発し、サラダ等のレシピ
で食べ方を提案
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【取り組む際に生じた課題】
・中国での活牡蠣の需要はわかっていたものの、中国国内向けの活水産品の

日中輸出ガイトラインが無く、輸出できない状態であった。
・活水産品の為、現地で迅速に輸入通関の対応が可能な強力な取引先が必要で

あった。

【ウェブサイト】 http://www.farmsuzuki.jp/  

【取組の効果】
・2014年秋に日中輸出ガイドラインが成立
・2015年１月から、週１回広島空港から上海浦東空港へ空輸
・現地高級レストラン・バー・スーパーなどに卸している。

上海FHCでの商談の様子

中國へ輸出した塩田熟成
牡蠣

◆中国向けに航空便で活牡蠣の輸出
◆ローカル高級スーパーなどでの牡蠣フェア催事を通じて、認知度アップ、拡販へ

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 7,000 4.5t
10～3月

平成25年度 2,300 1.5t

牡蠣，車海老

【主な品目】

ロシア、香港、台湾、タイなど

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・広島県大崎上島で育てた牡蠣を世界に通用するブランドへ
・養殖技術・品質の向上
・安定供給

【生じた課題への対応方法】
・2013年から上海で行われている食品見本市への参加
・ローカルで現地事情に詳しい取引先を開拓
・上海の業者に協力を得ながら，関係機関への働きかけを実施

【連絡先】 担当者名：弓削友見、ＴＥＬ：0848-47-4580 

【活用した施策・支援】 上海FHCジャパンパビリオンへの参加（平成24～26年）

広島県 ケーエス商会（株）
『活牡蠣を中国へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・現地ディストリビューターの不在
・レストラン等で日本酒と料理の相性や提供方法，取扱の知識不足
・消費者の認知不足（中・韓系日本食店が白酒をSAKEと表記したことによる誤認）

【ウェブサイト】 http://sake-hiroshima.com/jp/  

【取組の効果】
・現地日本食スーパーや日本料理店での販路拡大
・フランス料理学校との連携による，日本酒と料理の相性に関するデータの収集
・最終消費者への需要喚起

フランスでのPR活動の様子

在仏日本大使公邸での
PR活動の様子

◆フランスを対象とした日本酒のブランド化に向けた調査研究
◆現地パートナー企業と連携した販路開拓
◆メディアを活用したプロモーションやイベントを実施

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度
平成26年度の輸出額・輸出量は
前年の約２倍

通年

日本酒

【主な品目】

フランス

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【生じた課題への対応方法】
・現地代理人を設置し，展示会出展や日本食材輸入者と連携した販促活動を展開。
・料理学校との連携によるシェフ等プロへの日本酒啓発と情報発信。
・在仏日本大使公邸において，発信力のあるメディアや有力者へPR活動を実施。

【連絡先】 担当者名：景山、ＴＥＬ：082-513-3385 

【活用した施策・支援】 平成26年度地域力活用市場獲得等支援事業

広島県 広島県日本酒ブランド化推進協議会
『広島県の日本酒をフランスへ』

コメ・コメ加工品

【今後の展望】
・現地販売ネットワークを持つ酒類卸とのパートナーシップの構築。

・料理学校と連携し，日本酒テキストの作成，日本酒コースの開講を通じて日本酒
に対する認知向上を図る。

・サンプル，PR資料を用いて試飲販売を実施し，広島の日本酒のファンを獲得する。
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【取組のポイント】
○これまでは、台湾での二十世紀梨の販売は中秋節向けのみで

あったが、中秋節以降にも販売を行った。
○中国向け二十世紀梨の輸出を、４年ぶりに再開した。

■二十世紀梨を中心に梨を台湾、アメリカ、香港等へ輸出
■富有柿をタイへ輸出
■すいかを香港へ輸出

鳥取県 ＪＡ全農とっとり
『梨、柿、すいか等を台湾、香港、米国等へ』

なし、かき、すいか

【主な品目】

台湾、香港、アメリカ、タイ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
○中秋節に左右されない中国および新たな国の販売戦略を検討

する。
○県、ジェトロ鳥取と連携を図りながら、輸出拡大を進めていく。

【連絡先】 JA全農とっとり内外流通課（０８５７）３２－８３３６

青果物

台南で梨の販売（H26.9）

香港ですいかの販売（H26.7）

梨 柿 すいか

H22 286 34 1

H23 231 53 2

H24 511 51 3

H25 463 51 8

H26 397 43 17

【取組の効果】
○中秋節以降も販売が可能であることが判明。

（ｔ）
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【取組の効果】

・国内向け販売価格の下支えし、販売の安
定化に寄与。

・輸出品の知名度やブランドとしての価値
が向上し、国内での評価向上にも繋がって
いる。

シンガポール百貨店での試食
販売の様子

◆紅ズワイガニ水揚げ量日本一の境港市の網元が、マレーシア等にカニを輸出し、自
ら試食販売

紅ズワイガニ

【主な品目】

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】

【今後の展望】

・タイ等にも輸出を拡大し、カニを使った加
工品の販売にも取り組む予定。

【ウェブサイト】 http://umesakisuisan.jp/

【事業者の連絡先】tel.0859-44-5815

水産物

鳥取県 （有）梅﨑水産
『境港産の紅ズワイガニ等を世界へ』

【輸出実績】

※２６年度から輸出を開始
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【取組の効果】

収穫時期の異なる多品種の梨を生産した結果、長期間
（7月末～５月初旬）での梨の出荷が可能となり、一次産

品の輸出の弱点である季節性を克服。また、関連飲料
の海外展開も図り、冬でもビジネスを展開。梨の輸出と
は異なる販路の開拓に成功した。梨の販売とセットで関
連飲料も販売することで、互いの販売に相乗効果が出
た。

◆時期の異なる多品種の梨を生産。また、梨などを使用した加工飲料の製造・販売も
行い、海外に輸出することで、梨の収穫期以外にもビジネスを展開。

鳥取県 広岡農場
『高品質な梨および関連飲料を香港、シンガポール等へ』

梨、梅ジュース、梅酒等

【主な品目】

香港、タイ、シンガポール、マレーシア等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
通年でビジネスができる関連飲料の輸出を更に拡大する
予定。また、他の事業者と共同で商品を開発するなど、
関連商品の開発も進める。

青果物

【ウェブサイト】 http://www.hirooka-farm.com/

【活用した施策・支援】 ジェトロ輸出有望案件支援対象事業(2011年11月-2014年6月）

【事業者の連絡先】tel.0857-53-5308

ウラジオストックでの試飲販売の様子
H26.9

クアラルンプールでの物産展に並ぶ飲料各種
H26.9
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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
・現地バイヤーとの信頼の醸成
・購入者の希望に対応する供給のための少量多品種の生産

【取組の効果】
・直接取引の拡大
・産地の生産意欲向上
・JA職員の人材育成（貿易実務・国際感覚の習得に寄与）

台北建国花市での展示販売

Flower Expo 2014（モスクワ）
への出展

◆直接取引により中間マージンを抑えることで、輸出拡大と農家所得向上を図る
◆栽培指導、同行営業など、輸出後の徹底したアフターフォローにより、信頼関係を

構築しながら着実に取引を拡大

輸出量(本) 出荷時期

平成26年度 5,355
９～１月

平成25年度 5,200

牡丹（直接取引）

【主な品目】

台湾、ロシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・海外需要（品種・数量）を生産計画に反映させ売れる商品づくりを進める
・有望市場であるロシア欧州部の販路開拓に取り組む
・他国への展開を図る

【生じた課題への対応方法】
・現地バイヤーに対する栽培指導、同行営業など、輸出後の徹底したアフターフォ
ローにより、信頼関係を構築しながら着実に取引を拡大

花き

島根県 ＪＡしまねくにびき地区本部
『牡丹を台湾・ロシアへ』

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

【活用した施策・支援】平成26年度一県一支援プログラム（JETRO）を活用して、Flower Expo 2014 Moscow に出展

【事業者の連絡先】tel.0852-55-3033 
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【取り組む際に生じた課題】
・現地商業パートナーの発掘とノウハウ指導
・現地ターゲット層の絞り込み
・現地ニーズに即した商品開発

【ウェブサイト】 http://www.nippon-tea.co.jp/  

【取組の効果】
・「Chaho」がタイ国内で人気を博し、店舗数を拡大
・タイで定着した「Chaho」ブランドの抹茶スイーツなどを日本国内でも販売
・タイ大手食品会社へ日本茶を供給するなど、販路を拡大

和カフェ「Chaho」

タイ王室Soamsawali王妃
への献茶（2009年（平成
21年）３月）

◆抹茶飲料や茶関連製品を取扱うとともに併設したカフェで日本茶の楽しみ方を提案
◆2007年（平成19年）３月の「Chaho」タイ１号店を皮切りに同国内に販売店舗を数店

展開
◆従来から行っている現地での点茶パフォーマンスに加え、和菓子とのコラボレーショ

ンにより、日本茶を通じて 「日本文化」を発信

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 41,000
通年

平成25年度 26,786

日本茶（抹茶）

【主な品目】

タイ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ベトナムや中東等、タイ以外の海外進出・販路拡大
・現地ニーズを踏まえた新商品開発の継続

【生じた課題への対応方法】
・当社社長・従業員による現地店舗での実技指導を実施
・現地での綿密なニーズ調査の実施
・調査に基づく、現地の国民性に合わせた商品開発及び販売

【連絡先】 担当者名：代表取締役 中村 寿男、ＴＥＬ：0852-24-0001

【活用した施策・支援】 ジェトロ個別相談 等

和菓子とのコラボレーション

島根県 （有）中村茶舗
『日本茶（抹茶）をアジアへ』

茶
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【取り組む際に生じた課題】
・原発事故後、輸出額が大幅に減少（現在は回復基調）
・海外バイヤーの需要にこたえるための高品質かつ多種な商品の充実

【ウェブサイト】http://www2.crosstalk.or.jp/bessho/  

【取組の効果】
・素材と製法へのこだわりに対し高い評価

島根フェア（シアトル）での
試食販売

台湾の消費者を対象とし
た試食品評会を実施

◆保存料・うま味調味料等無添加にこだわる県内の食品メーカーを取りまとめ、健康志
向の強い海外市場開拓に挑む

◆北米のオーガニック食品市場、台湾の無添加食品カタログ販売を主な販路とする

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 5,405
通年

平成25年度 2,850

お魚チップス、かまぼこ、おでん

【主な品目】

米国、英国、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】
・健康志向の強い北米・欧州市場やアジアの高所得者層の販路拡大
・自社だけでなく、価値観を共有する県内メーカーが海外市場を通して儲け

る仕組みをつくる

【生じた課題への対応方法】
・海外消費者の不安を解消するための試食品評会の開催
・県内食品メーカーを取りまとめ、共同で販路開拓に取り組む（商社機能）
・海外バイヤーの注文に応える積極的な商品開発

【連絡先】 担当者名：伊藤寛悦、ＴＥＬ：0853-53-2200 

島根県 （有）別所蒲鉾店
『オーガニック食品、加工食品を北米、台湾へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・国内需要の減退から、海外展開により雇用と利益を維持する必要が生じた。
・輸出の手続き、相手方とのコミュニケーション等、万事がはじめてで何度も渡韓。
・当初は安い物の引き合いばかりだったが、品質をアピールし単価を説得。

【ウェブサイト】 http://www.tanabeco.com/  

【取組の効果】
・顧客からの高い評価によるブランドとしての価値向上。
・台湾、中国、ベトナムなど韓国に続く海外市場への輸出を目指す。

見 本

浜田港でバンニングを待つ桧
原木

韓国ＫＩＮＴＥＸでの出品

◆韓国向け内装材にヒノキを輸出する取組を全国に先駆けて開始
◆販路拡大のため国際見本市に参加するとともに、地元・浜田港の利用促進を図る
◆品質の良いヒノキ丸太を扱い、優良顧客をリピーターとして確保

輸出量(㎥) 出荷時期

平成26年度 2,806
通年

平成25年度 1,171

ヒノキ原木、製品

【主な品目】

韓国、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】
・丸太輸出に加え、現地ニーズに合致した製品輸出の可能性を調査する。
・次世代への林業の雇用の場を提供する。

【生じた課題への対応方法】
・韓国で健康に良いと評判のヒノキブームに着目し、全国に先駆けて取組みを開始。
・ソウルKINTEX国際展示場のキョンヒャンハウジングフェアに参加し、販路を開拓。
・品質の良いヒノキ丸太を扱い、優良顧客をリピーターとして確保。

【連絡先】 担当者名：瀧谷勝太、ＴＥＬ：0852-31-2061 

林産物

島根県 （株）田部
『ヒノキ原木、製品をアジアへ』

韓国ＫＩＮＴＥＸでの木材市場
意見交流会にて
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