
島根県 （株）ふるさと海士
『イカ、イワガキを中国、ドバイへ』

水産物

【取り組む際に生じた課題】
・輸出に向けた認証の取得
・輸出拡大のための販路の確保

【ウェブサイト】 http://www.ama-cas.com/

【取組の効果】
・中国のほか、ドバイなどへ販路を拡大
・輸出の販路拡大により企業業績の向上
・海外の日本食レストランでのCAS凍結の白いかや岩牡蠣のブランド価値の認知

「GULFOOD」への出展

島の特産物「白いか」

◆CAS凍結の導入により島の特産物である白いか、岩牡蠣を鮮度保った状態で輸出
◆平成19年より商社を通じて中国に向けた白いか、岩牡蠣を輸出開始した後、他国に

ついても販路を拡大

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 12,398
通年

平成25年度 5,983

白いか、岩牡蠣

【主な品目】

中国、ドバイ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ISO22000の認証を取得し、新たな市場への販路拡大
・平成27年度以降の岩牡蠣の増産による市場供給力の強化

【生じた課題への対応方法】
・ISO22000の平成28年度中取得を目指し、平成26年度より活動開始
・展示会への出展、現地でのマーケット調査を実施

【連絡先】 ＴＥＬ：08514-2-1105

【活用した施策・支援】 ドバイ食品見本市「GULFOOD 2014 ジャパンパビリオン」出展
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【取り組む際に生じた課題】
・消費地（中華系市場）の景気動向に左右されやすく、需要や価格が乱高下
・市場での需要が高くても、価格設定は買い手市場
・漁業資源の確保（乱獲防止）⇔漁師の確保（所得向上）のバランス

【取組の効果】
・地元水産品の加工・出荷まで一貫した付加価値化による地元への経済効果波及
・隠岐・海士産品への品質への評価が向上し、取引価格の下落を抑制
・市況に左右されにくい固定価格での買取により地元漁師の所得向上・安定に貢献

隠岐・海士町から輸出される
干しなまこ

生け簀で砂を吐かせた
なまこを水揚げ

◆ 隠岐諸島・海士町産なまこを水揚げから加工・出荷まで一貫することで付加価値化
◆ 県外からＩターンした若者のビジネス創業を地元自治体（海士町）が積極的に支援

輸出量(Kg) 出荷時期

平成26年 350
２～６月

平成25年 480

干しなまこ

【主な品目】

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】
・新たな市場（シンガポール他の華僑市場）への販路開拓を模索
・隠岐ブランドの確立による、外国人インバウンド観光への波及
・干しなまこの非生産期の非稼働施設を活用した新たな輸出産品の開発

【生じた課題への対応方法】
・「関西モノ」で括られる他産地との品質面での差別化を積極的にＰＲ
・仕入量の安定を図るため、地元漁師からの買取価格を固定化

【連絡先】 ＴＥＬ：08514-2-0437 

島根県 （株）たじまや
『干しなまこを香港・中国へ』

水産物

地元自治体が整備した
加工施設を活用
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【取り組む際に生じた課題】
・海外市場のニーズなど情報の不足
・海外産の低価格帯商品との競合
・オーガニック原料、地元産原料の安定的な確保

【ウェブサイト】 http://www.chasandai.co.jp/

【取組の効果】
・米国、欧州での取り扱い店が拡大。
・相手国側のニーズと提案商品のミスマッチが減少。
・海外での販路拡大により生産者の意欲が向上。

現地スーパーでの試食販売の様子

台湾の消費者を対象とした試食品評会の様子

◆オーガニック商品の優位性を生かし、健康志向の強い海外市場での販路を拡大する
◆地元産原料を使用した商品の提案を通して「SHIMANE」を世界へPRする

お茶（日本茶、健康茶）

【主な品目】

米国、フランス、英国、台湾 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】
・展示会、商談会等を積極的に活用して、更なる販路拡大を目指す。
・輸出パートナーとの連携を深め、情報共有していく。

・海外市場の動向に常に注目し、市場のニーズに合った商品をスピー
ディに開発、提案する。

【生じた課題への対応方法】
・海外市場の調査を兼ねて現地でのプロモーション活動、商談を行う。
・展示会、商談会等で低価格帯商品との違いをＰＲ。
・生産者との連携を深め、年間を通して原料の安定確保に努める。

【連絡先】 担当者名：角 修治、ＴＥＬ：0853-28-2123 

【活用した施策・支援】 島根県庁主催の米国での物産展、ジェトロ輸出有望案件支援サービス

茶

島根県 （株）茶三代一
『お茶を米国、欧州、台湾等へ』

昨年実績対比 出荷時期

平成26年度 220％ 通年
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関するノウハウの不足
・自社スタッフの海外食品市場に対する知識不足

【ウェブサイト】 http://www.nakaura-f.co.jp/  

【取組の効果】
・現地のお客様のニーズを把握する事がスムーズになり、お客様に必要とさ
れる商品開発を行えるようになる

・スタッフ、会社全体の意識向上

現地スーパーでの試食販売の様子

N.Yレストランとのタイアップデ
ザートの販売

◆日本三大和菓子処の松江において、地元の特産品を原料に使用した商品開発
◆N.Yのレストランとのタイアップによる商品活用・市場調査

昨年実績対比 出荷時期

平成26年度 254％ 通年

お菓子

【主な品目】

アメリカ、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】
・現在の取引先、パートナーとの更なる連携強化
・今期取得したFSSC22000を活用した、新たなターゲットへの販売強化

【生じた課題への対応方法】
・パートナーである国内商社及び海外商社との連携強化
・県、市からの継続的なバックアップの活用
・海外進出に関する、セミナー・勉強会への参加

【連絡先】 担当者名：鷦鷯 侑、ＴＥＬ：0852-53-0843 

【活用した施策・支援】 島根県庁が主催する米国での物産展、ジェトロ主催米国市場向け食品販路開拓セミ
ナー～島根県産食品ならではの戦略を考える～（平成26年）、ジェトロ主催米国（ニューヨーク）食品市場開
拓セミナー（平成26年）

加工食品

島根県 中浦食品（株）
『松江のお菓子を米国、ドバイへ』
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【取り組む際に生じた課題】
・代金決済の仕組み
・冷蔵での輸送方法

【ウェブサイト】 http://www.abrand.jp/

【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。
・地元メディアに取り上げられたことによる価値向上や県内での品質の評
価向上

初荷式時のテープカット

千石台ダイコンの選果風景

◆あぶらんど萩農業協同組合では、平成26年に香港に向けた農産物の試験的な出荷
を開始。

◆平成27年6月に、本県中山間地域で生産される「千石台ダイコン」の本格的な輸出を
開始し、その後、トマト、梨の試験出荷に取り組む。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 － －
6月～11月

平成26年度 － －

ダイコン、トマト、梨 等

【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】
・トマト、梨、イチゴなどについて、試験輸出を行い、品質の確保できる時期
や輸送体系を構築

・他ＪＡと連携し、複数品目の輸出展開を目指す

【生じた課題への対応方法】
・県内事業者を窓口とした決済ルートの確立
・他食材との混載による冷蔵輸送方法の確保

【連絡先】 担当者名：横山秀美、ＴＥＬ：0838-22-4231

【活用した施策・支援】

山口県 ＪＡあぶらんど萩
『千石台ダイコン等を香港に向けて初出荷』

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に向けた国内の輸出事業者、相手国の輸入事業者の確保
・サンプル商品を送り込む際の輸入事業者の確保
・商談会開催に向けた台湾国内事業者の参集方法

【ウェブサイト】 http://www.buchiuma-y.net/  

【取組の効果】
・実施直後であり、今後のアフターフォローを実施

山口の地酒や食材等の紹介

現地代理店等との商談会

◆平成27年9月11日、やまぐちの農林水産物需要拡大協議会と山口県観光連盟、ジェ
トロ山口の共催により、県産農林水産物の台湾への輸出拡大に向けたレセプションと
商談会を開催。

◆特に、やまぐちの地酒への関心度は高く、輸入代理店や飲食店等と具体的な商談が
行われた。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 － －
－

平成26年度 － －

日本酒、農産加工品、水産加工品

【主な品目】

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】
・出展者の商談状況や意向を確認し、今後の輸出拡大に向けて支援体制を構築
・平成30年までに、台湾をはじめとした海外にむけて、30品目以上の輸出を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・事前の調整等により、商品ごとの輸出事業者、輸入事業者のリストアップ
・国内大手商社との連携によるサンプル商品の発送手配
・ジェトロ山口への委託による、台湾内の運営事業者の確保

【連絡先】 担当者名：内藤雅浩、ＴＥＬ：083-933-3395 

【活用した施策・支援】 ジェトロ山口との連携

山口県 やまぐちの農林水産物需要拡大協議会
『やまぐちの地酒など魅力ある食材を台湾へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・本県の鶏卵のみでは輸送コストが上昇

【ウェブサイト】 http://naigai-group.com/group/annai.html

【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。
・地元メディアに取り上げられたことによる価値向上や県内での品質の評価向上

鶏卵初輸出の取材風景

輸出用鶏卵の包装作業

◆(有)徳地ファームでは、2015年(平成27年)8月から、香港に向けた本格的な輸出を
開始。

◆山口県産の鶏卵が本格的に海外に輸出されるのは初めてであり、生産者の海外展
開への意欲向上や品質の再評価による地産地消の促進が期待されている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 － 20ｔ(予定)
－

平成26年度 － －

鶏卵

【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】
・香港への継続的な輸出と輸出量の拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・他県産鶏卵とあわせた配送により、輸送コストや通関コスト等を低減

【連絡先】 担当者名：山縣幸成、ＴＥＬ：0835-52-1364 

【活用した施策・支援】

山口県 （有）徳地ファーム
『山口県産鶏卵を香港へ』

その他
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【取り組む際に生じた課題】
・海外市場に関する情報収集、海外展開戦略（輸出先選定等）の不足。
・海外バイヤーとの商談用資料の作成・準備に関わるノウハウ不足。

【ウェブサイト】 http://www.wadamata.co.jp/index.htm/  

【取組の効果】
・ジェトロ主催の食品輸出商談会にてニュージーランドや豪州の販路
開拓に成功。

・海外バイヤーに新商品の提案などを自発的に行う体制を構築。

・新たな国・地域の市場、新たなテーマ（ハラル）などの情報収集も積
極的に対応。

海外バイヤーとの商談会を積極的に
活用

◆食料品の卸売事業に加えて、平成22年より通年供給可能な餅・和菓子の自社製造

を開始。国内需要の低迷予測や海外での和食ブームを背景に海外展開に再び乗り
出す。

◆ジェトロ主催の商談会で海外バイヤーとの取引が成立。間接貿易による取引だが、
商社に任せきりにせず、定期的に新商品情報の提供、提案を行っている。

和菓子、餅など

【主な品目】

ニュージーランド、豪州

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・日本企業間で競争が激化している市場ではなく、未開拓の市場を
ターゲットに定め、海外展開を戦略的に進めていく。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロの商談スキルアップセミナーの受講、貿易相談の活用。
・ジェトロ主催の食品輸出商談会（下関市）に２年連続で参加。

・間接貿易による取引だが、自ら定期的に海外バイヤーに新商品の
提案等を行うなど、自社営業に力を入れる。

【連絡先】 担当者名：川口、ＴＥＬ：083-248-5029 

【活用した施策・施策】 ジェトロ主催の商談スキルアップセミナー（平成25年度）、食品輸出商談会（下関）（平成25、
26年度）への参加など

山口県 （株）和田又
『和菓子をニュージーランド、豪州へ』

加工食品

輸出額（千円） 出荷時期

平成26年度 1,570 通年
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【取り組む際に生じた課題】
・商品の輸送時、顧客先での品質管理。
・商品特徴、商品の食シーンの訴求。
・販路拡大に向けての手法。

【ウェブサイト】 http://www.e-yuzuya.com/  

【取組の効果】
・ジェトロ主催食品輸出商談会において、フランスとマレーシアのバイ
ヤーと成約を実現。

・米国向け柚子果汁からスタートした輸出事業の販路が16カ国へと拡
大。

・平成26年1月期の輸出は4,500万円となり、全売上高の15％を占め
た。

パリ市内のデパートで販売されている同
社の商品

厳しい品質管理によって商品を製造

◆国際標準規格を取得し、厳格な品質管理により、商品の品質や安全性をアピール。
◆商談会や展示会への積極的な参加を通じて、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 45,000 27.5
通年

平成25年度 37,500 22.7

柑橘類加工製品（柚子果汁、柚子胡椒、
夏みかんマーマレード等）

【主な品目】

米国、フランス、マレーシアなど

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・アジアの振興国市場を重点市場と捉え、３年後（平成30年）までに全
売上高に占める輸出の割合を30％に拡大させる。

【生じた課題への対応方法】
・ISO22000を取得し、地元契約農家と自社農園で栽培された原料

（柑橘類）を用いた無添加商品であることを示し、海外バイヤーに品
質や安全性をアピール。

・ジェトロ主催の食品輸出商談会（下関市）に２年連続で参加。
・香港フードEXPO2015に出展し、新たな販路開拓に取り組む。

【連絡先】 担当者名：久保（取締役副社長）、ＴＥＬ：0838-25-7511 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催食品輸出商談会（下関市）（平成25年、26年）、香港フードEXPO（平成27年）等

山口県 （株）柚子屋本店
『柑橘類加工食品を米国、フランス、マレーシア等へ』

＜食品安全をアピールし、柑橘類加工製品輸出を拡大＞

加工食品
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【取り組む際に生じた課題】
・従来は商社を経由していたが、バイヤーから直接取引の要望。しかし、直接
輸出に向けたノウハウが欠如

・海外からの直接取引に対応する体制が未整備

【ウェブサイト】

【取組の効果】
・バイヤーからの直接取引の要望に対応し、直接輸出を実現。（平成25年）
・ジェトロ商談会をきっかけにドイツバイヤーとの継続的な直接取引が実現。
・高松盆栽輸出振興会の設立により海外取引の裾野が拡大。

◆香川県は松盆栽の全国シェア80％を占める日本一の産地。「BONSAI」として世界中
のファンから支持され、五葉松や真柏を欧州へ、黒松はアジアを中心に輸出している。

輸出量(本) 出荷時期 備考

平成26年度 6,105 1～12月 植木を含む

五葉松、真柏、黒松

【主な品目】

欧州、アジア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・平成26年度にジェトロが実施したEU、北米、東南アジアなどのバイヤー調
査を活用し、新規顧客拡大を目指す。

・海外見本市や海外で開催される盆栽・園芸イベントへ参加し、知名度の向
上を図る。

・黒松は寄生虫のためEUにおいて禁輸措置がとられているが、EUバイヤー
からの引き合いも強いため、EUに対して禁輸解除を働きかける。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ貿易相談を利用し、輸出通関に関する手続き等のノウハウを取得。
・ジェトロ主催商談会への参加による輸出実績の蓄積。
・直接輸出の母体となる高松盆栽輸出振興会の設立。

【連絡先】 担当者名：小西幸彦、ＴＥＬ：087-881-2912 

【活用した施策・施策】 ジェトロ盆栽輸出商談会 in 香川（平成26年、平成25年）、ジェト
ロ貿易投資相談

香川県 高松盆栽輸出振興会
『盆栽を欧州、アジアへ』

林産物

生産者の盆栽園で
の商談会開催

高松盆栽
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【取り組む際に生じた課題】
・取引先のオリーブ牛の認知度と特性への理解度
・有力バイヤーとの接点、市場のトレンド情報把握

【取組の効果】
・見本市出展により、オリーブ牛のPRができ、米国の有力バイヤー
と出会うことができた。

・試食セミナー等により、オリーブ牛の特性を理解してもらった結果、
取引量増加へとつながった。

◆平成24年、マカオ向けオリーブ牛の初輸出を皮切りに、アジア（シンガポール、タイ）、
欧州、米国への海外販路拡大に取り組んでいる。平成27年度にはジェトロ香川の一
県一支援案件に認定されている。

輸出先国 輸出量(頭) 備考

平成24年10月～
平成27年8月

欧州 2

米国 2 テスト輸出

シンガポール 5

タイ 19.5

マカオ 4

オリーブ牛

【主な品目】

欧州、米国、シンガポール、タイ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・海外の富裕層にターゲットを絞り、オリーブ牛の世界的な知名度向
上に努めていき、更なる海外販路拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・米国の市場トレンド情報に精通しているジェトロ専門家との連携。
・Summer Fancy Food Show 2015ジャパンパビリオンへの出展。
・シェフに向けた試食セミナーの開催。

【連絡先】 担当者名：大川原美鈴、ＴＥＬ：087-832-8980 

【活用した施策・支援】Summer Fancy Food Show 2015ジャパンパビリオン、Shira 2015ジャパンパビリオン

牛肉

香川県 讃岐牛・オリーブ牛振興会
『オリーブ牛を欧米、アジアへ』

オリーブ牛

フランスでのセミナー

Summer 
Fancy Food 
Show in NY
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【取り組む際に生じた課題】
・日本と海外の料理人では「つまもの」のニーズが異なる
・輸送の際に葉が傷む等、輸送技術の改善が必要
・輸出向けの「つまもの」の安定的な確保
・日本の「つまもの」の認知度向上
・輸送コストの縮減

【ウェブサイト】 http://www.irodori.co.jp/

【取組の効果】
・産地のブランド価値が向上し、販売価格の上昇や安定化に寄与。
・タイへの本格輸出がはじまり、国内から海外へ販路を拡大。

フランス食品見本市（Sirha2015）での
商談の様子

バンコクでの食品見本市での
プロモーションの様子

◆フランスで開催された国際食品見本市（Sirha2015）への出展を皮切りに輸出開始。
◆翌月に出展したバンコク食品見本市での商談がきっかけとなり、タイの日本料理店

等との本格的な取引に繋がる。
◆EUへの輸出拡大に向けて、日本食と組合せたプロモーションや混載輸送の試みを

実施。

つまもの（彩）

【主な品目】

タイ、フランス、ドイツ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・EU、タイ向け輸出を拡大し、平成31年度までに年間輸出額20,000千円を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・フランスやオランダにおいて、現地の料理人からヒアリング

調査を実施
・県の試験研究機関と連携、鮮度を維持できる輸送技術を検討
・ミラノ万博や国際見本市（ANUGA2015）へ出展するなど、

機会を逃さない積極的なPR
・野菜類等との混載輸送によるテスト輸出を実施

【連絡先】 ＴＥＬ：0885-46-0166 

【活用した施策・支援】 グローバル展開担当社員養成支援事業、Sirha2015・ANUGA2015出展

徳島県 （株）いろどり
『食を彩るつまもの（彩）をEU・アジアへ』

その他

【平成26年度実績】
・タイとフランスに初の輸出

 
- 157 -




