
北海道漁業協同組合連合会 （道産水産物を世界各国へ）

北海道ブランドの水産物を全世界に輸出。主な水産物
及び輸出先は、秋サケ（中国）、ホタテ（米国、EU）、コンブ
（台湾 中国）など（台湾、中国）など。

日本からの輸出量（H20年貿易統計より）

【輸出のきっかけ】

日本からの輸出量（ 年貿易統計より）

秋サケ：45千ｔ、ホタテ：10千ｔ、コンブ：398ｔ 台湾での秋サケ・昆布の販売の様子
（平成20年3月)

【輸出のきっかけ】

国内の魚価の低迷と国内で需要のない魚種やサイズ等のものの販路拡大のために輸出に取り組
んだのがきっかけ。
漁業者も一定の負担をして魚価の維持と安定した需給の観点から 事業を実施している漁業者も 定の負担をして魚価の維持と安定した需給の観点から、事業を実施している。

【輸出によるプラスの効果等】

輸出によって魚価の維持と安定した国内流通に役立っている。

（サケ単価 平成16年 213円/k 平成20年 430円/k ）（サケ単価：平成16年 213円/kg→平成20年 430円/kg）

今後は、欧米の衛生管理基準やエコラベル認証水産物の流通動向等を
含めて新規海外市場の調査を行い、輸出先国や品目の多様化を図りなが
ら一層の魚価の維持確保を図っていきたいら 層の魚価の維持確保を図っていきたい。

一方、「国内への水産物の安定供給」という役割も担っていく。

台湾での長昆布の販売 http://www.gyoren.or.jp/－1－



北海道 ＪＡ帯広かわにし、ＪＡ帯広大正 （長いもを台湾、アメリカへ）

薬膳・健康志向ブームから、栄養価が高く、甘みののった高品質な十勝の長
いもが台湾・アメリカで好評を得ており、輸出量は年々増加しています。

平成１９年産 輸出生産数量 生産全体に占める輸出比率
ＪＡ帯広かわにし １，５０５ トン ８．３ ％
ＪＡ帯広大正 １，３７９ トン ２５．７ ％

【販売戦略、工夫した点等】 ＨＡＣＣＰ認証で「安全・安心」をＰＲ【販売戦略、工夫した点等】

ＪＡ帯広かわにし
• 輸出専用段ボールで、国内市場から仕入れ輸出する
業者との差別化。
大型冷蔵施設を活用し ロボットの導入等により流通コ

ＪＡ帯広大正
• 長いも、メークイン、だいこんの３品目を地域団体商標
登録し、『野菜３兄弟』として、より消費者から信頼され
るブランドへと進化している• 大型冷蔵施設を活用し、ロボットの導入等により流通コ

ストを大幅削減。
• ＨＡＣＣＰ認証を取得し、更なる「安全・安心」を訴求。
• 地域７農協で連携して産地を形成し、年間安定供給体
制を構築

るブランドへと進化している。
• 傷のつかないノンブラシ洗浄・予冷設備を整備し、良品
質周年供給体制を構築。

制を構築。
【輸出によるプラスの効果等】

• 輸出による太物の大口需要先を確保したことで、太物の評価が上昇し、豊
作年でも国内価格の下落を抑止、平作年では太物が高値で取引され、販
売の安定化で 作付け面積 生産量ともに増加した売の安定化で、作付け面積・生産量ともに増加した。

• 輸出実績が評価され、マスコミ等で取り上げられることにより、産地の知名
度がアップするとともに、より安心・安全に対する生産者の栽培技術向上の
意欲喚起となっている。

帯広川西農協

安心・安全な農産物をお届けします

帯広川西農協
http://www.jaobihirokawanisi.jp/

帯広大正農協
http://www.ja-taisho.com/－2－



北海道 ＪＡ中札内 （冷凍えだ豆を米国、香港へ）

米国等で日系人を中心に根強い需要があるえだ豆を輸
出。

「安全・安心で良食味」と国内でも評価の高いえだ豆で
中国産に対抗。市場開拓に期待。

輸出数量 生産全体に占める輸出比率輸出数量 生産全体に占める輸出比率

平成１８年度（初年度） 930kg 1.09％

平成１９年度 860kg 0.09％

平成２０年度 2 700kg 0 17％
取れたての鮮緑色で甘みのあるそのままえだ豆

【輸出のきっかけ】
平成１９年６月に札幌であった「北海道産品取引商談会」札

幌会場へ初めて冷凍えだ豆を出品したところ 品質の良さが

平成２０年度 2,700kg 0.17％

幌会場へ初めて冷凍えだ豆を出品したところ、品質の良さが
商社の目にとまり米国への輸出が決まった。
また、平成２０年、北海道貿易物産振興会からの紹介により

香港の商社からサンプル依頼があり、輸出が決まった。

【輸出によるプラス効果等】
知名度が上がったことにより生産者の自覚と認識が生まれ、

尚一層の安全な原料を作らなければならないという意識と、
中札内村のえだ豆が更に世界中の国々へ広まって欲しいと
いう期待により生産意欲が高まった。

濃厚で甘みのある味わいのそのまま黒えだ豆

http://www.netbeet.ne.jp/~janaka－3－



北海道 ひやま漁業協同組合 （スケソウダラを韓国へ）

日本で取引価格の低いオスのスケソウダラは、韓国では高級な魚として需要があること
に注目 漁から出荷までの品質管理を徹底し 韓国でも好評に注目。漁から出荷までの品質管理を徹底し、韓国でも好評。

輸出生産数量 平成20年 1,221トン
輸

【販売戦略、工夫した点等】

生産量全体に占める輸出比率 約37％

【販売戦略、工夫した点等】

• はえ縄漁業のため、従来から鮮度がよいと評判。

•地元熊石で取水される海洋深層水での処理により鮮度の持続
期間がのび さらに評判がアップした

荷揚作業

期間がのび、さらに評判がアップした。

【輸出によるプラスの効果等】

•これまで収入にあまり貢献できなかったスケソウダラのオスの
販路開拓により、経営基盤の安定化に貢献。

•生産者は鮮度保持等品質管理をより徹底するよう意識変化。
箱詰作業

生産者は鮮度保持等品質管理をより徹底するよう意識変化。
箱詰作業

http://www.jf-net.ne.jp/hkhiyamagyokyo/－4－



北海道 ホクレン、（株）ホクレン通商 （かぼちゃを韓国へ）

主に道北・道南産のかぼちゃを輸出。韓国でも日本品種のかぼ
ちゃが生産されているが、昼夜の温度差が多い北海道産の味
は格別 「甘みが強く ホクホクしている」ということで好評は格別。「甘みが強く、ホクホクしている」ということで好評。

平成２０年度韓国への輸出量 ： ２５５トン陳列販売の様子

【輸出のきっかけ】
10･11月の日本の市場は北海道産のかぼちゃが独占状態。韓国の青果物取扱業者が来道し、北

成 年度韓国 輸陳列販売の様子

月の日本の市場は北海道産のかぼちゃが独占状態。韓国の青果物取扱業者が来道し、北
海道産かぼちゃの購入を希望。産地視察などを重ねて交渉が成立し、平成16年10月に輸出を開始
した。
韓国のかぼちゃ出荷は９月で終了。 その後10～11月にかけて北海道産がなくなるまで供給。

【販売戦略、工夫した点 等】
輸出開始当初は品質事故が多発。品質保持技術の確立で安定した輸

出量を確保。韓国は日本と違い１個売り。小玉が喜ばれ 事業者としては出量を確保。韓国は日本と違い１個売り。小玉が喜ばれ、事業者としては、
取り扱うかぼちゃの販売価格の安定に繋がっている。
韓国からは約17万人（平成19年度）の人々が来道し、北海道の味覚

を体験。北海道の秋の味覚「かぼちゃ」を韓国の食卓にお届け。 ９月から
ウ 市 は 高橋はる 知事 「 真と ジ が添ソウル市ロッテマートでは、高橋はるみ知事の「写真とメッセージ」が添え

られ販売された。 ソウル市ロッテマート野菜販売コーナー

ホクレン http://www.hokuren.or.jp/－5－



北海道 （株）ホクレン通商 （ＬＬ牛乳を香港、台湾等へ）

くみあい乳業（株）（工場：旭川）、北海道日高乳業（株） （工
場:日高町）製造のＬＬ牛乳を香港・台湾・タイ・シンガポール・

中国へ輸出 北海道の雄大な自然の中で生産される牛乳は中国へ輸出。北海道の雄大な自然の中で生産される牛乳は
安全･安心で高品質と信頼が厚く、「濃厚で味が良い」との高
評価を得ています。

平成20年度輸出量 ： ７９８トン（うち香港７５０トン）
牛乳試飲販売

（香港Ｗellcome銅鑼湾店 2009年3月）

牛乳はどこの国においても身近な飲料。それだけに「自然･空気・水など牛が育つ環境」も購買行動
に影響を与えます。「生産に使われる飼料がどのようなものか？」と 消費者の安全への関心は飼料
にも及び、その関心の高さは日本以上。

香港政庁から現地輸入許可を取得するまでに４年の歳月を要し、平成８年に輸
出を開始しました。当初、顧客は在留邦人・一部富裕層だけであったが、継続的
かつきめ細かな販売対応に努めてきた結果、今では日系デパート・量販店のみなかつきめ細かな販売対応に努めてきた結果、今では日系デパ ト 量販店のみな
らず地元スーパー・コンビニエンスストアにも並べられている。
2008年の中国粉ミルクメラミン混入問題で香港政庁は中国ＬＬ牛乳を禁輸。市民
の食の安全への関心が高まり、香港への輸出数量は2.7倍に伸長。台湾ではパ
ン・プリンの材料に、香港ではアイスクリームの材料として利用され、高付加価値ン プリンの材料に、香港ではアイスクリ ムの材料として利用され、高付加価値
な製品が作られ、道産牛乳使用製品として販売されている。 牛乳・パン販売

（台北Ｊａｓｏｎｓ101店 2008年9月）

－6－



北海道 ホクレン、（株）ホクレン通商 （鶏卵を香港へ）

「ホクレンのたまご」を輸出。鮮度保持技術確立で、ＬＬ牛乳と鶏
卵が香港輸出の主力商品となる。当初は、「朝、生卵を食べた
い」と望む在留邦人の食卓へ 今は 日本食ブ ムで安全・安い」と望む在留邦人の食卓へ。今は、日本食ブームで安全・安
心な卵として現地の人たちに高い評価を得ています。

【輸出のきっかけ】

平成20年度輸出量 ： ９３トンホクレンの卵

平成６年８月、北海道・ホクレン等で組織する「北海道農畜産物海外市場開拓推進協議会」が海外
輸出促進を図るため、海上輸送における長期鮮度保持技術確立を目的として、青果物と鶏卵の輸
送試験を実施。品質保持が確認でき、同年１０月に香港大丸で開催した「北海道収穫祭」で販売した
のがきっかけ 以降 安定した販路を築いてきたのがきっかけ。以降、安定した販路を築いてきた。

北海道の農畜産物の中で、周年供給できる牛乳・卵は輸出品目の
優等生 特に自国生産ができない香港消費者にとって 安全・安心な優等生。特に自国生産ができない香港消費者にとって、安全・安心な
食材入手は死活問題。食の安全･安心への関心は日本人よりも非常
に高いものがある。
平成２０年秋から、中国産農畜産物に対して香港市民の厳しい目が

注がれるようになり、「ホクレンのたまご」は、パイオニア産地としての
信頼を得て取扱いが伸長した。

輸出用段ボール（Ｌサイズ・パック卵用）

ホクレン http://www.hokuren.or.jp/－7－



北海道 北海道ワイン（株）（地元産ワインを台湾、香港へ）

北海道産葡萄のみを使用したワインを輸出する
ことにより、収益の増加はもとより、地元葡萄農家農
の経営安定にも寄与している。

【輸出量 輸出金額】 台湾 4 800本 3 393千円【輸出量・輸出金額】 台湾 4,800本 3,393千円
H20.1~12 香港 731本 593千円

上海久光デパート
（ 2007年10月４日）

香港ＳＯＧＯデパート

（2008年12月7日）（ 年 月 日）

【輸出のきっかけ】

東アジアでは北海道ブームが続いており、北海道産葡
萄１００％を原料に製造した本物のワインの要望が強く、
これが当社のワインの輸出につながった。

【輸出によるプラスの効果等】
輸出により収益が増加したことで、当社葡萄畑の作付

香港ＳＯＧＯデパート（2008年12月7日）

輸 り 増 、 社葡萄畑 作付
け面積の増大や地元葡萄農家の安定にも寄与している。
特に台湾、中国、韓国は日本初の輸出でありマスコミ

による報道の機会が増したことで、当社の経営の安定化
や営業戦略の多様化にもつながっているところである。

http://www.hokkaidowine.com/－8－



北海道 丸ヨ吉住商店 （雪中米を台湾へ）

沼田町で低農薬で栽培された安全・安心な「ほしのゆめ」
を、雪氷冷熱を活用した貯蔵で環境にも優しい「雪中米」
のブランド名で平成１７年から台湾へ輸出のブランド名で平成１７年から台湾へ輸出。

輸出量：４９トン（平成２０年産米）
（内、１６トンが平成２０年中に輸出済み）

沼田町産ほしのゆめ「雪中米ブランド」

【輸出のきっかけ】
農産物に詳しく台湾の流通にも詳しい大学教授から紹介があったの

が輸出のきっかけ。

沼田町産ほしのゆめ 雪中米ブランド」

が輸出のきっかけ。

【工夫した点等】
台湾向けに文字色等パッケージを工夫した。また、平成19年度に台

湾に赴いて試食販売会を行うなど、町をあげたＰＲを行った。食 、

【輸出による効果等】
台湾の消費者に「雪中米」のおいしさを知ってもらうことができ、生産者
（農業者）の自信につながっている。「雪中米」がブランドとして評価さ
れている。平成20年産米は4９トンの輸出契約がなされており、まだ需
要は大きいものと考えられる。

雪冷熱を活用した米乾燥調製施設
「スノークールライスファクトリー」

http://numasyou.web.fc2.com/b3/yoshizumisyouten.html－9－



青森県農林水産物輸出促進協議会 （りんご、ながいも等を中東、ロシア、中国等へ）

平成１６年度より、「青森県農林水産物輸出促進協議会」を中心として、経済発展が著
しい中国をはじめ、ロシア、中東、アメリカを対象に、りんご、ながいも、ほたてを主要３品
目として、輸出拡大に取り組んでいる。目として、輸出拡大に取り組んでいる。

本県産品の輸出量
○りんご １９年産 ２２ ９４７トン ○ながいも １９年産 ４８６トン○りんご １９年産 ２２，９４７トン ○ながいも １９年産 ４８６トン

２０年産 １５，３９４トン ２０年産 ４０トン
日本貿易統計から推計、 全農青森県本部調べ、

２０年産は２０年９月～２１年２月まで ２０年産は２０年１１月～２１年２月まで

上海での消費宣伝会ディスプレイ

【販売戦略・工夫した点】

• 対象国の輸出状況に応じて、ステップ１：新規市場輸出可能性調査、ステップ２：輸出

北京での知事トップセールス

対象国 輸 状況 、 新規市場輸 能性調 、 輸
ルート確立、ステップ３：輸出規模拡大と、段階的な輸出促進活動を展開し、市場開拓
に努めている。

• 中東（ステップ１）：見本市への出展やテスト輸出・販売、市場調査を実施した。
• ロシア（ステップ２）：バイヤーに対する商談会やりんごの試食宣伝を行った。

北京での知事トップセールス
食

• 中国（ステップ２、上海のみステップ３）：りんご・水産物を対象に商談会の開催や百貨

店などでの消費宣伝会を実施したほか、バイヤーを招へいし商談会を開催した。また、北京の日系大手量販店
で「青森フェア」を開催し、知事トップセールスによる県産品のＰＲを行った。

• アメリカ（ステップ３）：ながいもの試食宣伝や、有名レストランシェフなどオピニオンリーダーに対する売り込みを
行った。

• 青森県産品ブランドの確立を図るため、攻めの商標戦略として、海外向け県産品統一ロゴマークを作成した。

－10－



青森県 片山りんご（株） （りんごを世界各国へ）

青森のりんごは、りんご農家が代々心血を注いだ畑（文化遺産）
の上で栽培される、世界唯一無二のりんご（知的財産）である！

世界各地で青森りんご１３０年の歴史と青森りんごの品格をＰＲ。世界各地で青森りんご１３０年の歴史と青森りんごの品格をＰＲ。

スイス・仏領タヒチにりんごを輸出。

中国・ドバイでは新基軸輸出ルート開設、様々な障害・妨害はあ
るが前進あるのみ

片山りんご園最長老８０年木

るが前進あるのみ。

平成２０年産りんご 輸出約６２トン 売上の約５％

【販売戦略、工夫した点等】

• Not apple, another category of fruit, RINGO.・・・文化遺産と知的財産を徹底的
に説明 バイヤーに納得してもらい 小売店販売員が青森りんごの素晴らしさをに説明、バイヤーに納得してもらい、小売店販売員が青森りんごの素晴らしさを
実際の売り場で消費者にきちんと説明できるようにしてもらう。

• 農家＋産地コーディネーター（荷送人）＋消費地コーディネーター（荷受人）＋小
売、ＷＩＮ－ＷＩＮの商流構築を目指す。春の剪定、熟練の技

【輸出によるプラスの効果等】

• 「２００８年青森県りんごサミット」にて講演、学生、りんご関係者に対し輸出の
状況と課題について報告。

春 剪定、熟練 技

• 海外販売、展示会実習で一緒に海外に出かけた弘前実業藤崎校舎の高校生３
名が大学に進学。「りんご指導者として地元に戻る」という志を強めてくれた。

世界中に翼を伸ばす
青森りんご http://www.katayamaringo.co.jp/－11－



岩手県 八幡平市花き振興協議会 （りんどうをオランダへ）

八幡平市安代地区の農業の重要な基幹品目であるりんどうを、協議会が中心となっ
て、平成１４年からオランダへ輸出。

輸送コスト等の様々な課題を克服し 輸出量増加輸送コスト等の様々な課題を克服し、輸出量増加。

輸出数量の推移 １６年：２８０千本 → １９年：４３８千本 →２０年：６６６千本
（前年比１５２％）

生産全体に占める輸出比率 １６年：１ １％ → １９年：１ ６％→２０年：２ ３％

【販売戦略、工夫した点等】
• 早くから地域に適した品種開発に取り組み、独自品種が外国産との差別化を図
る源泉に。

生産全体に占める輸出比率 １６年：１.１％  １９年：１.６％ ２０年：２．３％

る源泉に。
• 岩手県農業研究センターと共同で、前処理材の使用等、輸出のための鮮度保
持技術を開発。輸送業者、航空会社、現地の通関代理店等の協力のもと、温度
チェックシートの記入や迅速な通関などコールドチェーンを確立。
輸送箱 改良や航空会社と 交渉により 輸送 トを大幅に削減• 輸送箱の改良や航空会社との交渉により、輸送コストを大幅に削減。

• 18年から全農いわて県本部が事業を推進。

【輸出によるプラスの効果等】
国内出荷量の約4分の1を占める安代地区が輸出に取り組んだことにより 国内• 国内出荷量の約4分の1を占める安代地区が輸出に取り組んだことにより、国内
の需給調整が図られ、需要の端境期等における価格下落をやわらげる効果が
見られた。また、このことにより、県内他産地も輸出を手がけるようになった。

• 自分たちが栽培したりんどうの品質について高い評価を受けたことを実感でき、
生産者の生産意欲が向上。安代地区の農業人口・農家数は年々減少している
にもかかわらず、安代りんどうの生産者数は平成13年から維持。輸送パレット

－12－



岩手県 大船渡湾冷凍水産加工業協同組合
（冷凍水産物（さんま、さば、さけ）を東南アジア、アメリカ等へ）

平成１６年、岩手県の働きかけにより本格的な輸出事業に取り組み始めた。
特に 岩手県の海外拠点を通じ現地での販促活動に参加し 商談等の機会特に、岩手県の海外拠点を通じ現地での販促活動に参加し、商談等の機会
を増やしている。

輸出数量：平成16年：600ｔ → 平成19年：2,900ｔ → 20年：2,000ｔ
輸出割合：近年は輸出割合２０％台を推移している。現地展示商談会

での商品説明

【輸出にあたって工夫したこと等】

• 商社経由で、地元大船渡港から積み出しできることが輸出コスト軽減につな
がっている。

• 信頼される原料素材はもとより、加工品等の紹介、販売拡大に努めている。

【輸出によるプラスの効果等】

海外の水産物需要が年々高ま ている また ンテナ単位の取引のため

バイヤーとの商談

• 海外の水産物需要が年々高まっている。また、コンテナ単位の取引のため、
効率的な生産計画が立てやすい。

• 食材の汎用性を高められ、新たな商品開発につながっている。

香港県産品フェア

－13－



岩手県 （株）川秀 （乾鮑、干しなまこを中国へ）

北海道、青森、岩手に水産加工場を設置し、三陸のあわ
び、なまこ等を原料に、乾鮑、干しなまこ等に加工・販売。

平成１ 年から輸出を開始 中華料理の高級食材として平成１４年から輸出を開始。中華料理の高級食材として、
中国への輸出を伸ばしている。

輸出額の推移

【輸出のきっかけ 工夫した点等】

輸出額の推移
１６年：約１０億円→１８年：約１５億円→２０年：約６億円

乾鮑

【輸出のきっかけ、工夫した点等】
・ 県が神戸、福岡で開催した商談会で海外に販路を持つ業者と知り合い、輸出に取り組む。
・ 岩手の海産物ブランドを確立するため、自然環境、安全性等をＰＲするＤＶＤを作成し、商談会で活
用。

【輸出によるプラスの効果等】
・海外での好評価により、生産意欲が向上。
・収益の増加による経営安定。

が増 た と 浜 買 価格が が 漁業者・取引が増えたことにより、浜での買い取り価格が上がり、漁業者の
収入増につながる。

【現状】

19年は鮑価格の高騰、20年は円高の影響で輸出額が大きく減少し
ている。

乾鮑の乾燥風景－14－



宮城県 農業生産法人伊豆沼農産 （霜ふり豚肉を香港へ）

宮城県北部、登米市の農業生産法人伊豆沼農産では、平成１６年７月から、
香港の高級レストランや百貨店向けに、宮城県特産の「伊達の純粋赤豚」と
「伊豆沼ポーク」を輸出。

【輸出数量の推移】
16年：1.2ﾄﾝ → 17年：0.9ﾄﾝ→ 18年：4ﾄﾝ（赤豚1.7ﾄﾝ、伊豆沼ポーク2.3ﾄﾝ）
→19年：2.7ﾄﾝ（赤豚2ﾄﾝ、伊豆沼ポーク0.7ﾄﾝ）

20年 5 1ﾄ （赤豚2 9ﾄ 伊豆沼ポ ク2 2ﾄ ）→20年：5.1ﾄﾝ（赤豚2.9ﾄﾝ、伊豆沼ポーク2.2ﾄﾝ）
香港でおいしい豚肉として評判になっているが、国内にもファンが多く、海外

の需要に応えられない状況。
伊達の純粋赤豚の総出荷量に占める輸出の割合は約３％。

香港での販売風景

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
• 平成１５年香港視察をした際、香港百貨店で販売されている国内他産地の豚肉を見て、自ら生産する「伊達の純
粋赤豚」でチャレンジしたいと考えた。

• 当時、生産者が直接輸出する事例はまれで、支援体制がなく試行錯誤の連続。
• 現在は、国内のサプライヤーを通じて輸出。
• 伊豆沼農産では、農畜業をはじめとしてレストラン、産地直売所、食肉加工場を
運営しており、安全性、おいしさにこだわった豚肉加工品を出荷。

【輸出によるプラス効果】
• 国内外での知名度アップ。（ブランド化戦略）
• 安全性とおいしさが海外で認められ、地元の豚生産農家や加工に携わる人の
やる気につながっている。（国内生産性の向上）

香港のレストランのメニュー

http://www.izunuma.co.jp/index.html

やる気につながっている。（国内生産性の向上）
• 最終的に国内自給率の向上につながる。

－15－



宮城県 （有）大永商店 （国産大豆の納豆をアメリカへ）

宮城県南部、村田町の(有)大永商店では、平成１６年

から、アメリカのスーパー等向けに、北海道産、宮城県産
を原料とした納豆を輸出を原料とした納豆を輸出。

【輸出数量の推移】
１６年：0.6トン → １９年：0.6トン → ２０年：0.5トン

ぼ

アメリカのスーパーの販売風景

食品の手作り製法で作られた納豆に、アメリカのバイヤーがひと目ぼれ。
アメリカでの購入者は、日本人が９割。
総出荷量に占める輸出の割合は約0.4％。

【輸出のきっかけ 工夫した点など】【輸出のきっかけ、工夫した点など】
• アメリカのスーパーのバイヤーが、日本のおみやげでもらった納豆にひと目ぼれ。その商品が同社の納豆で
あったことがきっかけで、同社のホームページに直接、メールによるアポイントメントがあり、平成16年、アメリカへ
の輸出を開始。

• その後 納豆を紹介された別のアメリカのバイヤーから取引のアポイントメントがあり 18年からそのバイヤー向• その後、納豆を紹介された別のアメリカのバイヤ から取引のアポイントメントがあり、18年からそのバイヤ 向
けに輸出している。

• 19年頃から韓国向けへも業務用で輸出開始。日本食メニューの一環として提供されている。
• 国産大豆１００％。機械に頼らず、職人の五感で手間暇かけた手造り製法。数々の品評会で受賞。

【輸出によるプラス効果】
• 輸出による売り上げは、直接的に収益増にはつながっていないが、人脈
ができたことにより世界一の納豆を目指す夢の実現に一歩近づいたと考
えている。

輸出される納豆 http://www.rakuten.co.jp/green710/

えている。
• 海外での評判により、日本で新たに契約を希望する企業が現れた。

－16－



宮城県 ワイケイ水産（株）
（冷凍銀鮭、さんま、さば、水産加工品を香港、台湾、韓国、中国へ）

平成１８年、台湾で開催された国際食品見本市「フード台北」に参
加し、現地で日本産食材を販売するバイヤーと知り合ったことを
きっかけに、香港、台湾へ冷凍銀鮭（切り身）とさんま、さば、す
けとう鱈の輸出を開始。

輸出数量：冷凍銀鮭 さけ さんまハンバーグ輸出数量：冷凍銀鮭、さけ、さんまハンバ グ
18年：2ｔ → 19年：5ｔ → 20年：10ｔ

冷凍さんま、さば
18年：700ｔ → 19年：2,000ｔ → 20年：3,000ｔ

す う鱈

台湾での国際フード見本市

すけとう鱈
20年：600トン

輸出割合：約15％

【輸出にあたり工夫したこと】

• 中国（上海）での販売促進のため、平成20年、数社と販売会社を設立した。
• 言葉の問題に関しては、在日の中国人を介し、取引を行いスムーズに行うこ

出展ブースにて

言葉 問 関 、 介 、 う
とができた。

• 取引上の金銭的不安は、LCによる決済や、先に代金を振り込んでもらうこと
で解消した。

【輸出によるプラスの効果等】

• 海外への新しい販路により経営の幅を広げることができた。 輸出商品やパッケージ例

http://www.yk-suisan.co.jp/buy-index.html－17－



宮城県 農業生産法人（有） ＰＦＴサービス （米を香港へ）

平成１９年１１月、仙台市で開催した「農林水産物・食品輸出オリ
エンテーションの会」の商談会に参加し、海外で日本産食材を販
売するバイヤーと知り合ったことをきっかけに 平成２１年１月か売するバイヤ と知り合ったことをきっかけに、平成２１年１月か
ら、香港の業務用及び店舗販売向けに、米（ササニシキ）の輸出
を開始。

バイヤーと香港のスーパー等を視察

輸出数量：２１年１月～３月：約４４ｔ （２０年産米）
総生産数量：２０年産米：約１３０ｔ
輸出割合：約３４％

【輸出にあたり工夫したこと】
• 米の品種名はアピールポイントにならない →日本産をイメージできるブ
ランド。輸出向けの米として倉庫に保管 ランド。

• パッケージデザインの工夫 →バイヤーと協力して作成。
• バイヤーの輸出拠点港が福岡で陸送費増が課題 →仙台港を輸出港と
して経費軽減。

輸出向けの米として倉庫に保管

【輸出によるプラスの効果等】
• 海外にも市場ニーズがあることが分かり視野が広がる。
• 生産調整面積としてのカウント。
既存の機械 施設の利用率が上がり生産性が高まる• 既存の機械・施設の利用率が上がり生産性が高まる。

包装デザイン

－18－



秋田県 横手市観光協会 （ぶどうジュースを香港へ）

香港の高級スーパーのアドバイスのもと、富裕層をター
ゲットにぶどうジュースを開発、平成１７年から香港に輸出。

販売スタッフ ぶどう栽培農家とともに プロモーション活動販売スタッフ、ぶどう栽培農家とともに、プロモーション活動
を展開。

【輸出数量の推移】

【輸出のきっかけ、販売戦略等】

【輸出数量の推移】
１７年産600本 → １９年産6,000本 → ２０年産10,000本フェア会場

• 国内消費が減少する中、海外販売等を模索し、平成１５年に香港高級スー
パーの日本現地法人社長との出会いをきっかけに、横手市観光協会が香港
で「横手市フェア」を開催。

• 平成１６年 香港のバイヤーを招聘したとき バイヤーが大沢地区のぶどう• 平成１６年、香港のバイヤ を招聘したとき、バイヤ が大沢地区のぶどう
畑に惚れ込み、高級ぶどうジュースの開発に着手。

• 定番商品として販売を伸ばすため、品目を絞ったプロモーション活動を展開。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】
• 輸出モデルの商品づくりにより、海外市場を見ることができるようになった。
• ぶどうジュースの評判が国内でも広がり、国内販売（19年１万４千本）も好調。
• 世界を相手にする親を見て、農の現場に跡継ぎが生まれている。
高品質を評価され 同じ果汁を使用した「ジ ム の販売に いても要望をい• 高品質を評価され、同じ果汁を使用した「ジャム」の販売についても要望をい
ただき、輸出が始まった。商品アイテムが増えたことにより、地元加工所での
業務量も増えている。

－19－



秋田県 （株）メルコレディ （こめ粉麺を海外へ）

平成20年3月、幕張で開催された「FOODEX JAPAN」に参加し、海外で日本産食材を販売する
バイヤーと知り合ったことをきっかけに、平成20年5月から、香港､台湾､シンガポールなど
の業務用及び店舗販売向けに こめ粉麺（地元あきたこまち使用）の輸出を開始の業務用及び店舗販売向けに、こめ粉麺（地元あきたこまち使用）の輸出を開始。

輸出数量：２０年４月～２１年３月：約１ｔ （２０年度）
総生産数量 年産米 約

【輸出にあたり工夫したこと】

総生産数量：２０年産米：約１３０ｔ
輸出割合：約０.７６％

【輸出にあたり工夫したこと】

• 新規性をアピールするため、現地マネキンを使っての試食を行い、うど
ん･そばとの違いを確認してもらうように努めた。

• 日本産と一目でわかるように国内と同じものをパッケージとして使用し本産 目 わ る う 国内 同 も を ッケ ジ 使用
た。

• 国内港倉庫への輸送費のみを負担し、その先は貿易会社･卸がコンテ
ナ輸送することで負担軽減を図った。

【輸出によるプラ の効果等】【輸出によるプラスの効果等】

• 地域の基幹作物でもあるあきたこまちを活用した製品により地域活性化
にも貢献。

• 新規需要米の活用により 水田の有効活用が図られる• 新規需要米の活用により、水田の有効活用が図られる。
• 既存の機械・施設の利用率が上がり生産性が高まる。

http://www.mercoledi.jp/－20－



山形県 （株）山形県食肉公社 （豚肉を香港へ）

山形の豚肉を日本料理の高級食材として輸出。

香港の高級レストランを訪れるセレブ等がターゲット。香港の高級レストランを訪れるセレブ等がタ ゲット。

【輸出量の推移】
平成１６年 ０.８トン → ２０年 ７.７トン

香港商談会でのディスプレイ状況
（平成１８年）

【輸出のきっかけ、経緯、苦労したこと】

• 平成１６年に県主催の香港現地商談会に出展したところ、なだ万の料理長の目にとまり、取引を
開始。
証明書の発行などの手続 （家畜保健所 と畜場 食肉検査）が毎回の輸出ごとにあるので そ

【輸出によるプラスの効果等】

• 証明書の発行などの手続、（家畜保健所、と畜場、食肉検査）が毎回の輸出ごとにあるので、そ
の煩雑さが悩みの種。

【輸出によるプラスの効果等】

• 海外で評価されたことにより、生産意欲が高まり事故率（豚の死亡率）
が低下し、収益率がアップ。

• 価格は国内と同一であり、価格的メリットは少ないが、国内における知価格は国内と同 であり、価格的メリットは少ないが、国内における知
名度が向上。 香港なだ万の山形県産豚肉（米沢

豚一番育ち）のトンカツ料理

http://www.ysyokuniku.jp/－21－



山形県 朝日町果樹組合連絡会 （りんごを台湾、タイへ）

平成１６年、ＪＥＴＲＯの紹介で国内の商社を通じて台湾に輸出を開始。

平成１７年からは ブランド確立を目指し 高級百貨店での販売を中心に展開平成１７年からは、ブランド確立を目指し、高級百貨店での販売を中心に展開。

輸出数量：平成16年：14ｔ 平成19年：21ｔ→20年：37ｔ
タイでの商談風景

輸出数量：平成16年：14ｔ 平成19年：21ｔ→20年：37ｔ
輸出割合：約0.5％

【輸出にあたり工夫したこと】【輸出にあたり工夫したこと】.

• 平成16年に輸出を試みるが、単価が安く、ブランド構築を先行させてから輸
出を伸ばす必要性を認識。

• このため、蜜入りりんごでブランド構築を目指し、選果を厳選し、高級百貨店
台湾での販促の様子

このため、蜜入りりんごでブランド構築を目指し、選果を厳選し、高級百貨店
での販売を中心に行った。

• 町長による台湾百貨店等でのトップセールス、生産者による販促を継続し、
認知度向上に努めた。

【輸出によるプラスの効果等】

• 海外への新しい販路により経営の幅を広げることができた。
• 台湾は贈答用大玉が好まれるが、タイでは比較的小玉が好まれ、当地での輸出商品展示例
生産とマッチするため今後の輸出に期待できる。

輸 商品展 例

－22－



福島県 会津喜多方物産協会 （喜多方市の特産品を世界各国へ）

飯豊連峰の伏流水などの自然の恵みが生んだ米、味噌・醤油・ラーメン・農産物加工
品などの喜多方市の特産品を中国、台湾へ輸出。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】

輸出金額
Ｈ18 500千円 Ｈ19 3,967千円 Ｈ20 5,236千円

• 当物産協会会員である酒造業者は、既に、欧米、中国、台湾などへ
日本酒等を継続的に輸出しており、近年の世界的な日本食ブームも
あって輸出規模も着実に拡大している中、日本酒等以外の農産物等
についても輸出しようとする気運が高まり 平成１９年度からこの事についても輸出しようとする気運が高まり、平成１９年度からこの事
業に取組んでいる。

• 平成２０年度は、中国上海市、台湾台北市の百貨店等で喜多方物
産フェアを開催し、試食・試飲による実演販売や地場産品のプレゼン
等 販売促進活動を実施 たト等、販売促進活動を実施した。

• 物産フェア会場で商品アンケートを行い、消費者の嗜好・動向等に
ついて調査した。

【輸出によるプラス効果】【輸出によるプラス効果】

• 輸出に対する意識変化と生産意欲も高まり、参加業者のほとんどが、
今後も継続して輸出に取り組む意向である。

• 輸出に係るノウハウの取得と輸出商品開発につながる中国、台湾
の一般消費者の嗜好及び動向調査ができた。

• 継続輸入や他物産展参加のオファーがバイヤー等からあり、輸出
拡大の好機が生まれた。
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福島県 ＪＡ伊達みらい （ももを台湾、シンガポール、タイ等へ）

果物・野菜の産地として高品質な、もも、なし、ぶどう、りんご、
かき等を生産・販売。
平成１７年から ももの輸出を開始。平成１７年から、ももの輸出を開始。

１７年に３５トンを輸出。

伊達みらいの桃がおいしいと評判となり １８年４１トン １９年

【輸出のきっかけ 工夫した点等】

伊達みらいの桃がおいしいと評判となり、１８年４１トン、１９年
５１トン、２０年６８トンと、輸出実績を伸ばしている。台湾、シンガポール、タイ等で

販売したもも

【輸出のきっかけ、工夫した点等】

• 輸出代理店の要請に応じて輸出を開始。
• ブランドの確立を目指し、国際見本市への積極的参加。出荷用段ボールは、「ＪＡ伊達みらい」と
一目で分かるように国内、国外とも統一デザインとした。又、強化段ボールを使用することで輸送目で分かるように国内、国外とも統 デザインとした。又、強化段ボ ルを使用する とで輸送
時の傷みのリスクも軽減した。

• 輸出の窓口を一本化することにより、事務量の軽減とロット数の確保。（量の分散を避けた）

【輸出によるプラスの効果等】

• 国内、海外での知名度アップ。
• 国内の価格を安定させる。
海 費• 海外への消費拡大。

タイで販売したぶどう 輸出用の段ボール選果施設
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福島県 ふくふく（株） （生麺を上海、香港、台湾へ）

福島県中通り、郡山市のふくふく（株）では、福島県等
の支援を受け、平成１８年２月に、生麺のテスト輸出を
開始し、１９年から、上海、香港、台湾のスーパーに向
けて本格的な輸出を開始。輸出生麺の原料は国産小
麦（北海道産、福島県産）。

海 売促進

【輸出数量の推移】
18年：約30万円→19年：約90万円→20年：約100万円（６月現在）

総出荷額に占める輸出の割合は約３％（２０年）

上海等での販売促進活動

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】

• 県が中国上海で開催した試食会や、台湾で行われたフードタイペイで輸出の手応えを感じた。
• 上海等で食べられている麺と違い 麺にコシ スープにコクがある商品なので 県等が開催する海• 上海等で食べられている麺と違い、麺にコシ、ス プにコクがある商品なので、県等が開催する海
外フェアや試食会に積極的に参加して、おいしさをアピール。取引相手の開拓に努めている。

• 海外は、家庭で料理をする国と料理をしない国があり、情報を事前にキャッチする必要がある。

【輸出によるプラス効果】

• 新たな取引先が海外にあることが分かり、販売戦略が広がった。
• 地元農家と小麦の契約栽培を結び、今後、生麺の原料とする予

国産小麦100％の生麺

http://www.fukufukuya.co.jp/index.html

定であり、輸出量の増加が、農地（水田）の有効活用につながる。
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茨城県 木内酒造（資） （地ビールをアメリカ、ヨーロッパ等へ）

平成８年から日本酒醸造で培われた伝統と技
術で、こだわりのある地ビール醸造を始める。

翌年より世界各国のビールコンテストに出品し翌年より世界各国のビールコンテストに出品し
数々の賞を受賞して高い評価を得る。

平成13年にアメリカの代理店からオファーを受
けて輸出を開始するけて輸出を開始する。

【販売戦略 夫した点等】

木内酒造のビール醸造所

【販売戦略、工夫した点等】

• 輸出先の趣向に合ったビールを醸造し、更に原料に赤米を使用したり、
杉樽を使って醸造するなど日本独自のテイストを加えた商品開発を行っ
ているている。

• 新鮮なビールにこだわる為に、完全無菌の充填設備を導入し、醸造の
プロセスにおいても、有害な乳酸菌、バクテリアの混入を完全排除して
品質を高めた品質を高めた。

【輸出によるプラスの効果等】

• 輸出先での評価が高く、世界各国から引き合いがあった。輸出量も
年々増加し おり 平成 年には新 場を建設し生産設備 拡充も年々増加しており、平成20年には新工場を建設し生産設備の拡充も
行った。 ビール醸造所内の風景

http://www.kodawari.cc/top.html－26－



ぎ グ

栃木県 （社）とちぎ農産物マーケティング協会 （県産農産物を世界各国へ）

栃木県では、平成16年度から(社)とちぎ農産物マーケティング協会を事業主体として、生産者、Ｊ
Ａ、全農並びに企業等と連携し、県産農産物の輸出促進を実施しており、海外販路の拡大とブラン
ド力の向上に取り組んでいる。

【販売戦略、工夫した点等】
• 輸出先は、16年度の香港から、その後台湾、タイ、シンガポール、アメリカ合衆国、ＵＡＥへと年々
拡大。また、品目については、当初のなし・いちご・ぶどう等の果実中心から、年間を通じて輸出で
きる米、野菜等へと拡大しており、19年度からは「とちぎ和牛」を輸出。

• 県産農産物のさらなる商業ベースでの輸出の拡大に向けて 海外における販売促進 海外見本県産農産物のさらなる商業ベ スでの輸出の拡大に向けて、海外における販売促進、海外見本
市への参加並びに展示商談会の開催など輸出促進の取組を実施。

• ＪＡ等の取組を品目毎に計画的に進めるため「とちぎブランド農産物等輸出戦略」を策定し、戦略
会議を開催。

【輸出によるプラスの効果等】
海外での高い評価が 生産者の生産意欲の向上に繋が ている また取組が各メディアに取り上

「HOFEX」（香港）への出展
• 海外での高い評価が、生産者の生産意欲の向上に繋がっている。また取組が各メディアに取り上
げられ、国内外を含め県産農産物のＰＲに役立っている。

○栃木県産農産物等の輸出実績 単位：kg

品 目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

とちぎ和牛試食商談会inロサンゼルス

品 目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

米（コシヒカリ、なすひかり） ０ １，０００ ８，５４０ １２，６６０

なし（にっこり） ２，６６５ ５，７００ ８，３２０ １１，１３０

いちご(とちおとめ) ８５８ ４３２ ６４３ ４５０

ぶどう（巨峰） ２８９ ４２２ １ １２ １ ６８ぶどう（巨峰） ２８９ ４２２ １，１２５ １，７６８

野菜類 ０ １，２２２ ２，２６３ １，５１８

とちぎ和牛 ０ ０ ５，５６３ ３，６７６

ヨーグルト ０ ２０１ １９２ ０

http://tochigipower.com/
第２回栃木県農産物等展示商談会ｉｎ香港

輸出先 香港、ﾀｲ、台湾
香港、ﾀｲ、
台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港、ﾀｲ、
台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
米国、UAE

香港、ﾀｲ、
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、米国、
上海、ロシア
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栃木県 鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議会 （さつき盆栽を欧州へ）

さつきの産地として知られる鹿沼市では、平成14
年から「鹿沼さつき会」が中心となり、米国や東南
アジアに輸出を開始。
19年11月、「鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議
会」を設立し、20年3月にはベルギーで、5月には鹿
沼市とパリ市の共催による展示会を開催し、新たな
販路開拓に取り組む販路開拓に取り組む。

ベルギー展示会への出発式 輸出量 18年度 約4,500鉢 約3,800万円

【販売戦略、工夫した点等】

さつきの国内需要が低迷のため 海外販路の開拓に活路

輸出量 年度 約 , 鉢 約 , 万円
19年度 約4,500鉢 約4,600万円

• さつきの国内需要が低迷のため、海外販路の開拓に活路
を見いだすため輸出に取り組む。

• 米国等は土壌における輸入規制があるのに対し、ＥＵでは
国内で隔離栽培することにより 土付きでの輸出が可能であ国内で隔離栽培することにより、土付きでの輸出が可能であ
ることから、今後はＥＵを中心に輸出を目指す。

• 特にパリでの展示会では、さつき盆栽のみならず文化交流
を交えて鹿沼ブランドのＰＲも考えているを交えて鹿沼ブランドのＰＲも考えている。

• 平成２２年には６億円の輸出額を目指す。 満開のさつき（品種：日光）
－28－



栃木県 （株）おばねや （漬物を香港等へ）

栃木県小山市の漬物製造業者「株式会社おばねや」では、
平成１１年から栃木県産野菜を主力とした漬物を香港・台
湾・韓国などへ、輸出を開始。

農薬問題等の影響をうけ、海外でも食の安全・安心の意
識は高まっており、現地での日本商品の信頼性は高く、海
外での販売価格は現地商品の約２倍にもかかわらず輸出
量は順調に増加している。

輸出量 １８年 １４ ６１１ｋ

【販売戦略 工夫した点等】

フードオアシス台北国際食品見本市 輸出量 １８年 １４，６１１ｋｇ
１９年 １６，０００ｋｇ

【販売戦略、工夫した点等】
• 海外でフードオアシス台北国際食品見本市等に出展し、販売促進
の取組を実施している。

• 商品の包材デザインを 海外でも受入れ易くなるよう工夫している• 商品の包材デザインを、海外でも受入れ易くなるよう工夫している。

• 輸出国から賞味期限のより長い商品を求められているため、瓶詰
め商品の開発を行っている。

• 漬物商品以外の商品開発を行い 今年度より ゴボウの粉末ス• 漬物商品以外の商品開発を行い、今年度より、ゴボウの粉末スー
プ、ドレッシング等の輸出も行う。 海外での試食販売

http://www.obaneya.co.jp/－29－



群馬県農畜産物等輸出推進機構 （野菜、果物、牛肉を香港等へ）

【群馬県農畜産物等輸出推進機構とは】

農産物やその加工品などを取り扱う群馬県内の農協や事業協同組合、輸出事業に精
通した各種団体などを構成員として組織されている。その目的は、群馬県産の農産物通 各種団体な を構成員 組織され る。そ 目的 、群馬県産 農産物
やその加工品の海外販路を開拓することによって、群馬県の農業や食品産業の育成と
活性化を促進するところにある。

【平成20年度に実施した主な事業】

○農林水産物等輸出促進支援事業によって、以
下の活動を行った。

平成20年の輸出実績

ハクサイ５３．９ｔ（香港）
キャベツ１ ３ｔ（香港）

・海外輸出環境調査
香港の百貨店やスーパーなどにおいて、野菜

（ハクサイ、キャベツ、レタスなど）果実（リンゴ）、
牛肉についてヒアリング調査を行うなどの販売環

キャベツ１．３ｔ（香港）
レタス１．１ｔ（香港）
とうもろこし０．０２５ｔ

（香港）
ゴ

香港における販売環境調査牛肉についてヒアリング調査を行うなどの販売環
境調査を行った。

・産地ＰＲ・ほ場視察
香港からバイヤーを招へいし 野菜やリンゴの

リンゴ１．１４ｔ（香港）
牛肉１５．２ｔ（米国）
牛肉 １．６ｔ（カナダ）
牛肉 ４ ６ｔ（香港）

香港における販売環境調査

香港からバイヤーを招へいし、野菜やリンゴの
産地の紹介や生産者との情報交換を行った。

・海外販売促進活動
香港において、レストラン＆バーショーに参加し、

牛肉 ４．６ｔ（香港）
小玉スイカ見本市出展

（シンガポール）
いちごテスト輸出（タイ）

香港において、レストラン＆バ ショ に参加し、
牛肉料理の試食やＰＲ資材の配付を行った。

産地での試食と情報交換
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群馬県 ＪＡ利根沼田 （リンゴを香港へ）

沼田産リンゴの販路拡大と産地ＰＲを目的に、1140ｋｇ
のリンゴを香港へ輸出。

平成20年度の輸出量
陽光 1ｹｰｽ（10ｋｇ入り） 114箱陽光 1ｹ ｽ（10ｋｇ入り） 114箱

調整作業風景

【販売戦略 苦労した点等】【販売戦略・苦労した点等】

• ＪＡ利根沼田と沼田市りんご組合では、群馬県農畜産物等輸出推進機構の協力により、平成19年
から香港向けに、群馬県育成品種「陽光」の輸出に取り組む。

香港では日本産のリンゴは高品質 高級品として扱われるため• 香港では日本産のリンゴは高品質・高級品として扱われるため、
輸出にあたっての調整作業では、果実の着色や大きさ、傷などを
1個1個チェックし箱詰めを行う。

• 現地バイヤ を招いて 生産地の視察を行うなどし 意欲的な• 現地バイヤーを招いて、生産地の視察を行うなどし、意欲的な
ＰＲ活動を行う。

【輸出によるプラスの効果等】

確 路 が 確

箱詰めされたリンゴ

• 販売先確保、販路拡大につながる海外マーケットの確保。

• 高品質な沼田産リンゴのＰＲ。

http://www.jatone.or.jp/－31－



埼玉県 川口市・深谷市等生産者 （盆栽をヨーロッパ等へ）

埼玉県の盆栽輸出の取組は、オランダや西ドイツの貿易
業者が買い付けに来たことをきっかけに、昭和50年頃から
ヨーロッパを中心に開始。ッ を中心に開始。

輸出用の盆栽は、10～３月に輸出されており、冷蔵コンテ
ナ（３～５℃）で、ヨーロッパへは30～40日で現地（オランダ、
フランス イギリス スイス イタリア オ ストリア ベルフランス、イギリス、スイス、イタリア、オーストリア、ベル
ギー、ポーランド等）に到着する。

人気の樹種はモミジや五葉松で、観賞用やクリスマスプ輸出用の五葉松盆栽

レゼントなどの贈答用に取り扱われている。

【販売戦略 工夫した点等】【販売戦略、工夫した点等】

• オランダで10年に一度開かれる「フロリアード」（国
際的な園芸見本市）に参加し、好評を得ている。

ヨ パ 輸出するには ２年間（年６回）の病害• ヨーロッパへ輸出するには、２年間（年６回）の病害
虫等に係る栽培地検査が必要なことから、埼玉県で
は輸出盆栽を取り扱う生産者を組織化し、 検査に
必要な知識を習得するための研修会等を実施。必要な知識を習得するための研修会等を実施。

栽培地検査を申請した輸出用
盆栽は番号タグを付け管理

－32－



千葉県 （株）生産者連合デコポン （有機野菜等を香港等へ）

平成６年から香港、平成１０年からはシンガポールの在留邦人を対象として、千葉県産の有機野
菜を中心に果実、卵及び農産加工品を詰め合わせた段ボールの宅配方式による輸出を開始。

平成２１年３月からは、インターネット会社と連携し、香港の現地の方をターゲットとしたインター
ネット販売も開始ネット販売も開始。

現地での立ち上げイベントや中国語でのメニュー・レシピの配布によるＰＲの結果、着実に発注
が増えており、詰合せアイテムも当初の３０品目から２００品目に拡大を図っている。

【 売戦略 夫 点等】

平成２０年の輸出数量 約３,０００箱
販売全体に占める輸出数量比率 ３.３％

【販売戦略、工夫した点等】
• 会社の立地条件(成田市)を生かすとともに、航空会社の協
力を得て、物流時間の短縮を図り、当日収穫したものを現地
へ翌日配送することを可能にした。

航空機 積み込み
へ翌日配送することを可能にした。

• 品質劣化を防ぐため、①宅配時間の厳守、②気温に合わせ
た品選び、③お客様対応の充実等の工夫を施した。

【輸出によるプラスの効果等】

航空機への積み込み

【輸出によるプラスの効果等】

• これまでの輸出取組みが会員農家のやる気と自信につなが
り、組織が活性化されてきた。

• 「デコポン」ブランドを広くＰＲすることができ、今後の生産ネッデ ポン」ブランドを広くＰＲする とができ、今後の生産ネッ
トワークと販路拡大にプラス効果となる。

『香港ネット販売お披露目会』の模様
（平成21年2月26日・香港市内のホテルにて）

http://www.decopon.co.jp/－33－



千葉県 農事組合法人和郷園 （野菜、果物、鮮魚を香港、タイへ）

平成１５年から香港へ野菜の間接輸出（国内商社経由）を開始。
平成１９年１２月、香港に現地法人（ＯＴＥＮＴＯ香港）を設立し、独自に青果野菜・果物・鮮魚を輸

出、販売する一貫体制をスタート。更に、平成２１年１月からは、タイ国でも現地法人（ＯＴＥＮＴＯタ
イランド：平成１８年３月設立）による 貫体制を実施イランド：平成１８年３月設立）による一貫体制を実施。

県内産の野菜を中心に、果物（他県産のりんご、イチゴ、桃など）、鮮魚（マグロ、うに、イクラな
どの高級食材）を輸出し、独自ブランド「ＯＴＥＮＴＯ」で販売。

【販売戦略、工夫した点等】
• 間接輸出（商社経由）で得た経験を生かし、「軟弱野菜

平成２０年の販売実績 約１億６,０００万円

チットロム販売風景

の予冷・梱包技術の習得」「現地訪問とバイヤーからの
現地情報の収集」「青果限定にこだわらず、海外ニーズ
の高い鮮魚との混載」により、コスト軽減、商品価値の
向上を実現。

• 鮮度、品質の保持のため、前日収穫した野菜と当日早
朝にセリ落とした鮮魚を、当日便で現地１４：００着、当
日配送を確立。

• 平成17年9月、世界標準のユーレップギャップの認証を
取得したが、将来、日本の農家が「攻めの農業」への展開に向け、日本における標準的
なＧＡＰを作るため、日本ＧＡＰ協会の立ち上げに参画。(平成19年4月ＪＧＡＰ取得)

【輸出によるプラスの効果等】
• 輸出により現地のインフラや市場等の状況が把握でき 最終目標である海外での農場輸出により現地のインフラや市場等の状況が把握でき、最終目標である海外での農場
経営の計画に役立てている。

• 独自の日本産ブランド「ＯＴＥＮＴＯ」を海外で広めることにより、付加価値のある販売戦
略が可能となる。

香港ＳＯＧＯでの陳列

http://www.wagoen.com/main.html－34－



平成１２年から都内の卸売会社 【輸出のきっかけ 苦労した点等】

東京都 田村酒造場 （日本酒を中国、ブラジルへ）

平成１２年から都内の卸売会社
を通じて主に中国、ブラジルに
現地飲食店等の要望を受け当
社の銘柄酒「嘉泉」を輸出してい
る。
輸出先の主体である中国では

【輸出のきっかけ、苦労した点等】

• 国内の飲食店で以前から「嘉泉」を仕入れてい
た顧客が中国で焼き鳥の店を開業することを
きっかけに輸出を開始。

• 中国に輸出する際は、裏張りラベルを中国語に
輸出先の主体である中国では

「嘉泉」という銘柄名が縁起がよ
いという意味からも好評であり、
また、他にクウェ－ト、イギリス
の現地邦人の依頼に応じ小量で
も要望に応えている

裏張
することに苦心した。

• 輸出国によりビンや容器のデザイン、形状を工
夫し各国のニーズに合うものにしている。

• ２１年夏に北京で開催される現地展示会に参加
し、国外に販路拡大を行う。も要望に応えている。

【輸出によるプラス効果等】

• 東京、日本の枠にとらわれないことにより、販売
の視野が広がっている。

中国向け本醸造（左）
ブラジル向け大吟醸（右）

h // i h k / h l

輸出量
平成20年度 362リットル

小澤酒造（株） （日本酒を米国等へ）

http://www.seishu-kasen.com/top.html
平成 年度 リットル

都内卸売会社の取り組
みに賛同し、1985年から
主に米国ニューヨーク市、
ロサンゼルス市向けに

【販売戦略、苦労した点等】

• 現地展示会等の機会を活用しＰＲに取り組むとと
もに、現地レストラン等で顧客対応している担当
者との意思疎通を図り、清酒「澤乃井」の特徴や
品質保持 の理解度を高めているロサンゼルス市向けに

日本酒の輸出を開始。
現在は、台湾、欧州など
にも拡大している。

品質保持への理解度を高めている。

【輸出によるプラス効果等】

• お客様が現地レストラン等で、より良い状態で清
酒「澤乃井」を楽しんでもらえるよう取り組んだ結

輸出用の箱（アメリカ向け）

果、海外の飲食店経営者等が自社醸造所を訪れ
るようになり、蔵元としての知名度が向上した。こ
のことが、酒造りの更なる自信につながった。輸出用のラベル（アメリカ向け）

http://www.sawanoi-sake.com/

輸出量
平成20年度 14,000リットル

－35－



神奈川県 ＪＡ全農かながわ （温州みかんをカナダへ）

温州みかんの輸出は、神奈川出身でバンクーバー在住の輸
入雑貨商を通して、大正初期からアメリカ・カナダ向けに始まり、
生産者の所得増加や需給調整としての役割を担う。平成11年
以降は、カナダのみの輸出となっている。
カナダではクリスマスオレンジとして親しまれ、この時期にお

いてなくてはならないものとなっている。
みかん輸出用ダンボール

神奈川県産のみかん輸出量、輸出額
平成１９年 ２０８ｔ １８，０３７千円
平成２０年 １３７ｔ １０ ４３６千円（概算値）

み 輸出用ダンボ ル

【販売戦略、工夫した点等】
• 輸出当初は個人での輸出となっていたが、相手国の需要の増加により出荷組合を発足し、現

平成２０年 １３７ｔ １０，４３６千円（概算値）

輸出当初は個人での輸出となっていたが、相手国の需要の増加により出荷組合を発足し、現
在は、JA全農かながわが県内の温州みかんを集荷し、日本園芸農業協同組合連合会が全国
の荷をまとめ輸出。

• 輸出に際し、当初、輸送中の品質劣化などの課題があったが、検査の
強化を図るなどの対応を実施強化を図るなどの対応を実施。

【輸出によるブラスの効果等】
• みかんの特性である豊作と不作を繰り返す隔年結果等で、豊作となった
年はその過剰生産分を輸出にあてることで価格調整が行われ 農家収入年はその過剰生産分を輸出にあてることで価格調整が行われ、農家収入
の安定と共に、地域経済の活性化が図られる。

輸出みかんの選果作業

－36－



山梨県 ＪＡふえふき （ももを台湾へ）

山梨県は日本一の生産量を誇るももの産地である。中でも中心的産
地のひとつであるＪＡふえふきでは、更なる輸出量の拡大を目指し、平
成１８年から台湾への輸出に向けた出荷体制を整備。

光センサー選果により甘く高品質なももが出荷され 台湾では 贈答

平成１８年 輸出量 ６９ ｔ （ 内ハウス ４ ｔ 露地 ６５ ｔ ）

光センサー選果により甘く高品質なももが出荷され、台湾では、贈答
用等の高価格帯商品として引き合いが多く輸出量は年々増加。

【販売戦略 工夫した点等】

平成１８年 輸出量 ６９ ｔ （ 内ハウス ４ ｔ 露地 ６５ ｔ ）
平成１９年 輸出量 ９１ ｔ （ 内ハウス ７ ｔ 露地 ８４ ｔ ）
平成２０年 輸出量 １３７ ｔ （ 内ハウス ６ ｔ 露地１３１ ｔ ）

光センサー選果機

【販売戦略、工夫した点等】

• 輸出にあたり、病虫害のない確実な選果が絶対条件であり、従来の選果方法では限界がある。そ
こで、特に出荷ピーク時に専属の選果補助員を配置し、ハケ、エアーガンでの洗浄、検査作業を強
化し、不合格品発生の抑制を図った。化し、不合格品発 抑制を図 た。

• 出荷箱に独自の名称（ロゴ）を入れ、「ＪＡふえふき」ブランドイメージの確立
を目指した。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】

• 輸出量増加に伴い産地登録共選所、生産者数が増加しており、その結果
高品質で安定的な生産量が確保され、国内向け販路拡大にも繋がった。

平成２１年の生産者登録には１ ６０人（組合員の１９％）の申請があり さ• 平成２１年の生産者登録には１,４６０人（組合員の１９％）の申請があり、さ
らなる輸出量の増加が見込まれる。

検査・選果作業

http://www.ja-fuefuki.com/－37－



山梨県 ＪＡフルーツ山梨 （枯露柿を台湾へ）

ＪＡフルーツ山梨では、冬の山梨ブランドである枯露柿の消費拡大
や農家所得の増加を目指し、平成１９年から台湾向け輸出を開始。
枯露柿生産部会において「輸出に向けた出荷協議会」を開催し さ枯露柿生産部会において「輸出に向けた出荷協議会」を開催し、さ

らなる販路拡大に努めている。

【販売戦略、工夫した点等】

輸出量 平成１９年 １００ ｋｇ 平成２０年 １４５ ｋｇ「日本国甲州名産」名入り出荷箱

【販売戦略、 夫した点等】

• 輸出開始にあたり、国内産出荷規格は１０規格あったが、２規格に限定し、品質の統一化を図った。
また、高級感を出すため枯露柿を一個ごと包装した。

• 輸出時期を台湾の正月に当たる春節前にあわせることにより、高価格での輸出時期を台湾の正月に当たる春節前にあわせることにより、高価格での
販売に繋がった。

• 出荷箱に独自の名称を入れ、「ＪＡフルーツ山梨」ブランドイメージの確立を
目指した。

【輸出によるプラスの効果等】

• 国産出荷に比べ高値で販売されたため農家所得が増加した。 一個ごと包装された枯露柿国産出荷に比べ高値で販売されたため農家所得が増加した。 一個ごと包装された枯露柿

http://www.jafruits.or.jp/－38－



長野県 南佐久郡川上村 （レタス等を台湾へ）

川上村は夏秋レタスの生産量日本一。頭打ちである国内への販売を打開するため、平成18年７
月から、レタスを中心に台湾への輸出を開始。

台湾で出回る米国産の固いものと比較して、八分結球で柔らかく甘みのある、川上村産レタスの台湾で出回る米国産の固いものと比較して、八分結球で柔らかく甘みのある、川上村産レタスの
特徴を、現地の百貨店の物産展でアピール。また、平成20年からは、香港への輸出も開始。

平成20年 輸出量

【販売戦略、工夫した点等】

平成20年 輸出量
結球レタス２５ｔ、白菜２５ｔ、グリーンボール２ｔ、キャベツ１ｔ

【販売戦略、工夫した点等】

• 輸出開始にあたり、テスト輸出を行い着荷の状態とニーズ等を
確認。

• レタス料理や村の紹介を掲載した現地語のパンフレットやポス台湾での野菜フェアの様子 • レタス料理や村の紹介を掲載した現地語のパンフレットやポス
ターを作成し、現地のスーパー等に配布してPR。また、村独自
で物産展を開催。

• 川上村のオリジナルのラップを作成し、台湾で「川上ブランド」を

台湾での野菜フェアの様子

川上村のオリジナルのラップを作成し、台湾で 川上ブランド」を
推進。

• 客が購入時にレタスに触ることによる痛みを軽減するため、米
国産ではすでに行われていた１玉ごとのラップ包装を実施。

香港での野菜フェアの様子

－39－



長野県 ＪＡみなみ信州 （なしを台湾、香港へ）

JAみなみ信州では、台湾・香港で日本産果実が高級果実としての

位置づけが強いことに注目し、平成18年から販路拡大と国内販売
ピーク時の価格維持を目的に「二十世紀なし」と「南水」の輸出を開始。

平成19年 二十世紀 台湾 9.0t  香港 23.0t
南 水 台湾 36.0t 香港 49.5t

時 価格維持を目 世紀 」 南 」 輸 を開始。

平成20年 南 水 台湾 68.0t  香港 7.5t
香港での二十世紀なし販売の様子

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】

• JAみなみ信州は取引のある東京の市場関係者からの勧めをきっ
かけに、なしの輸出を開始。

• ９月末の中秋節にあわせ、やや青みの強い大玉の「二十世紀なし」
後晩 赤 「南 荷を、その後晩秋にかけては赤なしの「南水」をリレー出荷し、長期間

の販売を実現。
• 主産地である松川町では、はっぴやチラシを作成し、生産者やＪＡ
の関係者らと現地へ出向き試食宣伝会による現地での反応調査 パックされ販売されている南水の関係者らと現地へ出向き試食宣伝会による現地での反応調査
や、ＰＲ活動を実施。

• 需要期（中秋節、旧正月）に輸出するため、出荷時期の調整や現地のニーズにあわせた販売方法
の検討が必要。

【輸出によるプラスの効果】

• 輸出を行うことにより国内の流通量が適正に保たれるため、国内価格の維持につながっている。

http://www.ja-mis.iijan.or.jp/－40－



成 年 新 な 路拡 台湾 商業

長野県 信州下伊那くだもの直販（株） （市田柿（干し柿）、なし等を台湾、中国へ）
い ち だ が き

平成19年から新たな販路拡大のため、中国、台湾への商業ベー
スでの輸出を本格的に開始。中国ではりんご・なしのフェアを開催。
また、台湾でも販売促進を行っている。市田柿は、自然食品として
の評価も高く まとめ買いするリピーターも現れるなど人気が高い。

輸出量
市田柿（台湾） 平成19年 2t    平成20年 2t

の評価も高く、まとめ買いするリピ タ も現れるなど人気が高い。

なし （台湾・中国） 平成19年 17.5t   平成20年 20t
りんご（台湾・中国） 平成19年 5t    平成20年 3.5t
もも （台湾） 平成19年 2t    平成20年 2t

台湾での市田柿フェアの様子

【販売戦略、工夫した点等】
•同社は平成18年のテスト販売以降、現地消費者のニーズをつかみ、台湾輸出用の市田柿200g入り
包装袋、720g入りギフト用化粧箱を開発。

•飯田市と連携して現地の百貨店やスーパーで試食提供やパンフレットの配布等ＰＲ活動を実施•飯田市と連携して現地の百貨店やス パ で試食提供やパンフレットの配布等ＰＲ活動を実施。
•台湾への輸出のきっかけは、飯田市が行っている人形劇を中心とした文化交流、観光インバウンド
等により、信頼関係、ネットワーク等が築かれていたことによる。

【輸出によるプラスの効果】【輸出によるプラスの効果】

• 販売は、市場や商社を介さず下伊那園芸協同組合の子会社である同社が行い、生産者である組
合員は、海外での販売に対して 関心を持つことにより、品質の高い生産へ結び付いている。

• 台湾では市田柿の輸出販売が契機となり、なし、りんご、ももの輸出販売が可能となった。輸 契機 、 、 、 輸

• 輸出向けに開発した商品が、日本国内での高付加価値販売商品となった。

－41－



【輸出のきっかけ、工夫した点】
同社常務取締役の輸出経験を活かし、販路拡大の

一環として現地スーパーと契約。
長距離輸送の対応と現地、要望に合わせた包装容

器の開発。

【輸出によるプラスの効果等】

安全・安心な商品を生産する意識が更に高まった。

海外での評価は高く、自社ブランドPR効果があり、今後
も輸出等、生産拡大に取組む。

輸出量 平成２０年度（初年度） 約３００㎏

平成２０年９月から販路拡大の一環として、同社で生産されているミニトマト「安曇野ル
ビー」を高級野菜として香港への輸出を始めた。
品質が高く、控えめな酸味と普通トマトの２倍の糖度が特徴。

長野県 安曇野菜園（株） （ミニトマト（安曇野ルビー）を香港へ）

－42－



長野県 金崎 隆 （白米を台湾へ）

白米（キヌヒカリ）を平成19年11月に台湾の高級スーパー向
けに輸出を開始。20年からは、年２回輸出をしている。

輸出量 19年11月750kg
20年 ３ 月750kg    20年10月375kg
21年 ３ 月375kg21年 ３ 月375kg

テスト輸出量（香港・上海） 20年10月 30kg

【輸出のきっかけ】
• 平成19年11月台湾で開催の「信州長野展」に「金崎さんちのお米」を出展。評判が良かっ
たことから、以降、輸出を継続して行っている。

【販売戦略】【販売戦略】
•パッケージ表に「第７回全国米・食味分析鑑定コンクール金賞
受賞」を、裏には生産者の顔写真を印刷した。

【工夫した点】【工夫した点】
• 米袋を真空パックとして米の品質が低下しないよう配慮した。

【輸出によるプラスの効果等】
• 海外へ輸出することにより 国内でのブランド名が高まった。海外へ輸出することにより、国内でのブランド名が高まった。
• 20年10月に香港、上海へのテスト輸出につながった。

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~kanazaki/－43－



静岡県 ＪＡ静岡経済連（紅ほっぺをタイ等へ、温州みかんをカナダ､米国等へ）

静岡県で生産された紅ほっぺをタイ
（バンコク）、シンガポールへ輸出。

ＪＡ静岡経済連が事業主体としての
初めての試み

明治34年に県内の農家が
米国へ輸出したのが始まり。
１０７年の長い歴史の中で、
国内の供給過剰の回避や生初めての試み。 国内の供給過剰の回避や生
産者の収入増に貢献してき
た。
カナダ向けはクリスマスの

輸出用のケース

紅ほっぺの売場

カナダ向けはクリスマスの
必需品として定着。

輸出量 平成２０年 ５２８ｔ

【販売戦略 工夫した点等】バンコクでのフェア紅ほっぺの売場 【販売戦略、工夫した点等】
• 以前は個人が輸出していたが、輸出農家の増大とと
もに、地域の販売組合がまとめて輸出するようになり、
現在は、日本園芸農業協同組合連合会が全国の荷

バンコクでのフェア

輸出量 ： ７００パック程度

【輸出の販売戦略、工夫した点等】

• 輸送に耐えられるよう、輸出専用容器
を使用

をまとめて輸出。
• カナダでは、デコレーションとしての色合いのよい物
が重視されるため、 ミカンが色づく前に収穫して出航
するなど 出荷時期を調整 また 腐敗を防ぐためを使用。

• 他のイチゴと差別化を図るため大粒の
紅ほっぺに限定して輸出した。

• ギフト商材としての位置付けを図るた

するなど、出荷時期を調整。 また、腐敗を防ぐため、
傷がつかないよう気をつけている。

【輸出によるプラスの効果等】
•国内価格が安い年には生産過剰分を輸出することに

めパックの表面に「紅ほっぺ」の帯を付
け販売を行った。

より、農家の収入が増え、地域経済の活性化にも繋
がった。

http://jashizuoka-keizairen.net/－44－



静岡県 ＪＡ静岡経済連 （静岡茶を米国へ）

平成18年８月から米国ホノルル市において、日系量販
店に常設の販売棚を確保し、静岡茶の販売を開始。

また 現地婦人団体等に対し「お茶の入れ方教室」を開また、現地婦人団体等に対し「お茶の入れ方教室」を開
講し、日本茶の認知度を高めるための情報発信を実施。

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】
•平成１７年度から行われた 新ＪＡ静岡３か年計画の「販売事業の強化

輸出額等 20年度 14商品 100万円
商品一例

•平成１７年度から行われた、新ＪＡ静岡３か年計画の「販売事業の強化
策」において、静岡茶の新たな販路を構築する事業として実施。

•米国「バイオ・テロ法」により必要となった、食品医薬品局（FDA）への登
録及び発送の事前通知に迅速に対応。

•米国本土に向けたインターネットショッピングサイトの開設。
•日本からホノルル市へ輸出し、そこから米国内へ発送するハワイを中継
点とした物流の構築。

【輸出によるプラス効果等】【輸出によるプラス効果等】
•米国における販売拠点を定め、「静岡県」の認知度の向上のため、静岡
茶の販促活動と併せて、茶以外の県内農産物の試験輸出を実施。

•行政や関係企業と連携し、その他の商品を含めた「静岡物産展」をホノル 海外向けパンフレット行政や関係企業と連携し、その他の商品を含めた 静岡物産展」をホノル
ル市で開催し、静岡ブランドの定着を目指す。

http://jashizuoka-keizairen.net/－45－



新潟県 ＪＡ全農にいがた （日本梨を台湾へ）

台湾において、日本梨は高級果実として、贈答用を中心に需要が高いことに注目。

国内での大玉果流通量の出荷調整による価格維持、新たな市場開拓を目的に、平成
15年度から新高梨や二十世紀梨を輸出。

平成20年度 輸出量 22,300kg

【販売戦略、工夫した点等】

• 輸出用の果実包装紙を使用。病害虫の防疫に対しエアー輸出用の果実包装紙を使用。病害虫の防疫に対しエア
洗浄の徹底など、台湾側のニーズに対応した商品づくりを
進める。

• 台湾の需要期である中秋節、旧正月にあわせた輸出を行

試食宣伝会

うため、貯蔵方法や出荷時期の調整、高付加価値商品に向
けた取組みに向けて検討中。

http://www.nt.zennoh.or.jp－46－



新潟県 錦鯉養殖業者 （錦鯉を世界各国へ）

優美な姿は「泳ぐ宝石」と呼ばれ、日本を代表する観賞魚の錦鯉を世界各国へ。

錦鯉の発祥地である新潟県で、錦鯉の輸出を20年以上前から取組む。

平成16年の新潟県中越地震により甚大な被害を受けたが、復興を図り輸出拡大に取
り組む。

平成２０年の輸出尾数 ２２ヵ国 ６３３千尾
（輸出衛生証明書を必要とする国のみ）

【販売戦略、工夫した点等】

• 新たな疾病（コイヘルペス病）の蔓延防止に対して地区の生産者全
体での迅速な対応など顧客の信頼を得るため 疾病対策を強化。

錦鯉品評会に来場した外国人

体での迅速な対応など顧客の信頼を得るため、疾病対策を強化。

• 海外バイヤーへの錦鯉の輸送や飼育方法の技術指導や、海外で
行われる錦鯉の品評会での審査協力・指導の実施。

• 海外で行われる物産展への参加及び 好まれる品種の生産• 海外で行われる物産展への参加及び、好まれる品種の生産。

【輸出によるプラスの効果等】

• 地域における中山間地での基幹産業となり、後継者が確保できて

泳ぐ宝石・錦鯉

いる。

－47－



富山県 藤岡農園 （氷温保存梨を中近東へ）

収穫した梨を氷温保存することにより、長期間保存可
能とした「きららか梨」を平成21年１月に中近東のドバイ

試験輸出へ試験輸出。

平成20年11月に富山県で行われた「農林水産物・食
品輸出オリエンテーションの会」がきっかけとなり、バイ品輸出オリ ンテ ションの会」がきっかけとなり、 イ
ヤーと契約成立。

氷温保存された「きららか梨」

平成20年度 輸出量１６ケース（約８０ｋｇ）

【販売戦略、工夫した点等】

• 長期間保存することが難しかった幸水梨を氷温域で保存することにより、長期間鮮度や甘みを保
つことができ、収穫期以外でも販売できるようになった。

• 平成21年2月に行われた「世界料理サミット2009」の輸出促進ブースへ出品し、世界の料理人にPR
を行った。

• 輸出することにより、富山県産梨のブランド化の定着を図る。輸出する り、富山県産梨 ラ 化 定着を図る。

－48－



石川県 ＪＡ金沢市 （日本梨を台湾へ）

生産者が現地に赴き販売促進活動を行い、生産した農産物が海外で評価され販路
が拡大したことで、生産意欲が向上。

平成19年度から台湾へ南水梨を輸出開始。

平成20年度 輸出量1,000ケース（５トン） 集荷量に占める輸出比率20％

【販売戦略、工夫した点等】

• 市場関係者から 金沢梨「南水」の輸出を勧められた 国内主産市場関係者から、金沢梨「南水」の輸出を勧められた。国内主産
地の梨が出回る10月より金沢では南水梨を９月に出荷でき、先行
販売できることから輸出の取組みを開始。

• 産地圃場での防虫対策を万全に行うとともに 選果後のエアー洗

台北市での販売

• 産地圃場での防虫対策を万全に行うとともに、選果後のエアー洗
浄の徹底など、台湾の検疫に対応。

• 輸入元から輸出量の増加を要望されており、国内の流通も調整
しながら 21年産栽培面積と品種の拡大について検討中しながら、21年産栽培面積と品種の拡大について検討中。

http://www.is-ja.jp/kanazawa－49－



福井県 ＪＡ福井県経済連 （福井すいか、福井米等を香港、台湾へ）

平成１７年度から香港・台湾に福井米、すいかの輸出を開始。

現在は福井米、福井すいか、メロン、越のルビー（トマト）の４

品目を輸出品目を輸出。

平成２１年３月には福井米の台湾での販路を拡大。

【平成２０年度輸出量（重量ベース） 】

福井米 ： 約７ ０ｔ、 福井すいか ： 約３ １ｔ
福井すいか等

福井米 ： 約７．０ｔ、 福井すいか ： 約３．１ｔ

メ ロ ン ： 約０．４ｔ、 越のルビー ： 約０．３ｔ

【平成２０年度の新たな取組み】

• 平成２０年５月に、経済連や県等で構成する「福井県産農産物等輸
出促進研究会」を設立。県産農産物等の輸出促進に関する研究等

台湾での試食販売

出促進研究会」を設立。県産農産物等の輸出促進に関する研究等
を開始。

• 具体的な活動は、セミナー等による農産物等の輸出の促進、消費
宣伝等によるＰＲ・販促および海外バイヤーの招へいによる販路開台湾 試食販売
拓。

http://www.ja-fukuikeiz.or.jp/－50－



岐阜県農林水産物輸出促進協議会 （富有柿、飛騨牛を香港へ）

岐阜県は富有柿に続く新たな農産物として、平成20年から飛騨牛を香港に輸出するこ
とを協議会で決定した。 11月と12月、香港において、「飛騨牛輸出開始記念レセプショ
ン」を開催するとともに、在香港日本国総領事館主催の「天皇誕生日祝賀レセプション」ン」を開催する も 、在香港 本国総領事館 催 天皇誕 祝賀 ション」
に出展して、飛騨牛、富有柿などをＰＲした。

特に飛騨牛は、極上の和牛ステーキ、しゃぶしゃぶなどを財界人、有識者、レストラン等
に提供し 本格輸出に向け上々の反応を確認したに提供し、本格輸出に向け上々の反応を確認した。

富有柿の輸出量 H19 ８トン → H20 １１トン

【販売戦略 工夫した点等】

富有柿の輸出量 トン トン

飛騨牛の輸出量 H20 0.4トン

【販売戦略、工夫した点等】

• 11月のレセプションにおいて、各界の代表者に対し、岐阜県知事
や全農岐阜会長によるトップセールスを展開した。

知事等によるトップセールス
（H20.11）

【今後の展開】

• 県の助成で飛騨食肉センター（高山市）を、輸出可能な食肉処理
施設として国の認定を受けられるように整備する。

• 輸出の拡大を目指し、ＡＳＥＡＮ地域などでの販路拡大を目指す。

レセプションでの飛騨牛ＰＲ
（H20.11） －51－



愛知県 豊橋田原広域農業推進会議 （次郎柿、アールスメロンを香港、台湾へ）

全国有数の農業地域である東三河地域において、広域的な輸出取組を実施している
「豊橋田原広域農業推進会議」（構成：ＪＡ豊橋、ＪＡ愛知みなみ、豊橋市、田原市）が中
心となり、地元特産品である次郎柿及びアールスメロンを香港及び台湾に輸出した。港
また、県立渥美農業高校と農業関係者が共同開発した四角いメロン「カクメロ」も香港

へテスト輸出した。

【販売戦略 工夫した点等 苦労した点等】

かき及びメロンの輸出量（推進会議取扱数量調べ）

次郎柿：H19 0.8ｔ → H20 1.6ｔ アールスメロン：H19 0.9ｔ → H20 0.5ｔ

【販売戦略、工夫した点等、苦労した点等】

国内消費量及び販売価格の低迷をうけ、平成16年度に地域のＪＡ等に
より輸出プロジェクトを立ち上げ、次郎柿のサンプル輸出を開始。平成
18年度から行政も参画して官民一体となった取組を継続中であり 海18年度から行政も参画して官民 体となった取組を継続中であり、海
外見本市への出展や現地における試食販売などを実施。さらには、梱
包資材や鮮度保持技術等の開発について取組を進めている。

香港での試食販売 （H20 9 ）
【輸出によるプラスの効果等】

• マスコミ等に取り上げられることで、生産者の意識が向上。

• 検疫対策に取り組む中で工程管理の重要性を感じ ＪＧＡＰ認証取

香港での試食販売 （H20.9 ）

検疫対策に取り組む中で工程管理の重要性を感じ、ＪＧＡＰ認証取
得を目指す取組が開始。

香港常設店舗での販売 http://www.toyohashi-tahara.jp/－52－



愛知県 豊川宝飯地区農政企画協議会 （イチジク、メロン、イチゴをタイへ）

豊川市、小坂井町及びＪＡなどが主体となり、平成１９年７月、「豊川宝飯地区農産物輸出研究
会」を立ち上げた。平成２０年度に愛知県が実施する「輸出実践モデル事業」を活用して、同年７月
にはタイ・バンコクの大型ショッピングセンター２店舗にて「豊川宝飯イチジク・メロンフェア」、２１年１
月に「豊川宝飯イチゴフェア」と題し 試食ＰＲと販売普及活動を実施した月に「豊川宝飯イチゴフェア」と題し、試食ＰＲと販売普及活動を実施した。

輸出数量（Ｈ２０：協議会取扱数量調べ）
イチジク ： ７０ｋｇ（２１６パック（４個入り））

【販売戦略、工夫した点等】

メロン ： １０ｋｇ（２ケース（５玉入り））
イチゴ ： ３０ｋｇ（３３０トレー（９・１２個入り））

【販売戦略、工夫した点等】

• 輸送時の傷みを軽減するために、品目ごと
に包装資材等の改良を行った。

• 現地フルーツパーラーでは、イチジクパフェ
にして提供するなど 生食と違った商品提供

いちじくを使ったフルーツパフェ
にして提供するなど、生食と違った商品提供
を実施した。

• 現地フリーペーパーに掲載し、店外での商
品ＰＲを実施した。

【今後の課題と展開】

• 信頼できる現地パートナー確保
• 生産者に輸出の意義や効果の確認
• PR活動の推進と安全安心対策の徹底など、PR活動の推進と安全安心対策の徹底など、
品質向上への取組

いちじくの試食販売の様子（H20.7 ）

－53－



愛知県 （株）平松食品 （つくだ煮を食材として台湾、香港、アメリカへ）

（株）平松食品は、大正１１年より培った伝統の技法とＩＳＯ２２０００（食品安全マネジメ
ントシステム）を融合し、高品質で安全・安心なつくだ煮作りにつとめている。旧来のつ
くだ煮と異なり、惣菜風のあっさりとしたやわらかな仕上がりで、従来のつくだ煮のよう
に食卓の脇役にとどまらず サラダのト ピングや料理素材にするなど多様性に富んに食卓の脇役にとどまらず、サラダのトッピングや料理素材にするなど多様性に富ん
でいる。

海外での評価も非常に高く、「いわし甘露煮」、「さんま蒲焼」が世界食品コンクール・モ
ンドセレクションにおいて、平成１７年から４年連続金賞以上を受賞している。

Ｈ２０輸出量 いわしの甘露煮２ｔ、 さんまの蒲焼き３ｔ

【販売戦略、工夫した点等】

• 食文化の違いにより、海外の方につくだ煮等の味
を受け入れてもらうためにキ ワ ドを考えたを受け入れてもらうためにキーワードを考えた。

• つくだ煮を「TERIYAKI FISH」とすることで、味のイ
メージが伝わり、海外でも受けいれられるように
なった

FHC-China（上海） の様子（H20.12）

なった。

【輸出したことによってプラスになったこと】
日本食だけではなく、フランス料理、スカンジナビア料理、スペイ
ン料理などの食材として活用するという発想により つくだ煮のン料理などの食材として活用するという発想により、つくだ煮の
新しい方向性を見出すことができた。

いわしの甘露煮とポテトサラダのパタス http://www.bisyoku.com/－54－



三重県 ミナミ産業（株）（作りたての温かい豆腐を世界各国へ）

豆腐等の食品機械製造メーカーであるミナミ産業株式会社は、豆腐業界が年々縮小し
ていく中で、オカラの出ない豆腐製造機械の製造販売や、卓上で作る小型の豆腐製造
器を開発するなど、豆腐の新たな需要拡大に一役買っている。

韓国に豆腐製造器を持ち込んだのがきっかけとなり、2006年（平成18年）から輸出に取
り組み、現在では主に欧米、アジアの日本食レストラン向けに製造器とセットで豆腐（豆
乳）を輸出している乳）を輸出している。

また、豆腐の原料となる豆乳の長期保存技術や、尾鷲海洋深層水を使用した塩（香味
塩）の開発にも成功し、品質と食味の向上を図っている。現在では、大豆加工食品を中
心とした シ な食生活を提案する「萬来ブ ド 確立を目指し る心としたヘルシーな食生活を提案する「萬来ブランド」の確立を目指している。

【販売戦略、工夫した点等】

• 日本の食文化にとらわれずに、マーケット・インの発想で輸出に
取り組んでいる。

• 調味料にもこだわり、日本産食材の安全性も活かしている。調味料にも だわり、日本産食材の安全性も活かしている。

【今後の展開】

• 国内人口の減少と外食マーケットの縮小が予想されることから、
さらなる輸出拡大を目指すさらなる輸出拡大を目指す。

（萬来ブランドの数々） http://www.minamisangyo.com/－55－



滋賀県 グリーン近江農協､西びわこ農協､おうみ冨士農協 （米を台湾、マレーシア等へ）

グリーン近江農協が、県内に先駆けて環境こだわり米「ひの
ひかり」を１８年度から台湾の百貨店向けに輸出を開始。ひかり」を 年度から台湾の百貨店向けに輸出を開始。

また、おうみ冨士農協が台湾へ、西びわこ農協がマレーシ
アへ米を輸出。

台湾での陳列風景

平成２０年度 輸出量 グリーン近江農協３トン 西びわこ農協２トン おうみ冨士農協２トン

【販売戦略、工夫した点等】
• グリーン近江農協は、販売費削減等により事業収支の改善を計
画画。

• 各農協において、コメのほかにも、タマネギなどの野菜やジュー
ス・ワイン等の加工食品などについて輸出の可能性を検討中。

• 全農しがは、１９年度から継続して、アメリカに近江牛を毎月輸出。
• 県内の食肉施設では、アメリカ向け輸出対応施設の認定を申請
中。

【プラス効果等】

• 輸出という新たな取組により生産者の意欲向上等につながる。 販促風景

－56－



京都府 宇治の露製茶（株） （日本茶を台湾、米国、カナダ等へ）

約１４０年前の古くから輸出に取り組んでいる。また４０年ほど前から日本の百貨店の海
外進出をきっかけに、小売用個包装商品の輸出も開始した。

日本茶は世界各国にて 健康飲料として好評を得ており 特にアジア圏では「日本産」と日本茶は世界各国にて、健康飲料として好評を得ており、特にアジア圏では「日本産」と
して日本茶が好評である。

【販売戦略、工夫した点等】
• 『宇治の露製茶株式会社』は京都の老舗『株式会社福寿園』
のグループ会社であり、多様化する流通への対応と併せて、
豊かなティーライフの創造を通して世界のティー文化に貢献
することを目指す。することを目指す。

• 50社近い商社との取引や、現地ディストリビューターへの直
接卸売りを中心に、香港、シンガポール、米国、ヨーロッパ等
約50ヵ国へ輸出している。また、海外の展示商談会に積極的
に参加し さらなる販路拡大を目指しているに参加し、さらなる販路拡大を目指している。

• 現地に積極的に出向いて試飲プロモーションを実施し、実際
に飲んでもらうことで、日本産の緑茶の品質やおいしさをわ
かってもらい、中国茶との差別化を図り、ファンを増やしてい
る

台湾台中 廣三そごう店舗

る。
• 近年ではアジア戦略に力を入れており、シンガポール、台湾、
中国に『福寿園』の直営店を出店。

【輸出におけるプラス効果等】【輸出におけるプラス効果等】
• 多くの輸出国で、好評を得ているということは国内でもPR材
料の一つとして活用できる。茶器も併せた販売（シンガポール店）

－57－



大阪府 関空深夜便を活用した農水産物物流ネットワーク確立検討会
（大阪のぶどう、和歌山の桃を香港へ、奈良の柿をシンガポールへ）

輸出量の拡大が見込まれるアジア地域を中心に、近畿産農水産物等の輸出を促進
することを目的に、関西国際空港の深夜便を活用した物流の最適化に向けた調査・検
証を実施。
検討会メンバー：近畿運輸局、大阪航空局、近畿農政局、神戸植物防疫所、大阪税関、

関西経済連合会 関西国際空港（株） 大阪府 和歌山県等関西経済連合会、関西国際空港（株）、大阪府、和歌山県等

ﾓ ﾃﾞ ﾙ 事 業（イメージ）

１日目 ２日目
深夜貨物便

ＪＡ
選果場

産地 ﾌｫﾜｰﾀﾞｰ上屋 航空上屋税関 上屋税関航空上屋

【輸出によるプラスの効果等】
関空深夜便を活用することにより 出荷２日目の昼から販売が可能

和 歌 山 県 等 関 空 香 港 等

モデル実験風景

• 関空深夜便を活用することにより、出荷２日目の昼から販売が可能
となり、リードタイムの短縮につながった。

• 商品の鮮度が高く、販売期間が長く設定できたことから、売れ残りの
リスクが軽減。リ クが軽減。

• 売れ残りのリスクの軽減により、仕入れ価格の増加を許容するとの
評価が得られた。

深夜便の活用
－58－



兵庫県 エム・シーシー食品（株） （パスタソースなどのレトルト食品をアジア等へ）

海外現地での食品展示会や百貨店の日本フェアへの出展をきっかけに、輸出を開始。

百貨店や高級スーパーなどでの家庭用向け販売が中心。安定した品質や、使い勝手
の良さから、シンガポール、香港等でのレストラン向けの業務用食品としても高い評価の良さから、シンガポ ル、香港等でのレストラン向けの業務用食品としても高い評価
を受けている。

さらに米国では「ライスロード」のブランドでテリヤキバーベキューソース、ステアフライ
ソ スの現地生産 小売販売を行い定着しているソースの現地生産・小売販売を行い定着している。

【販売戦略、工夫した点等】
• 中国各地の百貨店で開催される日本食品フェアなどに出品し、積極的中国各地の百貨店で開催される日本食品フェアなどに出品し、積極的
に海外への販路開拓を実施。

• シンガポール・香港等にあるレストランチェーン店向けに、パスタソース、
加工食品を輸出し、料理長・仕入担当者から好評価。

• 米国でのライスロードブランドは、ＭＣＣ食品独自の製法と健康や日本
食のイメージとして受入れられるまでになっている。

• 韓国では、現地企業との取組でレトルトカレー類を販売するなど、各国

商品陳列 風景

韓国 は、現地企業 取組 ル カ 類を販売するな 、各国
で販売を展開している。

【輸出におけるプラス効果等】
•上海、香港、台北、シンガポール等では、富裕層の増加により加工食品
のニーズが高く、また「日本製」という安心感もあり、高価な商品でも良く
売れるようになった。

台湾の百貨店での宣伝販売風景 －59－－59－



兵庫県 沖物産（株） （ワカメの佃煮などをタイ、台湾、シンガポールへ）

HACCP対応の自社工場で生産した佃煮「わかめ煮」や「くぎ煮」などのオリジナル淡路
産品をタイ・台湾・シンガポールへ輸出を開始産品をタイ 台湾 シンガポ ルへ輸出を開始。
「わかめ煮」は特に台湾でベジタリアン向け食材として人気がある。

【販売戦略、工夫した点等】

海外展示会に出展するだけでなく、海外新規取引先訪問や百
貨店での催事出展などを積極的に行い、商品の認知度アップと
新販路開拓を進めている。

百貨店での催事

【輸出によるプラス効果等】

輸出実績は未だ収益増に繋がるまでには至っていないが、確
実に海外にも自社の佃煮を手にとって「美味しい」と言ってくれる
人が居 今後 新たな市場 能性 期待 きる人が居て、今後、新たな市場の可能性に期待できる。

海外展示会での出展

－60－



兵庫県 （財）神戸みのりの公社 （神戸ワインを中国、香港等へ）

100％神戸市内産の欧州系ワイン専用最高級品種を原料とする神戸ワインを輸出。
ワインの原料である、ブドウ栽培にこだわり、また製造には加熱殺菌を行わず、瓶詰め
まで一貫して低温で管理しぶどうの持ち味をそのままワインに生かすよう工夫し 神戸ブまで 貫して低温で管理しぶどうの持ち味をそのままワインに生かすよう工夫し、神戸ブ
ランドとして販売。

【販売戦略 工夫した点等】【販売戦略、工夫した点等】

• ワインブームの沈静化や低価格の外国産ワインの輸入の

増加による国産ワイン市場が縮小の影響を受ける中、新た
な取引先として海外に目を向け 販売戦略が広が たな取引先として海外に目を向け、販売戦略が広がった。

• ワインの栽培から製造まで、ひとつひとつの工程において、
じっくりと愛情をかけ生きたワインを届けることにこだわり、神
戸ワインブランドの新たな展開を目指す

【輸出におけるプラス効果等】

戸ワインブランドの新たな展開を目指す。
• 香港ワインエキスポへの出展後、香港へ300本輸出。

香港ワインエキスポへの出展

【輸出におけるプラス効果等】

• 輸出に取り組むことで在庫数の削減とともに、国内価格の
安定により、経営が安定。
神戸ワインの知名度が向上し 国内販売量も増加• 神戸ワインの知名度が向上し、国内販売量も増加。

輸出向け商品
http://www.kobewinery.or.jp/minori.html－61－



○柿の輸出状況

奈良県 JAならけん西吉野柿部会 （柿を台湾、香港、タイへ）

○柿の輸出状況
９月 「ハウス柿」 中秋節向け

11～12月 富有柿
１～２月 富有柿（冷蔵・個別包装）旧正月向け月 富有柿（冷蔵 個別包装）旧正月向け

平成20年度 輸出量83t （台湾 9t、香港 25t、タイ 48t、ロシア・ドイツ・イギリス等１t）
平成19年度から開始したタイへの輸出が大変好評で、大幅に輸出量が拡大している。

【販売戦略、工夫した点等】
・中秋節用の贈答用果実として、ハウス柿をAsia Fruit Logisiticaに出
展。

・旧正月前の需要期に対応するため、貯蔵期間の延長など対策を重
ねた。

・DHC FOOD MART（マカオ）にて富有柿の販売促進活動を行うなど、
販路拡大に向けた取組も継続個別包装された柿 販路拡大に向けた取組も継続。

・検疫対策の徹底。

【輸出によるプラスの効果等】
タイ の輸出も好評 あり 国内出荷に見合う価格 の取引が見

個別包装された柿

・タイへの輸出も好評であり、国内出荷に見合う価格での取引が見
込まれるため、新たな販路先のひとつとして、海外市場を認識する
ようになり、輸出意欲が高まった。

脱気包装技術を開発 導入したことにより 鮮度保持が向上した・脱気包装技術を開発・導入したことにより、鮮度保持が向上した。

Asia Fruit Logisitica 2008

－62－



日本 の柿生産地である和歌山県 たねなし柿を香港 台湾 シンガポ ル タイ

和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会 （たねなし柿を香港、台湾へ）

日本一の柿生産地である和歌山県。たねなし柿を香港、台湾、シンガポール、タイ、マ
レーシアへ。

県農協連と県が連携して積極的に県産たねなし柿のＰＲを行い、東南アジア市場での
販路開拓を図る。

平成１９年度 輸出量 ３２トン
平成２０年度 輸出量 ３７トン平成２０年度 輸出量 ３７トン

【販売戦略、工夫した点 等】

• 日本国内での早場産地としての特性を活かし、現地の輸入商社等との商談
会や、農林水産省常設店舗設置百貨店での和歌山県フェアを開催。平成19会や、農林水産省常設店舗設置百貨店での和歌山県フェアを開催。平成19
年度は香港、台湾でフェアを実施し、平成20年度は新たにシンガポール、タイ、
マレーシアでもフェアを開催し東南アジア市場への販路を拡大した。

• 料理講習会（柿デザート）の実施や積極的な試食宣伝に取り組んだことにより、
多くの現地消費者に県産高品質たねなし柿のＰＲを行うことができた。

シンガポールでのフェアの様子

多くの現地消費者に県産高品質たねなし柿のＰＲを行うことができた。
• フェア開催にあたり、事前に現地バイヤーを産地へ招へいし、栽培状況や選
果施設等の視察案内を行い、産地情報の提供に取り組んだ。

• 百貨店、輸入元業者等との信頼関係醸成等、継続的な関係構築に取り組ん
だ。だ。

【輸出によるプラスの効果等】

• 料理講習会開催等積極的な試食宣伝により、現地でも売れることがわかり、
産地においても海外販路拡大意欲が向上した。

バイヤー招へい 産地視察の様子

産地においても海外販路拡大意欲が向上した。
• 協議会活動を通じ、相手国との人的ネットワークが充実し、新規商材の発掘、
ビジネスチャンスの可能性が広がった。

－63－



和歌山県農業協同組合連合会 （桃を台湾へ）

和歌山県は、「白鳳」を中心とした桃の産地で、平成１８年度から台湾への輸出に取り
組んでいる。平成２０年度も継続して輸出に取り組み、台湾での市場開拓を図っている。
県と連携して積極的に県産桃のＰＲを行い、東南アジア市場での販路開拓を図る。県と連携して積極的に県産桃のＰＲを行い、東南アジア市場での販路開拓を図る。

平成１９年度 輸出量 ５２トン
平成２０年度 輸出量 ８０トン平成 年度 輸出量 トン

【販売戦略、工夫した点 等】

• 「白鳳」を中心とした早出し産地であること、また、関西空港に近い立地
条件等を生かして 輸出に取り組んでいる条件等を生かして、輸出に取り組んでいる。

• 台湾の百貨店で、フェアを開催。試食販売やパンフレット配布による販促
活動を行い、和歌山の桃のおいしさ、安心、安全をＰＲした。

台湾へ輸出する際の厳しい植物検疫をクリアするため 圃場での病害虫

台湾でのフェアの様子

• 台湾へ輸出する際の厳しい植物検疫をクリアするため、圃場での病害虫
防除対策を行うとともに、選果施設の体制整備に努めた。

【輸出によるプラスの効果等】

• 海外でも品質の良さが評価され高級品として売れることがわかり、産地
の輸出意欲が向上した。

台湾でのフェアの様子

• 厳しい検疫に対する取組が、産地の栽培管理の向上に繋がっている。

－64－



輸 が

鳥取県 ＪＡ全農とっとり （梨を台湾、香港、アメリカへ、柿をタイ、台湾へ）

鳥取県の二十世紀梨の輸出は７０年以上の歴史があり、日本
を代表する輸出果実のひとつ。品質の良さが好評で知名度も高
い。

ジ 富裕 ゲ 高級 輸アジアの富裕層をターゲットに、高級果実として大玉の梨を輸
出。特に、台湾では中秋節や旧正月の贈答用品として定着。

【平成２０年産輸出量】

たわわに実る大玉二十世紀梨

【平成２０年産輸出量】
○梨 ５５１トン（台湾229トン、香港108トン、米国（ハワイ含む）202トン、他12トン）

※ＪＡ全農とっとり取扱量に占める輸出比率約６％

○柿 ６９トン（タイ68トン、台湾1トン）

※JA全農とっとり取扱量に占める輸出比率約５％※JA全農とっとり取扱量に占める輸出比率約５％

【販売戦略、工夫した点等】
• 高い剪定技術等により徹底的に品質を重視し、大玉の梨販売へ
と戦略転換。
氷温貯蔵庫を導入 長期保存を 能 東南 ジ 梨 需要• 氷温貯蔵庫を導入し長期保存を可能に。東南アジアの梨の需要
期である中秋節が二十世紀梨の出荷時期より早くくる年にも対応
できるようにし、また販売期間を旧正月まで延長。

• あたご梨の輸出にも取り組むなど、二十世紀梨のブランドイメー
ジを生かした商品の多角化を図っている。

【輸出によるプラスの効果等】
• 検疫のための高度な管理が求められることにより、栽培管理の
レベルアップに結びついている

２００８年台湾での陳列販売

レベルアップに結びついている。
• 鳥取が積極的に輸出を行うことにより、国内の梨市場も活性化。

－65－



鳥取県 （有）ＡＯＮケミカル（二十世紀梨酢を台湾へ）

鳥取県特産の高級品である二十世紀梨の認知度をフ

ルに利用し意匠登録を行い、世界で始めての果実酢であ
り、葡萄、リンゴに続く第３の果実酢を目指す。

【輸出量・金額等】

平成１８年からの取組みであり 台湾をベースに順調に推平成１８年からの取組みであり、台湾をベ スに順調に推
移している。

台湾での販売風景

【輸出のきっかけ等】

「フードタイペイ２００７」に出品したことがきっかけとなり、国内商談会で
認知されるなど、需要先との繋がりに至った。

中国上海、香港へ試販し、今後はＮＹ、ロスアンゼルス、ウラジオストク等中国 海、香港 試販し、今後は 、 アンゼル 、ウラジオ トク等
への試販を予定している。

梨酢をベースにしたブルーベリー梨酢ドリンクも好評であり、今後は地元
の農水産物とコラボした商品ラインナップの充実を予定している。

写真

【輸出によるプラスの効果等】

二十世紀梨栽培農家から規格外梨の新しい利用方法ができ、費用削減
になり大変喜ばれている 二十世紀梨を原料にした梨酢になり大変喜ばれている。

商流ルートを確立したため、地域の他産品目の輸出に取り組む基盤が
できた。

二十世紀梨を原料にした梨酢

－66－



島根県 ＪＡ西いわみ （ヘルシー元氣米を台湾へ）

島根県では、環境にやさしい農業を推進し、自然にやさしい土づくりと減農薬・減化学
肥料で栽培する生産者をエコファーマーとして認証。ＪＡ西いわみのエコファーマーが栽
培したコシヒカリを「ヘルシ 元氣米」として 平成１５年から台湾へ輸出培したコシヒカリを「ヘルシー元氣米」として、平成１５年から台湾へ輸出。

平成１９年産 輸出量：６．２トン・輸出金額：３１０万円輸 輸 額

【販売戦略、工夫した点等】
• 食味、品質面、安心・安全を前面に宣伝し、輸入業者や量販店に対し米

台湾での販売促進会

の試食を実施。
• 高級百貨店での継続的な試食・宣伝会を実施しブランドイメージの形成。
• パッケージを日本らしいデザインにし現地語で作成、２１年にデザインを
商標登録商標登録。

• 品質、風味を保つためＪＡ指定の精米所で管理を行い、量販店が２ヶ月
程度で売れる量を輸出。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】
• 生産者の生産意欲が向上し、売れる米づくりに対する意識の変化。
• 米の輸出を通し販売店舗に対し直接的交渉が可能となり、デラウエラや
あんぽ柿など、他の農産物の輸出へつながった。

商標登録したデザイン http://nishi-iwami.ja-shimane.gr.jp－67－



岡山県 利守酒造（株） （日本酒をアメリカ、台湾、中国、カナダ等へ）

利守酒造のある赤磐郡軽部地区は、昔から良質な酒米「雄町米（おまちまい）」が採れる地域と
して知られている。

この良質な米でつくった日本酒を３０年程前からアメリカ在住の日本人向けに輸出を始めた。近この良質な米でつくった日本酒を３０年程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。

なお、利守酒造の日本酒は、国内にとどまらずヨーロッパのモンドセレクション国際コンクールで
最高金賞を受賞するなど、海外でも高い評価を得ている。最高金賞を受賞するなど、海外でも高い評価を得ている。

【平成２０年輸出量】 売上額の約６％を海外へ輸出。

【輸出のき かけ 販売戦略 苦労したこと及びその解決法等】【輸出のきっかけ、販売戦略、苦労したこと及びその解決法等】
• ３０年程前、アメリカ在住の日本人向けとして輸出を始めたのがきっかけ。
• 国内のみならず海外の鑑評会にも積極的に出品し、日本酒の普及に努めている。
• 日本酒を通して、日本の文化や岡山県の産物を海外の方に知ってもらえればと、
海外での展示 商談会に積極的に参加している

ドイツでの展示・商談会

海外での展示・商談会に積極的に参加している。
• 複数の国や地域に輸出しているが、国や州によって法律が違うため、それに合わ
せた様々な対応が必要となる。このため、日頃の輸出入業者との情報交換はもと
より自らも現地に渡航し、目で見て・耳で聞いて現地情報の収集を行っている。

【輸出によるプラスの効果等】
・地道な取組ではあるが、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同様メジャーな飲物として認識されつつある。

・また、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

カナダでの
展示・商談会

るとの意識が芽生えている。

http://www.sakehitosuji.co.jp－68－



広島県 ＪＡ広島果実連 （広島産果実を台湾、香港へ）

ＪＡ広島果実連では、広島産青果物・加工食品の販路拡大・
消費拡大を目指す目的で、平成１７年から台湾、１９年から香港
へ輸出を行っている。

品 目 輸 出 量 （ ｋ ｇ ） 輸出金額（千円） 品 目 輸 出 量 （ ｋ ｇ ） 輸 出 金 額 （ 千 円 ）

ぶ ど う 386 292 な し 2,090 960

レ モ ン 200 85 は る か 400 108レ モ ン 200 85 は る か 400 108

農 産 加 工 品 509 264 ※香港向け含む。２０年実績

爽やかな風味を持つ

柑橘「はるか」の試食

【輸出のきっかけ 経緯 販売戦略 工夫した点等 苦労したこと及びその解決法】【輸出のきっかけ、経緯、販売戦略、工夫した点等、苦労したこと及びその解決法】

JA広島果実連は、平成16年春に広島空港への台湾便の就航を機に、その年の秋に、台湾の日系百貨店「そご
う」の「四国・九州・瀬戸内美食工芸展」に参加し、温州みかん・かんきつ加工品の展示販売を行った。
その後、台湾のバイヤーを広島に招き、ぶどうを中心に産地の見学会を開催したところ、食味等概ね好評だった

ことから17年に県事業を活用して台湾にテスト輸出を行い現在に至る 19年７月からは 香港「そごう」の物産展ことから17年に県事業を活用して台湾にテスト輸出を行い現在に至る。 19年７月からは、香港「そごう」の物産展
参加をきっかけに、香港へも進出した。
販売戦略としては国内他産地との競合に勝つため、富裕層をターゲットに、より新品

種、高品質なものを厳選。また輸送費を軽減するため、東京の卸売業者と提携し、台
湾「そごう」関係の食品類をまとめて空輸 さらに荷が日持ちする場合は船便にするな湾「そごう」関係の食品類をまとめて空輸。さらに荷が日持ちする場合は船便にするな
ど、不況のなか、価格上昇しないようコスト削減に努めている。
苦労していることは、ぶどうの脱粒など輸送中での商品ロスの防止対策である。

【輸出によるプラスの効果等】

「香港そごう」にて
海外で高値で販売されることが農家の自信につながり、生産意欲が向上するととも

に、地域も活性化した。

http://www.fruit-morning.com/－69－



山口県 下関ふく輸出組合 （ふぐをニューヨークへ）

下関のふぐを、アメリカのフグ輸入組合を通じて、ニューヨーク
の日本料理店へ輸出。

過酷な条件下で認められた輸出事業で 下関のふぐが初め過酷な条件下で認められた輸出事業で、下関のふぐが初め
て太平洋を渡った。

【輸出量の推移】 平成１９年度：約２トン ２０年度：約２トン水揚されたトラフグ

【輸出のきっかけ、苦労した点等】

【輸出量の推移】 平成１９年度：約２トン、２０年度：約２トン。

限定数量の輸出で年間の輸出量が決まっている。

水揚されたトラフグ

【輸出のきっかけ、苦労した点等】

• ニューヨーク駐在の日本企業の人たちからふぐ刺しの話題があり、日本料理店のオーナーから
「ニューヨークでもふぐが食べられるようにしたい」という依頼があったのがきっかけ。

• ニューヨークでは「フグ類輸入警告」が出されており 科学的な調査 実験などを繰り返して輸入国• ニュ ヨ クでは「フグ類輸入警告」が出されており、科学的な調査、実験などを繰り返して輸入国
側の条件をクリアすることが非常に困難であった。

【輸出によるプラスの効果等】

• ニューヨークで食べられる下関のふぐは日本料理店のみで、販売量
もごく僅かなため地域の活性化に直接つながるものではない。

• しかし、輸出による下関ふぐの宣伝効果があったことと、ふぐを食べる
と う 本文 発信 役立 たと考 るという日本文化の発信に役立ったと考えている。

• 欧州等への輸出はハードルが高いが、今後の課題。 輸出される一次加工品

－70－



山口県 林兼産業（株） （魚肉ソーセージを香港へ）

地域資源の活用から生まれた、香港への魚肉ソーセージ輸
出４６年。

輸出相手国の歴史の移り変わりとともに培われた、輸出事業
自信と誇りへの自信と誇り。

平成１９年度：３３６トン、２０年度：４０４トン。
香港では、日本の魚肉ソーセージ市場評価が「日本製品＝高品質・安・
安心」という顧客の支持に支えられており、輸出量は増加。

香港向け主力製品

【輸出のきっかけ、販売戦略等】【輸出のきっかけ、販売戦略等】
• 昭和３８年に現地に事務所を開設したことと、当時、地元の下関

漁港が全国屈指の水揚量を誇っており、この地域資源を活用する
ことが原点となり輸出の取組が始まった。
商品を多くの人に認知してもらうため 現地で開催される食品の• 商品を多くの人に認知してもらうため、現地で開催される食品の

大規模な展示会への参加や消費者キャンペーンによる喚起、雑誌
への商品掲載等を実施した結果、魚肉ソーセージは子供向けのお
やつとして受入れられ定着している。

香港 Food Expo 2007
現地のスタッフと一緒にソーセージを販売

やつとして受入れられ定着している。

【輸出によるプラスの効果等】
• 中国返還後に安価な中国製品が市場に参入してきたが、日本製

品は「高品質・安全性」という面で消費者の支持が盛り返してきた 現地 タッ 緒 ソ ジを販売

ことにより、輸出事業を行っていることに対する自信につながって
いる。

http://www.hayashikane.co.jp－71－



徳島県 徳島市漁業協同組合 （シリヤケイカ（甲イカ）等を中国､香港へ）

平成７年から手長ダコを韓国に輸出。
タチウオを１０年に追加し、チゲ鍋用として韓国へ輸出して

が 在いたが、現在は休止中。
１９年から中国、香港にシリヤケイカ（甲イカ）を輸出。

【輸出量】 ２０年１月～２月実績（シリヤケイカのみ）
約３３トン、水揚げ量に占める輸出比率約８０％

水揚げ風景

【販売戦略、工夫した点等】

• 出荷箱に組合員の番号を記入して責任の明確化を図ることで、品質に対するクレームに

水揚げ風景

出荷箱に組合員の番号を記入して責任の明確化を図ることで、品質に対するクレ ムに
対応。

• 漁期には、漁協職員が組合員に対して品質管理指導を徹底。

• 輸出開始時期に消費者ニーズを把握するため 青年部を中心とする組合員が現地を視• 輸出開始時期に消費者ニ ズを把握するため、青年部を中心とする組合員が現地を視
察。

【輸出によるプラスの効果等】

• 輸出品の管理を徹底することで 輸出品目以外の水産物への品質・鮮度に対する意識が• 輸出品の管理を徹底することで、輸出品目以外の水産物への品質・鮮度に対する意識が
高まった。

http://www.e-osakana.jp/index.asp?s=423&z=QlC－72－



香川県農業協同組合 三木集荷場 （いちごを台湾、マレーシアへ）

平成19年１月から、三木町地域で生産されるいちご「女峰」を
贈答用高級果実として台湾とマレーシアへ輸出を開始。
品質の良さと、酸味と甘味が合わさった濃厚さが好評。

【輸出量の推移】 平成１９年度：約３トン、２０年度：約３トン

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】

三木町地域のいちごは贈答用として首都圏でも評価が高かったことから、
香川県や大阪市場の仲買業者からの働きかけが輸出のき かけとな た

高設栽培の女峰いちご

香川県や大阪市場の仲買業者からの働きかけが輸出のきっかけとなった。
品質を重視し、生産技術の向上による生産者間の品質格差の解消や携

帯メールを利用した出荷調整など、安定出荷にも努めている。
また、移動中の品傷み防止のための専用容器の開発や包装作業の省力ま 、移動中 品傷 防 専用容器 開発 包装作業 省力

化に取り組んでいる。

マレーシア向けの箱詰め
【輸出による効果等】【輸出 る効果等】

輸出を始めたばかりなので、出荷量も少なく大幅な収益増には
繋がっていないが、販売ルートの拡大により、生産者の生産意欲
が高まった。

また 香川県産いちごのＰＲ等も期待でき 今後の生産拡大に

パック詰めされた女峰いちご

また、香川県産いちごのＰＲ等も期待でき、今後の生産拡大に
取り組む基盤が確立した。

http：//www.kw-ja.or.jp/－73－



香川県農業協同組合 三豊みかん共同撰果場 （温州みかんをカナダへ）

平成４年からカナダへの温州みかんの

輸出を開始。輸出みかんは、現地でクリス
マスのプレゼント食材として人気が高い。

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】

オレンジの輸入自由化に伴い、安価なオレン
ジ類が輸入され、 国産みかんの価格は不安の ント食材として人気が高 。 ジ類が輸入され、 国産みかんの価格は不安
定になった。

そこで、加工原料用の一部代替として需給調
整を図ることがきっかけとなった。

現地 外国産みかんと 価格競争は熾烈

【輸出量】 平成２０年度：６２トン

現地での外国産みかんとの価格競争は熾烈
であり、 高級志向向けに国産みかんのブラン
ド化を進めている。

カナダでの販売を優位にするため 独自のカナダでの販売を優位にするため、 独自の
栽培指針や撰果基準により、 味の向上と品質
の均一化を図っている。

共同撰果場と運び込まれたミカン

【輸出によるプラスの効果】
生産者には「自分のみかんが海外にも行くとなると、 これま

で以上に恥ずかしいものは作れません」という姿勢が感じら
れ 生産するみかん全体の品質向上に繋がっている

撰果作業の様子

れ、生産するみかん全体の品質向上に繋がっている。

また、海外での評価の高さは、 今後の輸出促進の励みと
なっている。（台湾、シンガポール向け高級完熟みかん）

http：//www.kw-ja.or.jp/－74－



香川県 松田清松園 （盆栽、庭木を海外へ）

【輸出のきっかけ、課題等】
香川県高松市（鬼無、国分寺地

区）の盆栽は戦前から国内でも有
名で 世界的にも生産地として認

高松市鬼無町の松田清松園では、昭和50年頃か

ら台湾をはじめ韓国、アメリカ、ＥＵへ盆栽の個人輸
出に取り組んでいる。

名で、世界的にも生産地として認
識されている。

海外での盆栽人気の高まりから、
現地の販売業者による働きかけが

出に取り組んで る。
輸出は海外の愛好家に向けたもので、 現地の販

売業者からの直接買い付けにより行っている。

現地の販売業者による働きかけが
きっかけとなった。

盆栽の輸出は、樹種によって輸
入国側の植物検疫条件が異なる
ため 国別の対応に苦慮している

【輸出量】 平成２０度：約３，０００本

ため、国別の対応に苦慮している。

コンテナへの積み込み作業

【輸出によるプラスの効果等】
国内需要が低迷している中、 海外輸出は無限の可能性があ

ると感じている

コンテナへの積み込み作業

ると感じている。
また、今後、商品ＰＲよる販路の拡大及び輸入国側の植物検

疫条件が緩和されれば、輸出量の増加が見込まれる。 出荷前の土壌除去

http://seishoen.web.infoseek.co.jp/－75－



愛媛県漁業協同組合連合会 （生の養殖ハマチをバンコクへ輸出）

タイ国（首都バンコク）は、急速な経済発展により食に対する嗜好もグローバル化して
おり、世界各国の様々な料理を味わうことができる。
当漁連では、アジアのハブ空港である「スワンナプーム空港」の便宜性を利用して、鮮

度感溢れるおいしい愛媛県産の養殖ハマチやマダイを、寿司や刺身食材として供給す
る取組を開始した。

【問題点 販売戦略等】【問題点、販売戦略等】
• タイ国で生の刺身商材が本当に必要とされているのか正確な情報を収集する必要
があった。さらに、日本との貨幣価値とタイ国民の所得格差が大きい中で、流通コス
トをかけて輸出し拡販していけるターゲットと手法、パートナー探しも大切な作業で
あった。

• タイ国内の冷蔵物流が確立されていない環境下において、日本とタイ国両国にお
いて経費面・鮮度保持・迅速性等、最良の輸送手段を開発しなければならなかった。

• 仲卸と小売方法については、タイ国の富裕層や邦人または華僑や欧米人が利用
信頼のおけるパートナーとして

する量販店、さらに、その量販店に納入実績を有する現地仲卸会社の理解を得、Ｐ
Ｒイベントから着手した。

• 量販店の鮮魚コーナー責任者や従業員の販売意欲と技術が乏しく、今後拡販する
ためにはコミュ二ケーション手段が大きなハードルとなり、この解決のためには、中

期 を 遣す など自 努 組 あ が

信頼のおけるパ トナ として
販売窓口の現地仲卸会社と商談

長期間職員を派遣するなど自助努力で取り組む必要であることが分かった。

【輸出による効果】
• 僅か２日間のＰＲイベントだけでも、来場者の反応により新鮮な寿司や刺身のニー
ズがあること、親日国であるタイ人には日本産に対し関心と信頼を持ってくれている
ことを把握することができた。

• 富裕層にとっては価格的にも手の届く範囲であり、魅力ある食材であると確信する
ことができた。

バンコク市内でも屈指の高級百貨店
の食料品フロアでＰＲイベント開催

http://www.ehimegyoren.or.jp/－76－



愛媛県 西条食料産業クラスター協議会 （四国特産品をタイへ）

四国地域の食品メーカー・生産者等が集まり取組を実施。
地元貿易物流企業が新たに貿易商社機能を所有すること
で、四国の特産品（加工品、青果物など）を集約してタイ国

輸出する取組を開始

【輸出金額】 平成２０年度：約４２０万円

へ輸出する取組を開始。

平成２１年度：約１，５００万円の見込み

【輸出のきっかけ 工夫した点等】

東南アジア最大規模「サイアムパラゴン」で
開催したグルメシコク市2008オープニング

【輸出のきっかけ、工夫した点等】
海外輸出に取り組む地元企業が数社集まったのがきっかけ。結果の出にくい食品輸出を四国サ

イズのスケールメリットで解消しようとする点や、中小企業１社では難しい海外企業とのビジネスを、
地元貿易物流企業と食品メーカーの協力体制で実施しようとする点が特徴的。

【輸出によるプラスの効果等】
食品メーカーや生産者が物流・販売までを意識した取組を行う

ことで、販路開拓に対する意識が強まった。

（株）西条産業情報支援 タ

スケールメリットによる成果創出に食品メーカーや生産者が魅
力を感じたことで、今後、国内外を問わずこのグループで活動し
ようとする動きが高まった。

四国味巡りフェア（サイアムパラゴン）2009

（株）西条産業情報支援センター（事務局）

http://www.saijo-sics.co.jp/
芙蓉海運（株） （貿易物流企業）

http://www.fuyoh.co.jp/－77－



海産物珍味(主 味付乾燥 魚)を 愛媛県や 支

愛媛県 （株）オカベ （国産魚介乾製品を韓国へ）

海産物珍味(主に味付乾燥小魚)を、愛媛県やJETROの支
援を受け、平成16年から韓国へ直接取引で輸出。

【輸出金額の推移】（韓国向けのみ）【輸出金額の推移】（韓国向けのみ）
19年：約2,400万円 → 20年：約5,000万円

【輸出 き かけ 夫した点等 苦労した と及びそ 解決法】
製品を製造する主力工場

【輸出のきっかけ、工夫した点等、苦労したこと及びその解決法】
• 大型食品展示会へ出展した際、韓国卸売業者との商談がまとまり韓国
向けに商品を輸出。

• 取引を１国１業者に限定し、売り込みに力を入れてもらっている。
• 国によって添加物の規制が変わるので、現地業者と綿密な打ち合わせ
を行い商品開発を行っている。

• 意思の疎通に大変苦労した。互いの文化や風習、言葉の違いを理解す
ることが大事。

主力商品「いわしせんべい」

ることが大事。
• 為替相場の影響で販売計画が立たず苦労している。解決法として、商品
に一工夫し目先を変えた商品を提供している。

【輸出によるプラスの効果等】【輸出によるプラスの効果等】

• 直接取引により相手先パッケージに社名が入り、韓国での会社の知名度が上がった。またそのことにより、
関連商品の販売増につながった。

• 直接商談することにより、問題点が早々に分かり、改善策を素早く講じることが出来た。

• 海外を経由して、日本での新しい顧客の獲得が出来た。

http://www.okabe-group.com/－78－



高知県 高知市農業協同組合 （グロリオサを上海へ）

オランダの国際品評会で最高位の金賞を受賞

したグロリオサ（切り花）を平成１６年から上海
へ輸出へ輸出。
現地では、高級切り花として贈答に用いられて

いる。

【輸出量の推移】 平成１９年度：１，０８０本
平成２０年度：２ ５００本平成２０年度：２，５００本ミサトレッド

【工夫した点等】

国際的な評価を高めるためオ ダ 品評会等に出品し 国際的な評価を高めた• 国際的な評価を高めるためオランダの品評会等に出品し、国際的な評価を高めた。
• 輸送費や流通ルートの研究に取り組み、市場の協力を得て中国の販路を作った。

【輸出によるプラスの効果等】

• 国際品評会における金賞受賞、日本農業賞受賞、上海への輸出と、高品質への評価が得ら
れたことで産地の活性化につながった。
国内の花き流通業界における評価が高まり 知名度が向上した• 国内の花き流通業界における評価が高まり、知名度が向上した。

http://www.ja-kochishi.or.jp/index.htm－79－



高知県 酔鯨酒造（株） （日本酒を 世界各国へ）

酔鯨酒造（株）では、米国を中心に欧州、アジア、オーストラリ

アに純米酒、純米吟醸酒を輸出し、おいしい日本酒を海外の消
費者に提供している。

【輸出量の推移】 １８年度：１８．３ＫＬ、１９年度：１７．３ＫＬ

・輸出の約９割が米国向けで レストランを中心に販売輸出の約９割が米国向けで、レストランを中心に販売
（大半が純米酒）。
・欧州向けは純米吟醸酒である。

米国での展示会の風景

【販売戦略】【販売戦略】
• 米国で日本の清酒が多く消費されていることにより、販路拡大のためこれまで輸出代理店頼みで

の販売であったのを止め、代理店主催の展示会（レストランショー）に出展参加し、直接現地の人々
に製品のＰＲを行なう。に製品の を行なう。

• 一国一代理店を基本とし、代理店に責任を持って販売してもらう。
•主力商品である特別純米酒、純米吟醸酒に力を入れて販売していく。

【輸出によるプラスの効果等】

展示会での出展商品

• 輸出による売上はまだまだ割合として少ない（２～３％）が、数量・金額
とも以前に比べ着実に伸びている。

•日本酒の国内消費が低迷している中、海外に市場を求める効果は大きい。
•海外での販売により知名度を上げることにより 国内での販売増につなげ 展示会での出展商品•海外での販売により知名度を上げることにより、国内での販売増につなげ
ることができる。

http://www.suigei.jp/ －80－



九州沖縄農業経済推進機構 （九州産農産物をシンガポールへ）

「九州は一つ」の理念のもと、九州・沖縄8県の農業団体からなる機構を設立し、県
域を越えた連携した取組みを積極的に実践。

その連携した取組みの一つとして、シンガポールにおいて
「九州収穫祭」を、平成18年度より継続して開催。

「九州産農産物」として強くアピールし 恒常的消費拡大を図る「九州産農産物」として強くアピールし、恒常的消費拡大を図る。

【販売戦略、工夫した点等】

九州統一シ－ル

【販売戦略、工夫した点等】

• 農産物の品揃えが豊富な九州地域のイメージを「フードアイランド」として印
象づけるとともに、九州産農産物の定着化、他地域との差別化を図るために、
フェア等で出品する九州産農産物に「九州統一シール」を添付する取組を
行っている行っている。

• また、常に新規品目をフェアに持ち込み、輸出品目の新規開拓に向け、現
地ニーズの把握を行っている。

• 同一国（シンガポール）での継続的な販売促進活動（「九州収穫祭」の開催）

九州統一シ－ルを添付したミニトマト

同 国（シンガポ ル）での継続的な販売促進活動（「九州収穫祭」の開催）
を行い、九州農産物の認知度の向上、定番化に取組んでいる。

【輸出によるプラスの効果】

• 海外での販売促進活動の成果等の情報を産地に提供することで 産地にお海外での販売促進活動の成果等の情報を産地に提供することで、産地にお
ける意識の向上及び活性化が図れた。

シンガポ－ルでの「九州収穫祭」 －81－



福岡県地域食品輸出振興協議会 （イチゴ｢あまおう｣を香港、台湾等へ）

｢あかい｣ ｢まるい｣ ｢おおきい｣ ｢うまい｣の4つの単語の頭文字をとって｢あまおう｣。

「大玉で食味がよい」のが特長で、高級果実として主にアジアの富裕層、中間層の人大玉で食味がよい」のが特長で、高級果実として主にアジアの富裕層、中間層の人
気を獲得。最近ではロシア（モスクワ）でも好評を博す。

福岡県産農産品輸出の牽引役となっている。

平成19年度 あまおう輸出量 約70トン（平成20年度輸出量は集計中）

【販売戦略、工夫した点等】

• 県産農産物の輸出用ブランドマーク（まる福マーク）を考案し、香港、台湾、
韓国 シンガポールで商標登録を取得。商品価値を高める取組を展開。韓国、シンガポ ルで商標登録を取得。商品価値を高める取組を展開。

• 香港、台湾、シンガポール、タイを中心に福岡フェア等を開催。さらに、平成
20年度はロシア常設店舗を活用した「あまおう」のプロモーションを実施する
等、県産農産品PRならびに販売促進・定番化に取り組んでいる。

ブランドマーク（まる福マーク）

等、県産農産品 販 促 定番 り組 。

• 輸出に積極的に取り組む産地を「輸出モデル産地」として指定。
モデル産地に海外バイヤーを招聘し、生産地視察・生産者との意見交換・
商談等を実施し、バイヤーと生産地の距離を縮め、指名買いにつなげること
にも取り組んでいる。

常設店舗でのプロモーション
（ロシア）

－82－



福岡県地域食品輸出振興協議会 （八女茶を欧州、米国へ）

八女茶の産地活性化のため、平成１９年度から欧米への輸出に取組んでいる。

見本市への出展や海外の輸入業者に対する個別訪問、消費者や輸入業者等を対象見本市 の出展や海外の輸入業者に対する個別訪問、消費者や輸入業者等を対象
にした八女茶セミナーの開催等、八女茶の販売促進活動を行っている。

【輸出のきっかけ、経緯】

・欧米での健康志向や日本文化への関心の高まりを受け、八女
茶の産地活性化策の一つとして平成18年度に欧米への輸出の茶の産地活性化策の つとして平成18年度に欧米への輸出の
検討を行い、翌年度から輸出をスタ－ト。

【販売戦略、工夫した点等】

海外における「八女茶 ブランドの確立を目指し 他国産等との

見本市ANUGAへの出展
(平成19年度 ドイツ） ・海外における「八女茶」ブランドの確立を目指し、他国産等との

差別化を図るため、八女茶の品質・産地・文化をアピール。

・県の海外事務所と密に連携し、現地情報を収集。効果的な活動
に努めている

(平成19年度 ドイツ）

に努めている。

・欧州においては、 EUの残留農薬基準への適合が必要であり、
生産者、茶商、JA、行政（県・市町村）等が一体となって防除・加
工や分析等の対応を実施。工や分析等の対応を実施。

八女茶セミナー
(平成20年度 フランス）

－83－



佐賀県 伊万里湾・アジアネットワーク事業促進協議会
（伊万里産農産物を中国へ）

伊万里湾の持つアジアに近いという地理的優位性及び貿易港として中国への定期航
路を有する伊万里港を活用し、当地域の豊富な農水産物を中国へ輸出。路を有する伊万里港を活用 、当地域 豊富な農水産物を中国 輸出。

これまで、伊万里梨フェアや伊万里食文化交流会などを実施しながら、新たな市場で
ある海外販路の開拓を目指している。

H16～H20 ： 伊万里梨の輸出
H20～ ： 伊万里梨、ハマチ、農産加工品等の輸出

【伊万里梨輸出】
• 伊万里市と友好交流都市である「中国大連市」において、「伊万里
梨フェア」を開催（H16～）。

• 中秋節、国慶節の贈答需要期に輸出し、高級百貨店においてフェ
アを開催。

• 伊万里梨のマスコットである「梨万里くん」も現地へ駆けつけPRした。

【ハマチ 農産加工品等】

伊万里梨フェア

【ハマチ・農産加工品等】
• 当地域の豊富な農水産物を広く紹介していくため、「伊万里食文化
交流会（中国済南市・大連市）」を開催。

• 食文化交流会には、料理専門家や郷土料理を調理するチームを派
遣し、当地域の食材を使った代表的な料理を紹介。

• 日本食の奥深さ、繊細さなどをPR。

伊万里食文化交流会 －84－



長崎県水産物海外普及協議会 （長崎産水産物を中国へ）

長崎県では、効率的かつ効果的な輸出事業の展開を通じて適正な魚価の形成を図り、「ながさき
らしい多様な漁業生産体制」を維持・強化するため、平成19年に県内関係団体とともに「長崎県水
産物輸出戦略」を策定。
この戦略の下 県 市及び関係団体は「長崎県水産物海外普及協議会 を設置し 輸出事業のこの戦略の下、県・市及び関係団体は「長崎県水産物海外普及協議会」を設置し、輸出事業の

本格的な展開に資するよう、国の補助事業を活用しながら、市場調査・開拓、消費定着・拡大等に
取り組んでいる。

【平成20年度の取組結果】
＜中国＞
• 北京で長崎県等の主催により開催された「日本長崎フェア」に
おいて クロマグロ アジ ブリ等の鮮魚や煮干し等を出展 来

上海向け鮮魚輸出量 額 推移

上海常設店舗でのフェア マグロ解体ショー
(日本長崎フェア)

おいて、クロマグロ、アジ、ブリ等の鮮魚や煮干し等を出展。来
場者の反応は、食品一般に対して価格よりも安全性を志向す
る消費傾向がみられたほか、魚は、日本の食品の中で食べて
みたいもののトップにあげられるなど高い関心があり（アンケ－
ト結果） 出展した水産物は好評上海向け鮮魚輸出量・額の推移

(長崎魚市(株)分)
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ト結果）、出展した水産物は好評。
• 平成20年２月に上海に設置した戦略拠点(長崎魚市(株)常設
店舗)のオープン以来、中国向け鮮魚の販売実績は堅調に伸
びており、上海を拠点に北京、広州、大連を含む11都市に流通
が拡大し 平成20年の実績は 前年から倍増
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常設店舗設置 が拡大し、平成20年の実績は、前年から倍増。

＜韓国＞
• 釜山で水産物流通の実態調査やソウルで商談会を開催。

【課題等】
鮮魚等 安定的な を く
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• 鮮魚等について安定的な取引を行っていくためには、通関や
信頼できるパートナーの確保、知名度向上等が課題。
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熊本県農畜産物輸出促進協議会 （県産農畜産物を香港、台湾等へ）

平成１７年４月に熊本県農畜産物輸出促進協議会を設立し、農畜産物・農産加工品な
どを中心に、展示・商談会や各種フェアへの出展、バイヤー招聘などの事業を実施。平
成１８年度からは 水産品も加え輸出促進に取り組んでいる成１８年度からは、水産品も加え輸出促進に取り組んでいる。

平成２０年度 輸出実績 輸出量：89 1トン 輸出額：14 141万円平成２０年度 輸出実績 輸出量：89.1トン、輸出額：14,141万円
主な輸出国 ： 香港、台湾、タイ、シンガポールほか
主な輸出品目：イチゴ（ひのしずく等）、アールスメロン、温州ミカン、トマト、

甘藷等の青果物や農産加工品、水産品など

【販売戦略・工夫した点等】

• 県知事を先頭に 輸出国先（香港）行政機関や貿易業者 スーパー等に
県知事のトップセールス（香港）

• 県知事を先頭に、輸出国先（香港）行政機関や貿易業者、スーパー等に
対して、イチゴ「ひのしずく」を初め県産農産物をPRし、トップセールスを
行った。

• 台湾・高雄漢神百貨店「熊本フェア」、香港アピタUNY「牛肉及び野菜フェ台湾 高雄漢神百貨店「熊本フェア」、香港アピタUNY「牛肉及び野菜フェ
ア」、シンガポール伊勢丹「九州収穫祭」等のフェアに参加し、県産農畜
産物を出展し、試食等を通じて販売促進活動を行った。

• バイヤー等の輸出関係者を招聘し、産地視察や商談会、意見交換会等
を実施した。「台湾美食展2008」風景 （台湾）

－86－



（社）熊本県物産振興協会農林水産物等輸出促進部会
（県産品を香港、米国等へ）

農業法人を中心とした、くまもと農林水産物等輸出促進研究会において、農産物の輸
出に取組んできたが、海外におけるお客様の多様な要望に応えることや、輸出における出に取組んできたが、海外におけるお客様の多様な要望に応える とや、輸出における
無限の可能性を飛躍的に拡大する為に、平成２０年３月、多種多様な業種が加入してい
る、（社）熊本県物産振興協会に農林水産物等輸出部会を設けて、輸出に取組む。ジャ
パンブランドＩＮ熊本県のブランド確立に向け、輸出に挑戦。

平成１９年度輸出実積額 ２７４，８２４千円
平成２０年度輸出実積額 ３１８，５１３千円 成約件数 ２５社 品目４５品
主な輸出国 香港 米国 シンガポ ル 台湾主な輸出国 香港・米国・シンガポ－ル・台湾
主な輸出品目 大葉・野菜・お茶等・果実・海草類・お菓子類・焼酎類・ス－プ類

【販売戦略、工夫した点等】

写真

ロサンゼルス商談会 • 会員の取扱う商品リスト情報を、日本語・英語標記でのPR版ＣＤを作成し、海外商談会
において、担当バイヤーや流通担当者、また、レストラン等に宣伝配布を行い、効果的な
販促活動を行った。

• 野菜等の生鮮農産物の輸送における商品の品質保持についてのテスト輸出（温度変化写真
や衝撃のデ－タ－収集）を、米国・シンガポ－ルにおける、空輸、船便において実施し、輸
送におけるデ－タ－の収集を行った。

• 香港における最高級スーパーでの販売促進活動を行い、３店舗において商談契約が成
立した。

米国のＦＯＯＤ＆ＳＡＫＥ
• 輸出国先の多様なニーズに対応するため、県内の食品加工業界等とも連携。また、バイ
ヤー等の輸出関係者を招聘し、産地の視察や商談等を実施。

http://portal.kumamoto-net.ne.jp/bussan/－87－



熊本県 ＪＡたまな （温州ミカンを台湾へ、イチゴ「ひのしずく」を香港へ）

平成１６年度から輸出事業を開始。

平成２０年度は、販路拡大のため「ひのしずく」を台湾、タイ
へ試験輸出を実施。

生産者の所得向上を基本として、生産組織の活性化・国際
化・品質管理体制の強化を目指す。

平成２０年度実績
台湾 温州 カ （前年度 ）

「玉マーク」で差別化

台湾 ： 温州ミカン １０．７トン（前年度：１８トン）
香港 ： ひのしずく ８．３トン（前年度：１１トン）

香港での販売

【販売戦略・工夫】
イチゴ「ひのしずく」について、ＪＡたまなブランドを強くアピールし

ながら他産地品との差別化を行うため、「玉マーク」を作成すると
ともに、「ひのしずく」を「露之水滴」と漢字で表記することで香港に
おける認知度の一層の浸透を図った。

また、円高の影響により輸出量が激減する中にあっても試食宣

台湾でのフェアに出展

伝会等を定期的に開催しながら継続出荷に努めた。

http://www.jatamana.or.jp/－88－



大分県 ブランドおおいた輸出促進協議会 （新高梨を台湾へ）

果樹の国内消費が伸び悩む中、経済成長が著しい東アジアへの輸出を行うことで、
国際的視野に立った販売拡大や有利販売につなげるとともに、生産者の所得向上や
地域活性化を図ることを目的に 平成16年6月 産地 流通関係者 県などが一体と地域活性化を図ることを目的に、平成16年6月、産地、流通関係者、県などが一体と
なって協議会を設立。

梨は、JAおおいた（日田地域本部）により、光センサーを使った最新の選果技術で1
個ずつ糖度や熟度を正確にチ ク 品質のばらつきがなく 国内外を問わず市場や個ずつ糖度や熟度を正確にチェック。品質のばらつきがなく、国内外を問わず市場や
消費者の高い信頼を得ている。

この他、協議会では柑橘の輸出にも取り組んでいる。

平成２０年 梨輸出量 １１９トン

【販売戦略、工夫した点等】

中華圏の需要期は、中秋節や春節の贈答期に集中しており、この時
期に対応できるよう 産地と一体となって出荷体制を整えている。生産者による市場調査 期に対応できるよう、産地と 体となって出荷体制を整えている。

台湾への輸出量は、これまで40トン程度で推移してきたが、平成18
年度に大幅アップし127トン、平成20年度は119トンである。

また バイヤーを招聘するなど産地ＰＲにも努めており 生産者の輸

生産者による市場調査

また、バイヤ を招聘するなど産地ＰＲにも努めており、生産者の輸
出気運は高い。

生産地へのバイヤー招聘 －89－



大分県 ブランドおおいた輸出促進協議会 （県産魚を米国等へ）

平成１８年に県産水産物の輸出を促進するため、協議会の中に9社4団体で水産部会
を発足。米国、中国の商談会などに養殖ブリや水産加工品等を積極的に出品、参加し、
販路拡大を図っている販路拡大を図っている。

養殖ブリのフィレが、米国の和食レストランで、スシ・サシミ商材として使用されており、
輸出量は増加傾向。

平成20年 輸出量４３７トン（養殖ブリフィレ、干物等）

【販売戦略、工夫した点等】

輸出に関心を持つ業者や団体に 情報交換や連携の機会ボストン シ フ ドショ • 輸出に関心を持つ業者や団体に、情報交換や連携の機会
を提供し、協議会への加入を促進した。

• 見本出荷や国内外への商談会の参加など、対象国のニー
ズの把握や 活動に取り組んだ

ボストン・シーフードショー
参加

ズの把握やPR活動に取り組んだ。

• 養殖ブリフィレについては、養殖場から加工場までの生産一
貫体制のHACCP認証を取得している。

ブリフィレ加工品
－90－



大分県椎茸農業協同組合 （乾しいたけをタイへ）

平成２０年からタイへ乾しいたけの輸出を開始。

試食アンケートの結果、全員が美味しいと回答するなど
好評好評。

輸出量・輸出金額（平成２０年） ５２㎏ １，４４１千円輸出量 輸出金額（平成 年） ㎏ ， 千円

現地テレビ局の試食販売取材

【輸出のきっかけ】

ジ トロバンコク支局と大分県による市場調査の結果 タイにお
現地テレ 局の試食販売取材• ジェトロバンコク支局と大分県による市場調査の結果、タイにお

いて販路開拓の可能性を見い出したことから取組を開始。

【輸出の販売戦略、工夫した点 等】

• 贈答用の高級しいたけに限定。

• 日本語に堪能な通訳を販売員に活用。

• バター焼きの試食及びアンケートの実施。

バンコクでの販売の様子

タ 焼きの試食及びアンケ トの実施。

【プラスの効果等】

• 国産原木乾しいたけの本物のおいしさをＰＲできた。

• 今後の海外輸出に向けての足がかりを作ることができた。

http://www.osk-shiitake.or.jp/－91－



宮崎県森林組合連合会 （スギ製材品等を中国、韓国へ）

「宮崎スギ」を健康的で環境にやさしい高級品としてブランド化。

海外での宮崎県産材需要拡大を目指し 中国 韓国 の海外輸出促進に取り組み海外での宮崎県産材需要拡大を目指し、中国、韓国への海外輸出促進に取り組み、
これまでに原木のほか、店舗や福祉施設の内装材用の製材品も輸出している。

これまでの輸出量 中国向け 原木７５０㎥ 内装１５件
（平成１５年度～） 韓国向け 原木３，４００㎥

【販売戦略、工夫した点等】

• 中国において 県産スギ材の商標を登録し ブランド化。中国において、県産スギ材の商標を登録し、ブランド化。

• 住宅の設計プランを掲載したカタログを作成し、スギを

利用した内装の展示室を設置。

• 現地でのスギ材の加工指導、展示・商談会等を実施。

スギ内装展示場（上海市内）

http://www.moritohito.or.jp/－92－



鹿児島県特産品協会 （県産農水産物等を香港、シンガポールへ）

鹿児島県特産品協会は、平成元年から香港、米国（ロサンゼルス）でのアンテナ
ショップ設置等を通じた県産品の海外販路開拓に取り組んでいる。
この結果、鹿児島県産のサツマイモ・カボチャが香港に、茶が香港・ドイツ等に、牛結果、鹿児島県産 サツ イ カボチャ 香港 、茶 香港 イツ等 、牛

肉が香港・アメリカに、黒豚が香港に輸出されており、ブリやカンパチが北米・香港・シ
ンガポールなどに広く輸出されるようになった。
また、さつま揚げや焼酎等加工食品がアメリカのほか、香港、上海、シンガポール

等に輸出されており、今後も海外市場における県産品の知名度向上と販路拡大に取
り組むこととしている。

【販売戦略、工夫した点等】

• 輸出量の増大と新規有望品目を選定するため、消費者嗜好の把握や価格の店頭調
査を実施（シンガポール）

県産 需 拡大と新規商 拡大を るため 鹿児島 開催（香港）• 県産品の需要拡大と新規商品の取引拡大を図るための鹿児島フェアの開催（香港）

• 量販店バイヤーや小売・飲食店関係者との商談会及び意見交換会の開催（香港、シ
ンガポール）

• 海外量販店バイヤ の招聘と 産地商談会 セミナ の開催（香港 シンガポ ル）

香港におけるフェア

• 海外量販店バイヤーの招聘と、産地商談会、セミナーの開催（香港、シンガポール）

• 日本食レストランなど業務店を対象にした商談会等の開催（香港、シンガポール）

【輸出によるプラスの効果】

• 本県からの輸出品目（黒豚加工品、ブリ、カンパチ等）の定着と増大。

バイヤー招へいによる商談会
http://www.k-p-a.jp/－93－



鹿児島県 東町漁業協同組合 （養殖ブリを米国、台湾、香港、EUへ）

養殖ブリのラウンドやフィレを、和食レストラン等の寿司ネタ、刺身商材として輸出。
肉質だけでなく、安全性、鮮度保持性、おいしさ、栄養性など総合的によいものとして
提供。

平成10年 加工場HACCP認証

平成15年 対EU水産物輸出施設認定

平成16年 かごしまのさかなづくり推進協議会が「かごしまのさかな」ブラン

ドとして認定

【販売戦略 工夫した点等】

平成20年 輸出量 483トン、生産に占める輸出割合 約10％

【販売戦略、工夫した点等】

• 海外のシーフードショー、食品見本市などに出展しPR。

• 平成１７年に、オリジナル飼料を開発。稚魚から出荷まで一貫生産を行い、種
苗いけすや餌 病気の管理等 品質管理を徹底している

東町漁協高付加価値工場施設

苗いけすや餌、病気の管理等、品質管理を徹底している。

【輸出によるプラスの効果】

• 加工場がHACCP認定を受けているため、国内向け加工品についても徹底し
た衛生管理を行っており その結果 信頼を得ているた衛生管理を行っており、その結果、信頼を得ている。

アメリカ向けブリフィレ http://www.azuma.or.jp/－94－



鹿児島県 垂水市漁業協同組合 （養殖カンパチをドバイ、香港へ）

養殖カンパチのフィレを和食レストラン等の寿司ネタ、刺身商材として輸出。

安全性、鮮度保持、美味しさなど総合的に良いものとして提供。

平成１６年７月 「かごしまのさかな」ブランドとして認定。

平成２０年度 輸出量 ２４０ｋｇ平成２０年度 輸出量 ２４０ｋｇ

加工に占める輸出割合 約０．０４％

【輸出のきっかけ】

農林水産物等輸出促進事業により、ドバイ、香港を訪問し販路開
拓を図った。

【販売戦略、工夫した点等】

急速凍結機を導入し、冷凍しても刺身で食べられて、しかも美味し
いことをＰＲした

垂水市漁協魚加工場

いことをＰＲした。

【輸出によるプラスの効果等】

輸出に取り組んで初年度であり効果は少ない。しかし、これから
輸出する事で、価格維持を図りたい。

カンパチ炙りロイン

http://www.tarumizugyokyou.com/－95－



沖縄県漁業協同組合連合会等 （モズクを中国などへ）

国内生産の9割以上を占める県産モズクを中国、香港、ハワイ等へ輸出。

中国では健康食材としての認知度が向上し、量販店や業務店での取引拡大
が期待される。

輸出量 平成19年度 １７トン→ 平成20年度 ３１トン

【輸出のき かけ 販売戦略 苦労した点及び解決法】

香港量販店での店頭販売

【輸出のきっかけ、販売戦略、苦労した点及び解決法】

• 平成7年度、モズクの豊作時の対策として沖縄県漁連が香
港で小規模の販売活動を実施したことが始まり。

中国の国際博覧会等 の出展や 量販店での試食等によ香港量販店での店頭販売 • 中国の国際博覧会等への出展や、量販店での試食等によ
り認知度の向上及び販売先の確保に取り組んでいる。

• 国際情勢の変化などによって輸出量が落ち込むことがあっ
たが 継続した販促活動によって輸出が回復たが、継続した販促活動によって輸出が回復。

【輸出によるプラスの効果】

• モズクを輸出したいという県内事業所が増加している。

試食料理（モズクサラダ） 沖縄県漁業協同組合連合会
http://www.jf-net.ne.jp/ongyoren/－96－



（株）沖縄県物産公社、（有）山元商店 （沖縄産野菜、果実を香港へ）

（株）沖縄県物産公社は、平成20年から青果卸（有）
山元商店が扱う沖縄県産農産物を香港へ輸出。

日系スーパーで常設販売されているほか 沖縄料理日系ス パ で常設販売されているほか、沖縄料理
店へ提供されている。

平成20年度輸出量：６ ３トン平成20年度輸出量：６．３トン
主な品目：ゴーヤー、きゅうり、なす、トマト、島らっきょう、

パインアップル、パッションフルーツ 等

【販売戦略、工夫した点等】
• 新たな市場における販路拡大のため、沖縄県委託事業を
活用し、平成18年度から香港における市場調査、人材育成、
プ シ ン活動を実施プロモーション活動を実施。

• 沖縄フェアの開催、試食販売、レシピ集の提供等を重ねる
ことにより、着実に取引先を開拓。

【輸出 よるプ 効果等】
香港の量販店における販売状況

沖縄県産農産物
のブランドマーク

【輸出によるプラスの効果等】
• 沖縄産品の知名度が向上した。
• 平成21年10月から香港へ直行の貨物便が
運航開始される予定であり、今後沖縄県産運航開始される予定であり、今後沖縄県産
農産物の輸出が増加する見込み。

香港の沖縄料理店の様子 （株）沖縄県物産公社 http://www.washita.co.jp－97－



（株）沖縄県物産公社、（資）瀬底養鶏場 （鶏卵をシンガポールへ）

（株）沖縄県物産公社が（資）瀬底養鶏場で生産された鶏卵
を航空輸送（沖縄→関空→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）し、現地日系量販店
への販売を行っている。
出荷３日後には現地店頭での販売が可能となるため、生食
でも安心して食べられる卵として、主に現地日本人向けに販
売売している。

平成20年度 輸出量 ５，９２３ｋｇ 輸出額 ４，２８０千円平成 年度 輸出量 ， ｇ 輸出額 ， 千円

【販売戦略、工夫した点 等】
○ 定期的なフェア等により販売ルートを確保

（株）沖縄県物産公社は シンガポ ルで定期的に沖縄フ アの開（株）沖縄県物産公社は、シンガポールで定期的に沖縄フェアの開
催等を行うことにより、販売ルートを確保。

○ 高付加価値化、ブランド化の取組
航空輸送により鮮度を保持し、生食でも安心して食べられる鶏卵と航 輸送 り鮮度を保持 、 食 も安 食 る鶏卵

して地元産との差別化を図っている。

【輸出によるプラスの効果】
○国内相場に左右されない安定的な価格での取引先を確保。

現地量販店での販売状況 （店頭販売価格 約585円/6Lパック H21年4月現在）

（株）沖縄県物産公社 http://www.washita.co.jp－98－



沖縄県 瑞泉酒造（株） （泡盛をアメリカ、香港等へ）

平成１４年にニューヨークへ輸出を開始し、現在は香港、シ
ンガポール、中国等へも出荷。

主に現地の日本食・沖縄食レストランにて提供主に現地の日本食・沖縄食レストランにて提供。

平成１４年度から２０年度の出荷量の推移 約６．８倍

【販売戦略、工夫した点等】

• 平成１４年にニューヨークの現地販売代理店を確保し、平成１４年に ュ ヨ クの現地販売代理店を確保し、
本格的に輸出を開始。

•香港向けについては、沖縄県の「海外販路拡大人材育
成事業」を活用し、現地百貨店や飲食店における試飲
販売、現地販売代理店との同行営業等を実施。

•海外進出は長期的な取組が必要であるという認識に基
づき、現地での販売促進活動を継続的に行った結果、
着実 取引先を開拓着実に取引先を開拓。

【輸出によるプラスの効果等】

• 「泡盛」の知名度が向上。

• 「泡盛」に合う食材として、沖縄産農産物の需要増が見
込まれる。

香港の飲食店、百貨店におけるプロモーションの様子
http://www.zuisen.co.jp/－99－



輸出を長期的に継続 拡大できる事業とするため 国際見本市および海外での常設店舗等に出

全国農業協同組合連合会 （日本産農産物を世界各国へ）

輸出を長期的に継続・拡大できる事業とするため、国際見本市および海外での常設店舗等に出
展し、海外の富裕層および業務用関係者を対象に、安全かつ安心な高品質の日本産農産物の計
画的な輸出に取り組んだ。

輸出実績（見通し）

米 青果物 食肉

390ﾄﾝ 7 040ﾄﾝ 120ﾄﾝ

【取組内容】
１ 催事等による売り場の確保

ドバイでの試食宣伝販売
年

在ロシア日本国大使館
プ 年

390ﾄﾝ 7,040ﾄﾝ 120ﾄﾝ

１．催事等による売り場の確保
①ロシアにおける見本市への出展
②在ロシア日本国大使館でのレセプションの開催
③香港および台湾でのフェアの開催

(2009年２月)レセプション(2008年９月)

２．｢輸出相手先｣および｢商品｣を絞り込んだ計画的な輸出
①香港におけるJAグループの｢常設売り場｣の設置
②国が海外に設定する常設店舗への輸出

３ 販売促進による販路の拡大３．販売促進による販路の拡大
①海外バイヤーの招聘の実施
②香港での日本食料理講習会の開催

【取組成果】

香港での日本料理講習会
(2008年12月)

周年での売り場の確保、効果的なＰＲ、輸出先国の消費動向および食文化の情報収集等の実
施により、海外での販売拠点づくりに取り組めた。

http://www.zennoh.or.jp/－100－



全国果実輸出振興対策協議会 （日本産果実を 世界各国へ）

国産果実を戦略的かつ継続的・安定的に輸出拡大するため、補助金を活用し、見本市などへの
参加を通して、日本産果実の高品質性をＰＲするとともに、輸出先国のバイヤーを日本に招き、日
本の気候風土や果樹産地の様子を実際に感じてもらうなど、輸出振興に取り組んでいる。

また 輸出先国の植物検疫条件 の対応強化をめざし 全国の産地が協力して生産地検査等をまた、輸出先国の植物検疫条件への対応強化をめざし、全国の産地が協力して生産地検査等を
実施している。

主な輸出実績
りんご（台湾） ： ２３，０００トン
温州みかん（カナダ） ： ２，９００トン
なし（香港、台湾） ： １，２００トン など

（Ｈ２０年貿易統計より）

【販売戦略、工夫した点等】
• 海外での食品見本市などに参加し、日本産果実をＰＲ。

日本産果実試食会（2008年12月、香港）

海外での食品見本市などに参加し、日本産果実をＰＲ。
• 協議会統一の資材（クリアファイル、扇子、のぼりなど）を作成し、
日本産果実の統一的な販売促進活動を実施。

• 果実輸出に必要な園地調査等の会員間協力による円滑な実施。

【輸出によるプラスの効果】【輸出によるプラスの効果】
• 国内果実産地の販路拡大。
• 生産意欲の増大。

日本食品フェア（2007年12月、バンコク）
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ＪＡ全農ミートフーズ（株） （和牛（肉）をアメリカ、香港、カナダ、ＵＡＥへ）

平成２年以降、米国向けに和牛（肉）を輸出。その後、検疫の問題で米国への輸出が
停止されたが、平成17年12月の日米政府間の合意により再び輸出が可能になり、輸出
を再開。 輸出再開後、米国内の好景気や日本食ブームの影響から、和牛に対する

ケ ト ズは大きく 輸出実績が び きたが 平成 年 月以降 金融危機マーケットのニーズは大きく、輸出実績がのびてきたが、平成20年9月以降、金融危機
の影響から、高級食材に対する需要の落ち込みが見られ、数量が落ち始めている。

平成19年からは香港、カナダ、平成21年からはアラブ首長国連邦（UAE）への輸出に
も取り組み、新たなマーケットの開拓を図っている。

輸出量 ： 平成１８年 約２３.７トン 平成１９年 約９６.３トン 平成２０年 約１１４.２トン

【販売戦略、工夫した点等】
• 米国内では、和牛（黒毛和種）と現地の肉用牛（アンガス種など）を交配して、米国
内で生産した牛肉（肉質等級２～３等級程度）が「Ｋｏｂｅスタイルビーフ」として流通。
日本の和牛（肉）がそれらの牛肉との差別化を図る為、４～５等級のグレードに限定
して輸出していたが、昨年秋以降は3等級の輸出などにも取り組み、幅広い顧客層
への販売を図った。
（肉質等級：牛肉は肉質により１～５等級にランクづけられ、５等級が最上級品）

• 平成20年9月に香港での展示会（ Restaurant ＆ Bar Show ）に出展。

【輸出によるプラスの効果等】
• 一部の産地においては、自分たちの肥育した牛が高品質商品として輸出されてい
ることに喜びを感じ 生産意欲の向上につながっているることに喜びを感じ、生産意欲の向上につながっている。

• 国内消費が伸び悩むなかで、新たなマーケットの開拓が図れた。展示会での展示
（香港）

http://www.jazmf.co.jp/－102－



（社）のり協会（海苔をフランス、マカオ、上海へ）

低迷する国内消費の打開のため、日本の海苔を海
外へ普及し、輸出を促進する活動を展開。

輸出量 平成18年 約１１７百万枚
平成19年 約２１５百万枚
平成20年 約２３５百万枚

《取組のきっかけ》
日本古来から食されてきた海苔は、輸入のグローバル化及

び国内需要の低迷により海苔業界全体は厳しい状況下にあび国内需要の低迷により海苔業界全体は厳しい状況下にあ
り、一方、海外では日本食ブームが拡大しており、日本の海
苔を海外で普及することが海苔業界の発展に繋がるものとし
て取り組んだ。

上海での展示会（平成20年11月）

《実施内容と成果》
平成20年度は、日本からパリ・マカオ・上海の展示会に、生

産者団体及び流通団体の述べ11団体が出展し、現地のホテ産者団体及び流通団体の述 団体が出展し、現地のホテ
ル・レストラン等の食品・飲食関係者や一般消費者を対象に
海苔の展示・試食会・試験販売・広報及び商談会を行った。
日本以外からの出展国もあったが、３ヵ国で約25万人が訪

れるなど展示会は盛大であり 海苔についても好評を得 商れるなど展示会は盛大であり、海苔についても好評を得、商
談が成約したものや今後成約が期待される状況にある。

上海での展示会における試食品
（平成20年11月）
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日本木材輸出振興協議会 （丸太、木製品等を 中国、韓国へ）

日本の木材輸出のポテンシャルの高さを生かし、中国及び韓国への丸太、木製品、木
造住宅の輸出を、ビジネスレベルに高めるための取組。

• 北京において「中国建設部未来の家プロジェ
クト」の日本モデルハウスを活用して、都市開
発プロジェクト関係者 メディア関係者等に日

• ソウルにおいて、住宅購入希望ユーザー、建
築士等を対象に講演・講習会を開催し、日本
木造住宅が人と環境に優しいすぐれた住宅で発プロジェクト関係者、メディア関係者等に日

本の軸組木造住宅の見学会・意見交換会を
開催。

・ 中国華北、上海、広西等において、デベロッ

木造住宅が人と環境に優しいすぐれた住宅で
あることをＰＲするとともに、韓国内に建設した
事例（１０数棟）を紹介。

・ 伐採現場、製材工場、住宅建設現場等の視中国華北、上海、広西等において、デ ロッ
パー、建設業者等バイヤーを対象に商談会
等を開催し、日本産木材、木製品、木造住宅
等の輸出の促進を図った。

伐採現場、製材工場、住宅建設現場等の視
察と意見交換を行い、日本の木材加工技術、
木造建築技術等をＰＲ。

日本木造住宅（国産材使用の軸組工法）の
上棟式（中国覇州市）

プレカット製品出荷の視察（鹿児島市）

http://www.j-wood.org/－104－
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