
⑤ 輸出など海外へ展開する
取組





＜事業者の概要＞

・所在地 ：北海道旭川市
・代表者 ：代表取締役 島 秀久
・取組内容 ：農産物の生産、加工、直売所、宅配、

カフェレストラン、日本酒の輸出
・売上高 ：４億1,000万円（H26）
・雇用者数 ：正社員21名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.shop.muminmura.com/ 

仲間の力を結集して、地元から全国へ、そして海外へ！

農産物や加工品、日本酒等の総合販売プロジェクト
有限会社西神楽夢民村、株式会社北海道夢民村

○消費者と直接的な交流を求めて任意団体を設立
し、平成13年に法人化を行い、システムを構築し
て農産物の宅配を開始した。

○通販事業やリクルートの強化を図るため、平成
22年に分社化した。

【取り組むに至った経緯】

○ヨーロッパ、アジアに向けて米や日本酒
の輸出を行う。

○社員教育の充実と人材の育成を行う。

【今後の展望】

日本酒

カフェレストラン料理

カフェレストラン・直売所外観
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【取組の効果】

○売上高
３億5,000万円（H21)

→ ４億1,000万円（H26）

○雇用者数
正社員15名（H21） → 正社員21名（H26）

○日本酒輸出量の増加
900本（H24） → 4,500本（H26）○構成員個々で伸び悩む収益の確保

→構成員の農業経営を完全統合した。

○集客数を拡大させるための新たな施設整備
→補助事業を活用して農家レストランを整備した。

○日本酒（自社産酒米使用）のさらなる販路開拓
→日本食の人気が高く、安定した市場であるアメリ

カ等へ、平成24年から日本酒の輸出を開始した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

海外

（有）西神楽夢民村、（株）北海道夢民村

<生産部門>
・米
・野菜 等

<加工部門>
・日本酒
・米粉パン
・惣菜 等

<販売部門>
・直売所
・カフェレストラン
・輸出（日本酒） 等

加工用
バイヤー
（日本酒）

酒造メーカー

・道の駅（あさひかわ）
販売

商品

商品開発・
製造技術支援

製造委託 買取

料理人等

仲間の力を結集して地域ブランドの農産物や加工品、日本酒の素晴らしさを
全国、そして海外へ伝えたい！

酒造メーカーと連携した、米や日本酒
の輸出

土壌診断による適切な肥料、
必要最低限の農薬による栽培

味や栄養バランスなどプロ
（料理人）からのアドバイス

直売所では自慢の野菜を
使ったサラダの試食を実施

輸出



＜事業者の概要＞

・所在地 ： 青森県おいらせ町
・代表者 ： 代表取締役 柏崎進一
・取組内容 ： ごぼう、にんにく等野菜の生産、加工、

販売、黒にんにくの輸出
・売上高 ： 15億3,000万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員85名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.aomori96229.jp/

６次産業化により世界へ！
青森から世界へはばたく黒にんにくの輸出事業

有限会社柏崎青果

○売上高（にんにく、にんにく加工品等）
2,500万円（H23）→6億5,800万円（H26）

○雇用者数
64名（H23）→85名（H26）

〇黒にんにくの輸出量
60㎏（H23）→7,316㎏（H26）

○海外展開の状況
輸出先：北米アメリカ、欧州、アジア等

催事場で販売促進

○捨てられる裾物野菜の有効活用を図り、新たな価
値を生み出すため、農産加工を開始した。

○日本一の産地である青森産にんにくの取扱量が
増える中、市場価格に左右されない加工事業と健
康への意識が高い海外向けの輸出に着目した。

【取り組むに至った経緯】

○黒ごぼうの開発で判明した高い抗酸化活性を生
かす商品開発

→利用しやすい加工用食品素材向けに大学と共同
研究を実施して商品開発を行った。

○加工施設の不足
→施設整備補助事業等を活用して設備を導入した。

○販路の開拓、ＰＲ方法等の販売戦略の構築
→既存販路を活用したＰＲ活動や高級スーパー、大

手商社へ商品提案を実施した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○研究機関と連携して黒ごぼうの機能性成
分の分析を進め、機能性を生かした新商
品の開発を行う。

○にんにくの作付面積を増やして、事業を
拡大することで地域の活性化を目指す。

【今後の展望】

【取組の効果】

黒にんにく

（有）柏崎青果

<生産部門>
・にんにく
・ごぼう
・ながいも

<加工部門>
・黒にんにく
・黒ごぼう

等

<販売部門>
・直売所
・インターネット加工用

研究機関

・生協
・道の駅

等

販売

商品

輸出

・アメリカ
・欧州

等

海外での地道な商品ＰＲ・販売により海外販路を開拓したい！

成分分析支援
ジェトロ展示会への出展
や代表者自らが海外にて
商品の機能性等について
ＰＲ

資源循環リサイクルで生産
する堆肥の活用

適切な温度管理による
高糖度の商品製造

国内催事や海外食品
見本市への積極参加
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生産から製造・加工・販売までの一貫システムで
「鶏、まるごとプロデュース」

株式会社アマタケ

（株）アマタケ

<生産部門>
・種鶏農場・・・南部どり
の祖父母・親鶏の飼育
・孵卵農場・・・雛の孵化
・飼育農場・・・南部どり
（コマーシャル鶏）の飼育

<製造部門>
・大船渡工場・・・
南部どりの処理・加
工（正肉・加工品）

<営業部門>
東京、大阪、名古
屋、盛岡、仙台

販売

<管理部門> ・一般消費者
等

インター
ネット
販売

<商品開発部門>

商品開発

安全・安心・美味しさを追求した完
全無薬飼料飼育

消費者の購入傾向を
踏まえた商品開発

新商品導入による既存取引先
に対する売上確保とともに
通信販売による直販の強化

どこよりも美味しくて安心安全な鶏を生産し、お客様に食べて喜んで頂く。

種鶏開発から店頭販売までのトータル・インテグレーションシステムにより
相場に左右されない安定経営

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 岩手県大船渡市
・代表者 ： 代表取締役社長 甘竹秀企
・取組内容 ： 「南部どり」「岩手がも」の生産、生肉・加工

品の製造・販売、南部どりたまご・南部どり
コラーゲン化粧品の販売

・売上高 ： 92億円（H26）
・雇用者数 ： 正社員371名（H26）
・URL ： http://www.amatake.co.jp./index2.html

p://ww（w.amatake.co.jp/index2.html
「

○新商品開発
→小包装パック（コンシューマーパック）商品を開発し

た。
○販路開拓
→ＥＣサイト開設により、全国に取引が拡大した。大

手コンビニ（ローソン）との取引で南部どり使用商
品を販売した。

○放射性物質による風評被害への対応
→食品放射能測定機器を導入した。

・スーパーマーケット（生協等）
・外食
・コンビニエンスストア

等

○売上高
52億円（H23）→92億円（H26）

○５年連続モンドセレクション金賞受賞
（南部どりのサラダチキン「ハーブチキ
ン」）

○南部どりのサラダチキンの輸出を開始
（H25）

【取組の効果】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○鶏肉、鶏加工品の輸出拡大を検討して
いる。

○消費者ニーズを据えた商品開発を継続
する。

【今後の展望】

○少子高齢化によるブロック肉販売減少から、少量
購入や、手軽に調理できる商品の需要に着目した。

○東日本大震災の風評被害の影響で営業に苦戦し
ていた。

【取り組むに至った経緯】

モンドセレクション金賞受賞
南部どりのサラダチキン「ハーブチキン」
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 秋田県横手市
・代表者 ： 代表理事 小川忠洋
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、ぶどうジュース

の輸出
・売上高 ： 3,040万円（H26）
・組合員数 ： 3名（H26）
・電話番号 ： 0182-32-5651

高級ジュースを海外へ！
樹上で完熟させた高品質ぶどうジュースの海外展開

農事組合法人大沢ファーム

ぶどうジュース（左）と洋なしジュース（右）

○県内有数のぶどうの産地である横手市大沢地
区で、ぶどう栽培農家の担い手確保や冬場の雇
用対策等のため、生食用ぶどうを用いた高級ジ
ュースの加工を着想した。

○旧学校給食センターを利用し加工場を整備して
ジュースを製造し、空港や百貨店等で販売する
ほか、香港や台湾などへ輸出を行った。

【取り組むに至った経緯】

○ジュース用ぶどうの品質向上と生産量の確保、
県外への委託加工による物流コスト等の負担

→樹上で完熟（糖度23度以上）させることで、高品
質なジュース用ぶどう生産の安定化を図るととも
に、旧学校給食センターを活用して自社の加工
場を整備した。

○ジュース加工技術の習得と販路の確保
→ジュース加工業者による技術指導と（社）横手市

観光協会の販売網等を活用した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○海外展開するジュースの輸出相手国、輸
出量の拡大を行う。

○ぶどうや洋なし以外の地域の農産物を活
用したジュース加工、販売を行う。

【今後の展望】

○売上高
752万円（H25）→3,040万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
２名（H23）→５名（H26）

○ジュース用ぶどうの生産量
３トン（H17）→26トン（H26）

【取組の効果】

(農)大沢ファーム

<生産部門>
・ジュース用ぶどう

(スチューベン)

<加工部門>
・ジュース加工(搾汁、濾過、加熱殺
菌、瓶詰め等)

ジュースへの加工によりぶどう栽培農家の担い手と冬場の雇用を確保したい！

樹上完熟した生食用ぶどう(糖度23度以上)
のみを収穫し、ジュースへ加工

旧学校給食センターを活用することで、
施設整備費を低減

スチューベン

・ぶどう、洋なしの生産：大沢地区及び横手市内の生産農家
・ジュース加工技術：県外のジュース加工業者
・ジュース開発、販路開拓：(社)横手市観光協会

○県内
・秋田県物産振興会、
秋田空港、道の駅等

○国内
・(株)成城石井、(株)九
州屋、秋田ふるさと館
（有楽町）、のもの、藤
崎百貨店等

○海外
・Ｃｉｔｙ ｓｕｐｅｒ（香港4店
舗、上海1店舗、台湾6
店舗）

地元観光協会と連携し、
販路を拡大
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○海外マーケットのさらなる開拓と山形県
朝日町産りんごのブランド力強化を図る。

○りんごが町の農業産出額の５割を占めて
いるため、りんご関連事業のさらなる活
性化を図り、町全体を活性化させる。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県朝日町
・代表者 ： 会長 鈴木義彦
・取組内容 ： りんごの生産、販売、輸出
・電話番号 ： 0237-67-2114

（朝日町農林振興課）

町産ブランドを海外に売り込め！
町が一丸となって海外へ売り込む特産蜜入りりんご

朝日町果樹組合連絡会議

○輸出量
14トン（H16）→39トン（H26）

○輸出先
台湾（H16）→台湾、タイ、香港、フィリピ
ン、マレーシア、ドバイ（H26）

○輸出品種の増加
ふじ（H16）→シナノスイート、シナノゴー
ルド、王林、ふじ（H26）

台湾にてりんごの試食ＰＲ
を行う朝日町の鈴木町長

○地元企業から町に寄付を受けた際「寄付金は朝日
町特産のりんごを世界に広める活動に使ってほし
い」という要望を受けた。

○海外の富裕層をターゲットとした贈答用りんごの
海外展開と蜜入りりんごのブランド構築による他
産地との差別化を着想した。

【取り組むに至った経緯】

○輸出に関する情報の不足
→ジェトロに相談して輸出に関する知識を得た。

○山形県朝日町産ブランドの確立
→ブランドを確立するため、高級百貨店をターゲット

とし、贈答用向けの販売を行った。
バイヤーを招いて蜜入りりんごの試食を行い、直
接、味や品質をＰＲした。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

朝日町果樹組合連絡会議

<生産>
町内生産組合

・蜜入りりんご

<選果>
・品質の均一化
・輸出用包装

<販売>
・海外バイヤー

特産品の蜜入りりんごのブランド化を図り、世界に広めたい！

果樹組合を設立し蜜
入りんごの安定供給
と他品種栽培

高級感のある輸出専
用の化粧箱・包装

バイヤーを招き、味
や品質の良さをＰＲ

＜販売先＞
○高級百貨店
・台湾
・タイ
・香港
・フィリピン
・マレーシア
・ドバイ

町長や生産者代表に
よるトップセールス

ジェトロ
ノウハウの提供

輸出

海外専用の化粧箱
（天狗マーク入り）
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 群馬県昭和村
・代表者 ： 代表取締役 澤浦彰治
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売・のほか、

こんにゃく商品の輸出
・売上高 ： ７億4,900万円（H27）
・雇用者数 ： 78名（H27）
・ＵＲＬ ： http://www.akn.jp/index.php

日本食“ＳＨＩＲＡＴＡＫＩ（しらたき）”の挑戦！
多様なこんにゃく商品の開発による事業の海外展開

グリンリーフ株式会社

○売上高
6億4,700万円（H22）→7億4,900円（H27）

○雇用者数（パート含む）
59名（H23）→78名（H27）

○農作物生産規模
ほうれん草510a（H23）→550a （H27）
こんにゃく芋470a（H22)→600a（H27）

【取組の効果】
○希少な無農薬栽培こんにゃく芋を生かすため、

自社でのこんにゃく加工を開始した。
○商社から当社のこんにゃく商品を輸出したいと

いう話があり、互いのコンセプトが共通してい
たことから、海外展開を決意した。

【取り組むに至った経緯】

○取引先のニーズに沿った商品開発
→取引先と共同で商品の企画、開発を行った。
○他の商品と差別化が図れるこんにゃく製品の

開発
→商社と連携して輸出先が希望する形状、重量等

のニーズを調査するとともに、ニーズに即した商
品を供給するため、新たに製造設備を導入した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○輸出相手国や輸出品の拡大を図る。

【今後の展望】

取引先のニーズに応じた多様なこんにゃく商品を海外に普及させたい！

（株）グリンリーフ
無農薬こんにゃくの栽培に成功

農 場
（有機こんにゃく

・野菜の生産）

ニーズを捉えた商品開発

加工場
（こんにゃく・野菜

・トマトの加工）

（株）四季菜
（有機ほうれん草

・有機小松菜の生産）

（株）サングレイス
（レタス・トマトの生産）

契約農家
（赤城自然栽培組合）
（青森、群馬、

静岡、島根）

（株）野菜くらぶ

生 協
外 食

スーパー卸、等

こんにゃく・野菜
の加工品

インターネット

海外で訴求力のある
オーガニック、ヘル
シーをＰＲ

E U

（株）モスフード
サービス

こんにゃく芋・野菜
の産地リレー

加工レタス
・トマト

しらたき
パスタ
の輸出

有機
農産物

冷凍ブロッコリー

こんにゃく製品

冷凍ほうれんそう
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○ハーブに魅せられ、農薬や除草剤を使用せずに
栽培するための研究を兼ねてハーブ園を開設
し、ハーブ加工商品を製造するため、抽出技術
等を開発してお茶や化粧品等の開発に着手し
た。

○担い手不足や耕作放棄地の拡大、地元小学校
の廃校など限界集落になりかねないとの危機
感から、新たな地域活性化の必要性を強く感じ
た。

○高品質の原料確保
→地域住民を中心に、有機栽培で機能性植物を生

産する協議会を立ち上げ、製造する商品へ活用。
○国内や海外への販路確保
→有名百貨店に直営店を出店するとともに、海外へ

も目を向け、ヨーロッパの規格で一番厳しいとい
われるコミッションE（ドイツ）に適合するハーブ生
産を開始。世界最大級のオーガニック展示会
BioFachに出展し、マーケティング調査を実施した。

○機能性に着目した新たな食品や化粧品
の開発に取り組む。

○国内や海外での販路の拡大を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：兵庫県姫路市
・代表者 ：代表取締役 福岡讓一
・取組内容 ：農産物の生産、加工、直売所
・売上高 ： １億7,000万円（H26）
・雇用者数 ： 26名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.koudera-herb.com/

いくぞ！世界へ
世界基準のハーブ生産と化粧品等の商品開発

株式会社香寺ハーブ・ガーデン

○売上高
７千万円（H13）→１億７千万円（H26）

○直営店
１店舗（H13）→３店舗（H26）

○雇用者数
５名（H13）→26名（パート含む）（H26)

○野菜抽出エキス（不凍タンパク）
→株式会社カネカに出荷開始

（５年後30億円規模)

2013年ドイツで開催されたオーガニック展示会
「BioFach」に野菜エキス化粧品を出展。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

（株）香寺ハーブ・ガーデン

<生産部門>
・ハーブ

<加工部門>

・ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ、ﾊﾟﾝ、化粧品、
石鹸等

<販売部門>

・直売所、直営店、ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ

ハーブや有機農産物を用いた６次産業化により
限界集落の危機に直面する地域を活性化したい！

自然と環境に配慮した有
機栽培によるハーブ生産

開発した抽出技術や発酵技
術を用いた多様な商品開発

有名百貨店に直営店を出店
し、知名度、信用力が向上

〈播麿機能性植物有機生産協議会〉
・カモミール、桑、クコ

有機機能性農産物の提供

地域住民や地元企業

協力
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海外への物流課題を解決！
常温流通が可能なスパークリングSAKEの開発

丸本酒造株式会社

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岡山県浅口市
・代表者 ： 代表取締役社長 丸本 仁一郎
・取組内容 ： 自ら栽培した酒米を原料とする発泡日本酒、

オーガニック商品の販売
・売上高 ： 5,600万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員23名（H26）
・ＵＲＬ ： http：//wｗw.kamomidori.co.jp/

○「日本酒の美味しさは米にあり」との考えから、原
料である米へのこだわりを追求している。

○欧米や香港における日本酒の需要を分析し、
オーガニックに着目して有機栽培米による日本酒
の開発・販売を行っている。

○さらに、海外の酒類のように、常温流通に対応し
た発泡日本酒を開発して海外への販路を拡大し
たいと着想した。

○酒造会社の農業参入に伴う、農地の確保
→町外の農地を確保して栽培し、酒米栽培振興特

区の認定により生産を拡大した。

○発泡日本酒を瓶に充填する際のガスの処理

→県内の地ビールメーカーのアドバイスを基に、技
術者の創意を結集して、発泡日本酒の充填技術
を確立した。

○売上高
０万円（H22）→5,600万円（H26）

○雇用者数
12名（H22）→23名（H26）

○主な原材料生産面積（主食用米）
１ha（H22）→16ha（H26）

○海外展開の状況
輸出先：北米、香港等
日本酒の輸出：０％(H22)→約15％(H26)

（酒全体の売上げに占める輸出の割合）

○スパークリング商品のブームを追い風
として販路を拡大する。

○発泡日本酒、オーガニック商品など需
要のターゲットを絞った販売を展開する。

丸本酒造の酒蔵
（国の登録有形文化財指定）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

常温保管できる
発泡日本酒

<生産部門>

・酒米

<醸造部門>
・発泡日本酒
・オーガニック

日本酒 等

<販売部門>

・インターネット

酒米
販売

酒米栽培
農家

・酒店
・スーパー
・輸出

等

販売

商品

鴨方町酒米栽培
振興特区の認定
により生産を拡大

常温流通が可能な発泡日本酒で海外へ販路を拡大したい！

地ビールメーカー
のアドバイスと技
術者の創意工夫

常温での流通によ
り、コストの低減と
販路を拡大
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○今まで有効活用されていなかった肉用鶏の親鳥で
ある種鶏は、ブロイラーと比べて飼養期間が長い
ため、歯ごたえとコクのあるしっかりとした味の肉
質であり、九州で好まれる香りの強い焼酎に合う
ことに着目し、炭火焼きやモモ焼き等のレトルト食
品の加工を開始した。

○常温管理が可能であるレトルト食品の強みを生か
し、ベトナムや香港などアジア市場に向けて輸出
を開始するとともに、ハラル認証を取得してハラル
フードとして海外展開に向けた準備を行った。

○ハラルフードや宗教観、習慣に関する情報不足
→国内外の海外事情に詳しい取引先から様々な情

報を収集した。
○ハラル処理するムスリムの雇用
→実習生制度を活用してムスリムを雇用した。
○ハラル生産対応による生産性の低下
→豚肉やアルコール等のハラルに違反する原材料

を別工場へ移してハラル用生産に対応した。

○ハラルフードの海外展開と国内販売の
拡大に取り組む。

○レトルト加工品のラインナップを拡充さ
せる。

○高齢化に対応する食品を開発する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県南九州市知覧町郡3669
・代表者 ： 徳満 義弘
・取組内容 ： 黒さつま鶏の生産・加工･販売、ハラルフードの

加工・販売・輸出
・売上高 ： 28億4,000万円（H26）
・雇用者数 ： 199名（非常勤雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://ajinatori.com/

http://ajinatori-halal.jp/（ハラル専用）
http://shop.ajinatori-halal.jp/（オンラインショップ）

○ハラルフードへの関心が全国的に上昇
しており、商品が国際線機内食に採用。

○レトルト加工品については、鹿児島県の
特産品コンクールにて県知事賞を受賞。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

種鶏（しゅけい）の美味しさを世界に発信！
Made in Japanの高品質ハラルフードの加工、販売、輸出

株式会社エヌチキン

ハラルフード

<販売先>
○スーパー
○百貨店
○空港、駅
○海外

・ベトナム
・香港 等

（株）エヌチキン

＜加工＞
・チルド総菜
・レトルト加工品

等

<原料提供>
・採卵鶏農家
・ブロイラー農家

「種鶏」 ＜販売＞
・直営店
・卸売
・輸出

常温管理可能なレトルト
加工品の製造

300～400アイテムと多様
な販売アイテム

産地以外では認知度の低い種鶏を有効に活用し、
全国、世界へ広めたい！

社長自ら海外展開のため
営業活動

製造するハラルフード レトルト食品の殺菌施設


