
【取り組む際に生じた課題】
• 香港における会津地域自体の認知度が低い。
• 香港のバイヤーに、会津地域で生産される農産物等の情報が少ない。

【対応の結果】
• 米はもとより、会津の歴史が育んだ醸造文化などを理解いただき、酒をはじ

めとした農産加工品なども大変好評をいただいた。
• 香港の方々に会津地域を広く知っていただくことができた。

米の量り売り

会津地域のPR

 会津若松市とイオン（株）との地域貢献協定により、香港での会津フェスタを開催。

 香港のバイヤーに、会津産品を理解いただくために、会津地域に招へいし、商談会
を開催。

 香港のイオンで、会津産コシヒカリや会津清酒などを販売した。

味噌、菓子類等の加工品、酒、米

【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】

【今後の課題・展望】
• 一時的なフェアで終わるのではなく、常時販売を行っていただけるよう、継続

したイベントを開催し、会津産品のファンを増やしていく。
• 香港をきっかけとして、ASEAN地域での販路拡大を目指していく。

【生じた課題への対応】
• 会場において、会津地域の紹介を行い、歴史や文化への理解を促した。

• 香港のバイヤーを会津に招へいし、各種商品を実際に見て・触れて・食して
もらい、理解を深めていただいた。

【連絡先】 担当者名：会津若松市観光商工部商工課 鈴木、ＴＥＬ：0242-39-1252 

（平成28年度より輸出開始） 【効果があった取組】
・米については、量り売
りを行うことで、少量か
ら購入することが可能と
なり、お客様から大変好
評だった。

アンケートの実施

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 約167万円 ―
２月

（実施月）

加工食品

福島県 桜咲く会津プロジェクト実行委員会
『会津産品（味噌、酒など）を香港へ』



【取り組む際に生じた課題】
• 遅雪により収穫量の減少。
• 生産農家の高齢化による管理圃場の減少と出荷数量の減。
• 輸出国の検疫制度への対応。

【対応の結果】
• 出荷農家の生産意欲の維持と品質管理の徹底。
• 国内向け販売価格の下落抑制。
• 生産農家の生産意欲の向上。
• 輸出国の経済・生活習慣等の知識習得と今後の輸出拡大対象国の設定。

 会津みしらず柿をタイ・マレーシアへ輸出し、現地で販売。
 会津美里、会津坂下の両町とJA会津よつばでつくる「会津みしらず柿販路拡大促進

協議会」は、原発事故後に中断していた海外輸出を６年ぶりに再開。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 158 3.7 11月

柿

【主な品目】

タイ・マレーシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 未管理圃場・未収穫圃場を解消するための支援体制の確立。
• 生産農家の品質維持及び産地継承のため地域団体商標登録の取得。
• 産品の価値確保のためＧＩ認証の取得。

【生じた課題への対応】
• 出荷農家の協力によりＪＡ出荷量の増により数量確保。
• 出荷農家への説明と協力要請。
• 輸出国の検疫制度の知識習得と指導支援の要請。

【連絡先】 担当者名：会津みしらず柿販路拡大促進協議会 佐藤 銀四郎 ＴＥＬ：0242-83-5711 

（平成28年度より輸出開始）

福島県 会津みしらず柿販路拡大促進協議会
『会津みしらず柿をタイ・マレーシアへ』

青果物

【効果があった取組】
・現地邦人会の協力を得て、
ＳＮＳを活用した会員向け
の情報拡散をお願いした。

マレーシア

「ビレッジグロッサー」で
の販売状況

タイ「エムクォーティエ」で
の販売状況



【取り組む際に生じた課題】
• 輸出に関する情報及び必要な検疫行程などの知識不足。
• 新鮮さ・鮮度を確保しての運送方法。
• 現地での正確な情勢把握及び販売先との商談の実施。

【対応の結果】
• 国内向け販売価格の下落を抑止し、販売の安定化に寄与。
• 輸出品の知名度やブランドとしての価値向上や国内での評価向上。
• 現地で価格を抑えた店頭販売が出来た事による取扱数量の拡大。

 安全性とおいしさを広くアピール。
 農産物の鮮度を保つ空気調整（ＣＡ）コンテナを平成28年度からタイ向けに本格採用。
 タイ・バンコクの百貨店等数十店舗で販売、消費宣伝を実施。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 1,702 28

７～９月平成27年度 701 10

平成26年度 358 5

福島県 福島県、ＪＡ全農福島、ＪＡふくしま未来
『美味しい福島のモモを東南アジア諸国へ』

モモ

【主な品目】

タイ、マレーシア、シンガポール等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 検疫への対応など国内出荷体制の確立。

• 産地の旬に合わせた出荷計画の作成による輸出量の拡大（平成29年
度の輸出量を約70トンに設定）。

• 品質低下割合の更なる低減を目指し、平成29年度からマレーシア向け
にも空気調整（CA）コンテナを本格採用。

【生じた課題への対応】
• 輸出国に直接出向き、現地業者から情報収集。検疫などへの対応。

• 青果市場を利用したことによる売買契約、代金決裁、物流のスムーズ
な対応。

• 空気調整（ＣＡ）コンテナの採用により鮮度を確保。
• 現地法人など販売先との交渉による販路拡大。

【連絡先】 担当者名：ＪＡ全農福島 園芸部 園芸課 三浦恒、ＴＥＬ：024-554-3293 
【活用した支援・施策】 平成28年度福島県輸出回復緊急対策事業

青果物

（平成24年度より輸出再開）

タイへのモモ輸出第一便の

出発式の様子（H29.8）

タイ・バンコクの百貨店での
販売の様子（H28.8）

【効果があった取組】
・試食宣伝（日本産桃を知らな
い消費者が多い）。

・一般消費者まで購入出来る
価格に設定。



【取り組む際に生じた課題】
• 当時は食文化の近いアジア中心に取り組んでいたが、震災を機に輸入規制の影響を

受ける。

【ウェブサイト】 http://www.e-horaiya.com 

【対応の結果】
• 国内外での商品の知名度の向上に併せ、社員の意欲も向上。

• 平成27年度は、例年注文があった大口の取引がなく輸出額が減少。

米国での販売風景

コーシャマーク付き
「冷やしあま酒」

 100年伝承の糀製法を使った味噌、あま酒等を平成17年からアジア向けに輸出。
 平成23年１月に参加した米国の展示会の反響を踏まえ、平成24年から同国への輸出を開始。
 平成28年５月に「コーシャ」認証を取得し、新たな販路開拓を目指す。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 約29 －

通年平成27年度 約24 －

平成26年度 約426 －

糀製品（あま酒、味噌等）

【主な品目】

米国、香港等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 米国での確固たる販路の構築と輸出量の増大に向けた取組を継続。

• 平成28年５月、ユダヤ教の戒律に基づく食規定「コーシャ」の取得により、新たな販路
開拓を目指す。

• 米国・イスラエル向けの輸出販路開拓を本格的に目指すべく、英語能力がある人材
（ニューヨーク州出身者 新卒）が平成29年6月に入社。

• 平成29年10月に幕張メッセで開催される輸出展示会に出展。

【生じた課題への対応】
• 以前より関心のあったアメリカの展示会に思い切って参加し好評を博した。

• 展示会出展後は、実際に輸出した小売業者の店頭で試飲販売を行い、ファンを獲得
する取り組みも実施。

• 現地では、地元の料理教室で糀の使い方を教えるなど、裾野を広げる活動も積極に
展開。

【連絡先】 担当者名：柳沼 広呂人 ＴＥＬ：024-943-2380

【活用した支援・施策】 EQUIPOTEL2012(サンパウロ・ブラジル),Winter Fancy Food  Show 2013
(サンフランシスコ・米国),IFE2013(ロンドン・米国)等への出展

（平成17年度より輸出開始）

福島県 （株）宝来屋本店
『糀製品（あま酒、味噌等）を米国、香港等へ』

加工食品



【取り組む際に生じた課題】
• 直接交渉を行う上で、英語などの外国語での対応。

• 商社や代行業者を通さず直接輸出するため、輸出先国には友人や知人がいると
いうことが前提。

【ウェブサイト】 http://www.sasamasamune.com/

【対応の結果】
• 何度も現地を訪れ、信頼関係を築いた。
• 商業ベースではなく、友人関係を大切にすることで直接取引につながった。
• 貿易商社を通さず直接取引を行うことで、流通コストを削減できる。

香港の販売店舗

名入れ純米吟醸

 平成27年より、海外で日本酒のPRを行い、香港、ベトナム、シンガポール等に輸出。
 貿易商社や代行業者を通さず、直接取引にこだわり販路を開拓。

輸出額(万円) 輸出量(L) 出荷時期

平成28年度 755 2,160
通年

平成27年度 50 180

日本酒

【主な品目】

香港、ベトナム、シンガポール等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 構築したネットワークの活用。
• フィリピン、マレーシア、タイ、ＥＵへの輸出を展開。
• 今後、日本酒とともに福島県産の米や果物の輸出による相乗効果を期待。

【生じた課題への対応】
• 取引先は、海外在住の友人・知人からの紹介や友好団体から情報を収集。
• 契約交渉には、海外在住の友人にも同席してもらう。

【連絡先】 担当者名： 会長 岩田恒典 、ＴＥＬ： 0241-24-2211

【活用した支援・施策】 福島県輸出回復緊急対策補助金

（平成27年度より輸出開始）

福島県 笹正宗酒造（株）
『日本酒を香港、ベトナム等へ』

アルコール飲料

【効果があった取組】
・何度も海外を訪れているうち
に、関係団体との交流やネット
ワークが構築され販路開拓に
つながっている。



【取り組む際に生じた課題】
• 海外市場の可能性は見えていたもののどのようなルートを選定して進めていくこ

とが同社にとってよいかという客観的な視点が欠けていると感じていた。
• 展示会等にチャレンジする際の商談にかかるフォローに不安があった。

【ウェブサイト】 http://yamabishi-f.co.jp/

【対応の結果】
• 輸出における知見ある専門家から海外の小売店・バイヤー事業、展示会出展準

備について、商談のポイントなど情報提供を受けることでスムーズに進んだ。

「ITSUMO（いつも）」ロゴ

調理例（ネギトロ丼）

 東日本大震災による津波で工場が流されたため、新しく工場を再建、その後対米国HACCPを取得、
さらに将来を見越してEU HACCPも取得し準備を進めている。

 一方、原発事故により地元産の水産品は扱えない状況に陥ったため、取り扱いをマグロに特化し発
色剤であるCO無添加の「旨身まぐろ®」を開発。健康的な和食商材で世界に打って出ていく。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ)

平成29年度 6,000 20t

平成28年度 2,500 10t

平成27年度 250 1t

旨身まぐろ®（刺身用熟成まぐろ）

【主な品目】

カナダ・米国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の課題・展望】
• 日本の食文化である和食・すしと共にマグロ商材を広く海外に提供していきたい

とする社長の思いとともに輸出量拡大に向けて進めていく考え。
• 北米販路の確立をステップに欧州開拓も視野に取り組んでいく予定。

【生じた課題への対応】
• ジェトロ輸出有望案件支援事業のスポットではない継続支援に魅力を感じ、事業

申請し、採択を受け、専門家によるハンズオン支援が始まった。

• そして、海外展示会出展に際しては専門家が事前の準備にかかる打合せから参
加し、当日の商談にも立ち合うなど一貫したフォローを受けた。

【連絡先】 担当者名：総務部 坂本修朗、ＴＥＬ：0246-52-1717 

【活用した支援・施策】 ジェトロ輸出有望案件支援サービス 等

（平成27年度より輸出開始）

福島県 山菱水産（株）
『旨身まぐろ®をカナダ・米国へ』

水産物

【効果があった取組】
カナダの輸入代理店と「ITSUMO
（いつも）」ブランドを立ち上げ、海
外向け商品を浸透させるための
取組みを開始。カナダ大手小売
店での販売を皮切りに、消費者に
浸透され始めている。

【輸出実績】

調理例（マグロステーキ）



【取り組む際に生じた課題】
• パッケージの英語表記化は進めていたが、どこにどう売っていいか分からず外国人

観光客への販売は店頭を訪れた方など限定的であった。

• 展示会に出て海外からの問い合わせ等あっても、どんな相手か不明のため対応に
苦慮したこともあり、その後の展示会への出展を控えていた。

【ウェブサイト】 http://aizuseimen.co.jp/  

レンジ対応そば（英語表記）

レシピ案

 地元会津は観光地として外国人観光客も徐々に増えているため、将来的な輸出も視野にまずはイ
ンバウンド対応を見込み英語表記のパッケージを作成していた。

 市場性が分からなかったため、輸出商社に足を運び商品を紹介。初回で成約という結果になった
ため、これを契機に輸出に向けた取り組みを少しずつ進めていきたいと考え始めている。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 30 0.3 6～3月

そば（レンジ対応乾麺）

【主な品目】

イギリス

【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】
• ジェトロ輸出有望案件支援事業の専門家による目利きから海外有望商品であると判

断され、まず、当該商品の仕様・価格帯などからいくつかのダーゲット国を選定した。

• 輸出有望かを見極めるため、当該国に販路を持つ首都圏の複数の輸出商社に専門
家と共に訪問した。

【連絡先】 担当者名：代表 佐藤 重国、ＴＥＬ：0242-32-1646 

【活用した支援・施策】 ジェトロ貿易相談 等

（平成28年度より輸出開始）

福島県 会津製麺工業（有）
『そば（レンジ対応乾麺）をイギリスへ』

加工食品

【効果があった取組】
そばの食べ方の提案として、
レンジ対応容器一つで調理
から食卓までという簡便性を
持たせたことは有効といえる。

【対応の結果】
• 専門家によるターゲット国選定がうまくいき、初回としては珍しくイギリスへの輸出が

スムーズに確定。現地の小売店ではネット販売という結果に結び付いた。

• これは偶然ではなく、英語パッケージ作成において、ローカルの意見も取り入れなが
ら色味、表現、食べ方提案など改良してきた取り組みが功を奏したといえる。

【今後の課題・展望】
• 社内体制から輸出に向けられる人的パワー、予算も限られるため、まずは国内商談

会などを活用して徐々に進めていきたい考え。

• 一時は、海外バイヤーからの問い合わせに対応しきれず展示会出展を躊躇していた
こともあったが、自社にあったスタンスで進めていきたい考えである。

本社


