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⽣産/加⼯ 流通 販売

2002年の⼯場新設を機に、
OEM・PB商品から⾃社ブラ
ンド商品の⽣産に⽅針転換。
常温・冷蔵・冷凍に対応した
商品展開、物流網の構築に取
組み、消費者のニーズに合う
商品を届けることに成功

中国ではハイエンド⼩売店で
の実演販売を⾏い、商品価値
を⾼めるブランディングを実
施。⽶国では茶や柿の種との
コラボ販売や、包装資材を⽤
いて英語で和菓⼦説明を⾏う
取組みで輸出を拡⼤

和菓⼦
・どらやき
・饅頭 等

北⽶
中国
EU
韓国
東南アジア 等

 1958年創業、世界⼀の⽣産量を誇るど
ら焼きを中⼼に饅頭系の菓⼦を輸出

 季節⾏事に依存する和菓⼦の⽣産量を
年間を通して⼀定にするため、⼯場の
閑散期を活⽤して輸出を開始

 原材料輸⼊先の為替リスク軽減も兼ね
て⽇本産品へのニーズの⾼い台湾向け
輸出に取組む

 現在では中国・欧州・韓国・東南アジ
ア・豪州等20か国以上に販路を拡⼤

→ アジア系・現地系⼩売店やECサ
イト、⽇本⾷レストラン等、多
様な販売チャネルへ展開

 国内市場が縮⼩する中、地⽅菓⼦メー
カーとして先駆けて輸出に取組むこと
で⽣産量の拡⼤を実現

丸京製菓
⽇
系
商
社

神⼾港
⽶国

現
地
商
社

 うま味増幅・菌抑制を可能とする”氷温技術”を
導⼊し、不要な添加物を軽減することで賞味期
限を6カ⽉に延⻑。他社との差別化を実現

 安⼼安全の取組みにも注⼒し”FSSC22000”、”⿃
取県HACCP適合施設認定”を取得。ISO規格・
HACCPを取り⼊れた独⾃の品質管理システ
ム”MQS(丸京クオリティーシステム)”を確⽴

 “⽇本式”のどら焼きにこだわり、⽇本の⾷⽂化
の受⼊れには実⾷が不可⽋との考えから、中国
では実⾷販売のプロモーションを継続して実施

 取引先・輸出⽀援団体との密な連携や、GFPイ
ベントを活⽤してネットワークを構築・拡⼤す
ることで輸出拡⼤を達成。今後は同業他社との
共同プロモーションによる輸出拡⼤も⽬指す

 各国の添加物規制(着⾊料・⾹料・膨張剤・乳
化剤)に対応するため添加物メーカーと連携し
た商品開発を実施。今後は全世界の添加物規制
に対応した”世界最強のどら焼き”開発を推進

中国

⾹港

EU

輸出は⻑期の取引実績があり、
信頼できる輸出商社経由で実
施。⽇本の貿易商社経由で、
現地商社が輸⼊を⾏う。コン
テナ内での荷積み⽅法の改良
など物流品質の向上にも注⼒

⼤阪港

2022年 選定

“世界⼀の⽣産量”を誇るどら焼きを海外20カ国以上に輸出

GFP優良事例
丸京製菓株式会社 (⿃取県)
業種：菓⼦メーカー ⽣産規模：91億円

5.3億円 6億円

紙徳 秋⼦ 様

GFPイベントへの参画を通して和菓⼦は付加価値のある嗜好品であり、輸
出の可能性が⾼いことをお伝えしてきました。輸出拡⼤に向けて取組むべ
き事項は多いですが、信頼できるパートナーと組むことで経営上のメリッ
トを得ることが可能です。今後も和菓⼦という⽇本古来の⾷⽂化の定着に
向け、オールジャパンでの取組みを加速したいと考えています！

GFP参画前(2019年) GFP参画後(2021年)

⽶国の⼤⼿⼩売で求められる
品質・数量の確保や⼀般消費
者向けに魅⼒の訴求が必要

和菓⼦輸出のメインターゲッ
トとなる⽶国市場の知⾒・
ノウハウを底上げしたい

農林⽔産省の補助事業を活⽤
して⼯場を新設し、⽶国⼤⼿
⼩売向けに包装資材を改良、
英語の和菓⼦説明を⼊れる取
組みで消費者に和菓⼦をPR

現地での試⾷販売の様⼦(左)
海外向けパッケージの商品(右)

加⼯⾷品輸出セミナーでの
登壇の様⼦

⽶国ロサンゼルスにおける
テストマーケティングの様⼦

ネットワークを拡⼤すること
による情報収集や新規ビジネ

スに繋げることが必要

GFP加⼯⾷品輸出セミナーや
加⼯⾷品部会菓⼦分科会にて、
添加物対応など和菓⼦の輸出
経験を共有、関係者との連携
を深めネットワークを拡⼤

⽶国向け和菓⼦・スイーツ輸
出実証事業に参加し、⽶国輸
出を志す事業者にこれまでの
経験・情報を共有。事業成功
と⽶国市場の実態把握に貢献

補助事業を活⽤した
プロモーション

GFP加⼯⾷品輸出
セミナー登壇

⽶国向け菓⼦
輸出実証事業への参画

農⽔省補助事業を
活⽤した輸出体制整備

積極的な情報発信に
よるネットワーク拡⼤

実証参画による
⽶国市場の知⾒を深化



⽣産/加⼯ 流通 販売

GFP優良事例
株式会社阪東⾷品 (徳島県)
業種：⽣産・加⼯製造業 ⽣産規模：6,100万円

 海外のオーガニック⾷品ニーズの⾼
まりと、ゆずの知名度向上を受け、
2012年に輸出を開始

 前職で輸⼊⾃動⾞の販売をした経験
を基に、海外市場への強い関⼼を持
ち、国内産品の輸出に挑戦

 オーガニックで100%果汁の商品を中
⼼都市向けに「⾃然派・本物志向
の」商品として、海外の既存商品と
差別化を図り、輸出機会を捉える

 2019年時点で3千万円超の輸出を達
成。うち多くがEU向けの輸出

 2019年、GFP超会議等の交流イベン
トに参加し、GFP事業者と共同で輸
出向け新商品の開発を検討中

 EU・中国市場でパートナー企業を獲得し、現
地のレストラン・ケーキ屋等に販売

 輸出先拡⼤に向け、有機JAS、ハラル認証等を
取得。⽇本⾷店のみならず、現地料理の味付け
にも幅広く使⽤

 オーガニック果汁を中⼼として、欧州・中国等
の多数の現地レストラン・菓⼦店に輸出

 EU・中国市場の更なる輸出拡⼤を狙いつつ、
⽶国・アジア・豪州等、販売先地域を拡⼤する
にあたり、新規に販売パートナーとなっていた
だける企業を模索中

コロナ流⾏後も10件超の新規商談を継続

 「ゆず」をコンセプトのベースに使いながら、
独特の⾵味のある果汁商品やクラフトコーラを
開発。輸出に向けて販路を開拓中

円建て取引し、為替リスク回
避が可能な商社向けには直接
輸出。現地パートナーと同⾏
営業し、エンドユーザーに品
質保持の必要性を訴え、国内
から実需業者に渡るまで冷蔵
輸送網を確⽴

慣⾏栽培農家に加え、オーガ
ニック農家からも購買。実⽣
ゆずについてはJAから、農
家・産地を特定したもののみ
を購買し、商品に加⼯。商品
容器も各国で使⽤可能なもの
を選定・使⽤

現地パートナー企業と現地実
需業者に訪れ、直接ニーズ把
握、⽣産過程の特徴・商品の
使い⽅の幅広さをアピール。
現地料理・カクテル等の材料
に使⽤され今後は⼩売商品も
輸出強化予定

有機ポン酢
ゆず果汁
すだち果汁等

EU
中国
⽶国 等
20か国

現地メニューに合った使い⽅の提案で輸出を伸ばす

ホテル・レストラン

現地菓⼦店

ワイン醸造所⽣産農家・JA

同業加⼯業者 輸
⼊
商
社

阪
東
⾷
品

輸
出
商
社

輸
出
⼿
続

3,400万円 9,840万円

輸出機会創出に向けたパートナー・資⾦獲得に活⽤

GFP超会議への登壇・
交流会参加

現地のニーズに沿った
商品・販売⽅法の提案を

していきたい

コロナ状況下でも輸出への
チャレンジを続ける為の

投資資⾦が必要

海外の新販路開拓に向け、知
⾒が無い市場の特徴や
トレンドを知りたい

⾃社が有している販路・現地
パートナーとの相性がよい商
品・事業者をイベント交流会
で⾒出し、共同でEUのバイ
ヤーへの提案・輸出を実⾏

GFP紹介の補助⾦を活⽤し、
輸出向け新商品開発、テスト
販売、成分検査・英語版の残
留農薬証明書の発⾏等、新規
販路開拓に必要な経費を補填

GFPメールマガジン等で配信
される海外消費者トレンド・
輸出成功事例・補助⾦の案内
等を随時収集し、⾃社販路開
拓・商品開発のヒントに活⽤

親和性が⾼い事業者と
の協働機会を獲得

輸出⽤の新商品開発・
テスト輸出を実現

海外市場の動向に
関する情報収集

GFPセミナー等の情報を収集補助⾦にて開発した新商品イベント後の交流会の様⼦

阪東⾼英 様

コロナ流⾏下で萌芽している現地のニーズ・動向の情報を常にウォッ
チし、⾃⾝が訪れていない地域の情報については特に、市場動向を⾒
据えた輸出体制を確⽴していきたいと思っています。今後もGFPのメ
ンバーとの関係構築を通じた新規の輸出機会等を模索しながら、輸出
拡⼤に取り組みたいと思います。

GFPメールマガジン GFPオンライン
セミナー

+6,440万
(289%)

GFP参画前(2019年) GFP参画後(2021年)
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GFP優良事例
イヨスイ株式会社 (愛媛県)
業種：加⼯製造業 ⽣産規模：130億728万円

 1995年に活⿂輸出を開始して以降、
2010年に⽔産⾷品加⼯施設HACCP
認定を取得し、北⽶・アジア向けに
加⼯⾷品の輸出を開始

 2015年には酒類販売業許可を取得
し、酒類の輸出も開始

 幅広い国・地域に輸出可能な体制整
備を⽬指し、冷凍フィレ・ロイン等
の加⼯・製造を⾏う⾃社⼯場におい
て、各種認証取得（FSSC22000、
ISO22000、EU HACCP、CHINA
HACCP、FDA HACCP、MSC/ASC
CoC認証）を取得済。現在BRC認証
を申請中

 今後はインド・アフリカ等の新興市
場も視野に⼊れて輸出拡⼤を⽬指す。
業務⽤は⽇本⾷レストランに加え、
多国籍レストラン向け輸出を検討

 ⾃社の活⿂運搬の経験と実績で、多種多様な
⿂・⽔産加⼯品を取扱可能。輸出に適した新⿂
種の開発から養殖・加⼯・輸送・販売に⾄るま
で⼀気通貫で取組。平成30年度輸出に取り組
む優良事業者表彰農林⽔産⼤⾂賞を受賞

 ⽇本⾷市場の拡⼤を機会と捉え、東アジアには
活⿂中⼼、北⽶・東南アジア・EUには冷凍鮮
⿂を中⼼に輸出。現地レストランやホテルから
⾼品質・⾼鮮度で⾼評価を得る。

 国際基準を満たした加⼯場の整備により、活⿂
に限らず鮮⿂・⽔産加⼯品を世界中に輸出可能
な体制を構築。⾃社通関で活⿂船・活⿂⾞・
リーファーコンテナ(0度、-25度)・⾶⾏機(当
⽇⽔揚げ鮮⿂)を活⽤し、産地から直接輸出可
能な⼀気通貫の物流網で、⾼鮮度な⽔産品をス
ピーディーに輸出

 現地系の⼩売向けの新規販路開拓を輸出商社等
と提携して⾏う機会を模索

⾃社⽣け簀で畜養しておき、
輸出時間に合わせて締めて
パッキングすることで⾼鮮度
による差別化を実現。活⿂・
鮮⿂・冷凍の多様な販売網の
構築により、海外まで⼀気通
貫の物流網を構築

国内市場が縮⼩していく中、
漁業者を守るために種苗・飼
料・品種開発のサポート。契
約漁業者360⼾と連携するこ
とで、輸出向け仕様の⽔産物
を養殖(ターゲット国に合っ
た脂の乗り⽅や鮮度)

新規輸出国の取引は前売⾦を
前提とし、⽇本産が⾼品質な
理由を説明しながら現地営業
を促進。現地視察や⿂⾷⽂化
の普及に向けたイベント、価
格競争に巻き込まれないルー
ル作りを徹底

タマクエ
(⾃社開発)
ハマチ
マダイ
シマアジ
マグロ

アジア( 中国・
韓国・台湾等)
⽶国
EU 等
20か国

⻑年の⽔産輸出・活⿂運搬知⾒を基に超⾼鮮度商品を開発

受
注
・
仕
⼊

ホテル

⽇本⾷
レストラン

多国籍
レストラン

漁業者
360⼾

全国

輸
出
⼿
続

冷凍加⼯

締め梱包

コンテナ便
(冷凍)

⾶⾏機
(鮮⿂)

活⿂船・
活⿂⾞ (活⿂)

活⿂⾞

種苗

飼料

品種
開発

輸
⼊
商
社

+7億
(120%)35億円 42億円

輸出ビジネスのアイデア相談・輸出物流の意⾒交換

GFPオンライン
セミナー&マッチング GFPデジタルカタログ GFPコールドチェーン

勉強会

新規市場開拓に向けて新たな
パートナーを探しながら、海

外市場情報を収集したい

海外産⽔産物との差別化ポイ
ントを検討・オンラインを活

⽤し効率的にPRしたい

取引国が拡⼤する中、各国の
コールドチェーン

整備状況を把握したい

中国・⾹港向け販路を持つ商
社と事前マッチングの上、オ
ンライン商談を実施。コロナ
禍においても、輸出ビジネス
拡⼤に積極的に取り組む

⾃社商品のPRを強化するた
め、GFPカタログに参画。商
品の差別化ポイントの⾒直し
だけでなく、GFPサイト掲載
を通じて幅広く情報発信

⽇本産⽔産物の輸出促進・⾃
社輸出の拡⼤に向けて、⾃社
輸出ノウハウの共有のほか、
同業者や商社間で輸出物流に
関して意⾒交換を実施

オンラインを活⽤して
効率的にマッチング

事務局と⼆⼈三脚で
差別化ポイントを検討

他事業者と輸出物流
に関する意⾒交換

GFPコールドチェーン勉強会
実施⾵景

GFPデジタルカタログ
(イヨスイ)

GFPオンラインマッチング
from Sendaiでの商品紹介資料

荻原寿夫 様

GFPコールドチェーン勉強会では、輸出業務内の課題と対応策に加え
て、多様な輸出体制への取り組みや輸出⼿続きの効率化なども協議さ
れ、⼤変参考になりました。国が掲げる2030年輸出額5兆円⽬標のを⼀
端を担っていることを業界全体で⾃覚し、同様の野⼼的な⽬標を設定
しなければならないと思っています。

GFP参画前(2018年) GFP参画後(2021年)


	①A消費者の部屋パネル（農林水産物・食品の輸出額の推移）
	①B消費者の部屋パネル（国内外の人口予想と今後の食品市場規模の推計）
	①C消費者の部屋パネル（GFPの取組）
	①DGFP　2in1
	①E～G丸京、阪東、イヨスイ  2in



