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都道
府県

輸出者 商流を繋
げた者

輸入者 品目 輸出先
国

関係先 概要

宮崎 メーカー ホテル 養殖

キャビ
ア

香港 水産庁
経産省

事業者から県担当に申請手続き迅速化の
依頼があり、輸出課・水産庁・経産省の三
者で調整。従来約１ヶ月を要した処理期間
を約２週間に短縮することができ、輸出が
実現。

福島 JA 小売 梨 ベトナム ＪＥＴＲＯ
東北農政局
福島県庁

ジェトロ福島から梨園が生産園地の登録を
していないため、サンプル調査ができない
と本省へ相談があった。県担当は、登録方
法をジェトロ福島に返答。福島県は生産者
に対して梨の輸出の取組方法、課題、スケ
ジュール感の説明、東北農政局は園地登
録の相談に応じ、幸水の園地登録が完了
し、輸出が実現。

群馬 メーカー 地域輸
出商社

小売 こん
にゃく

麺

米国 ― こんにゃく製品を製造・販売している加工食
品メーカーが、地域商社担当が地域商社と
のマッチング後、ニーズのある即席で食べ
られるこんにゃく麺を開発し、米国向け輸
出が実現。

北海
道

メーカー 地域輸
出商社

百貨店 清涼飲
料水

香港 農政事務所 北海道農政事務所が開催した「輸出セミ
ナー」に北海道飲料メーカーが参加、新た
に輸出事業の取組を希望していた飲料メー
カーの道内限定商品を、道内地域商社に
繋ぎ、香港への輸出が実現。

大阪 JA 輸出事
業組合

ホテル、
カジノ

デラ
ウェア

マカオ 大阪府庁
近畿農政局

大阪府は輸出実績の無いデラウェアの輸
出について近畿農政局に相談、農政局か
ら報告を受けた大阪担当はＪＡと輸出協同
組合とのマッチングを行い、マカオのホテ
ル向けに輸出。カジノのＶＩＰルームにウエ
ルカムフルーツ等として取り扱われている。

岐阜 メーカー 地域輸
出商社

百貨店 富有柿 タイ 東海農政局 岐阜県担当がFOODEX JAPAN 2017に参加

して出会った、富有柿を生産している出展
者を、東海農政局と繋がりのあった愛知県
の地域商社に繋ぎ、輸出が実現。

岐阜 生産者 輸入商 外食 冷凍鮎 ベトナム 岐阜県庁 岐阜県知事のベトナムにおけるトップセー
ルスの売り込みで一定の評価をもらい、国
担当が出張時に、現地冷凍物流倉庫から
インポーターを紹介してもらって輸出が実
現。

輸出拡大チームの成約案件一覧
2017年1月から2018年3月までの、輸出拡大チームの活動による成約案件は事業者の重複を含めて

18件あります。輸出者、輸入者のビジネスマッチングから、関係先を含めながら成約に至った経緯、どのような
ポイントがあったか、下記の事例から見てみましょう。

具体的輸出の取組4

ー 輸出拡大チームを活用頂いた事例から ー
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都道
府県

輸出者
商流を繋
いだ者

輸入者 品目 輸出先国 関係先 概要

兵庫 メーカー 地域輸
出商社

小売、
ホテル、

外食

黒豆、
枝豆

アメリカ
サイパン

（展示会） 地域商社担当は、事業者と地域商社Ａをマッ
チングし、地域商社Ａの客先である米スー
パーマーケットで、黒豆商品の輸出が決定。
また平行して、輸出EXPOへ出展していた事

業者は地域商社Ｂとの商談も行い、サイパン
向けに冷凍枝豆の輸出が決定。

兵庫 メーカー 地域輸出
商社

小売
（ネット
会員向

け）

日本酒 台湾

シンガ
ポール

― 酒類を中心に取り扱う地域商社が、海外市
場において競争が激化している日本酒市場
で差別化を図る観点から、生酒を探してお
り、県担当が生酒を製造している事業者を紹
介し、シンガポール・台湾のインターネット会
員消費者向けに輸出が実現。

愛知 JA 地域輸出
商社

百貨店 梨 タイ 東海農政
局

県内地域商社が梨を探しているとの相談を
受けた県担当が豊田市の特産品であるジャ
ンボ梨を愛知県の東海農政局と繋がりのあ
る地域商社を紹介し、タイ・バンコクへの輸
出が実現。

鹿児
島

メーカー 輸入商 小売 水 台湾 ― 事業者から初めて海外輸出に挑むとの情報
を得た台湾担当と鹿児島県担当が輸出ス
キーム、商談先等についてサポート。自社EC
サイトや大手小売の客先を持つ現地イン
ポーターと成約し、輸出が実現。

千葉 メーカー 輸入商 外食（レ
ストラン）

発泡濁
酒

香港 ― 香港担当が初輸出に挑む酒蔵を、香港ディ
ストリビューターに紹介。マーケットの情報に
合わせて、瓶やラベルなど商品開発を行い、
輸出が実現。現在の取扱先は香港ディストリ
ビューターの自社レストラン等だが、更なる
客先拡大を図る。

兵庫 農業法人 輸入商 小売、外
食（レス
トラン）、
ホテル

野菜 香港 兵庫県庁 香港輸入業者が野菜の輸入を希望している
との情報を、香港担当が兵庫県庁より情報
入手。その後、生産者のほ場視察、サンプ
ル輸出を経て、香港への本輸出が実現。

奈良 メーカー 地域輸出
商社

EC リ
キュー

ル

中国 ― 地域商社からの指名を受けて、県担当が事
業者とマッチング。中国向け輸出について、
過去にトラブルがあったため見合わせていた
事業者であったが、農水省の紹介ということ
で、商談が実現し、実際の輸出に結びつい
た。

兵庫 メーカー 地域輸出
商社

純米酒 中国 ― アジア地域（中国）への輸出を希望していた
事業者を、県担当が地域商社チームに紹
介。その後「純米酒」の要望があった地域商
社とのマッチングをし、商談・輸出が実現。

滋賀 メーカー 地域輸出
商社

純米酒 中国 ― 輸出先の新規開拓を希望していた酒蔵を、
県担当が地域商社チームに紹介。その後
「純米酒」の要望があった地域商社とのマッ
チングをし、中国への輸出が実現。
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５ 各種相談窓口

輸出相談窓口 ーＪＥＴＲＯ×農水省ー

JETROと農林水産省は、無料でご利用いただける農林水産物・食品の輸出相談窓口を全国各地に設けて
います。輸出についてのさまざまなお問い合わせ・ご相談に、是非ご活用ください。



香 港  在香港日本国総領事館 +852-2522-1184 t00661@mofa.go.jp

 ジェトロ・香港事務所
+852-2501-7231
+852-2501-7224

HKG@jetro.go.jp

台 湾
 公益財団法人日本台湾交流協会
 台北事務所

+886-2-2713-0826 jfood.info-k1@tp.koryu.or.jp

韓 国  在韓国日本国大使館 +82-2-2170-5235 kigyoshien-korea@so.mofa.go.jp

 ジェトロ・ソウル事務所
+82-2-399-5905
+82-2-3442-6082

KOS@jetro.go.jp

中 国  在中国日本国大使館 +86-10-8531-9800 keizai@pk.mofa.go.jp

 在上海日本国総領事館 +86-21-5257-4766
http://www.shanghai.cn.emb-
japan.go.jp/support/index.html

 在広州日本国総領事館 +86-20-8388-3009
http://www.guangzhou.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/keizai.html

 在重慶日本国総領事館 +86-23-6372-381 kigyoshien@cq.mofa.go.jp

 在瀋陽日本国総領事館 +86-24-2321-8956 kigyoshien@ya.mofa.go.jp

 在青島日本国総領事館 +86-532-8090-0001 kigyoshien@qd.mofa.go.jp

 在大連領事事務所 +86-411-8370-4077 kigyo@ya.mofa.go.jp

 ジェトロ・上海事務所 +86-21-6270-0489 PCS@jetro.go.jp

 ジェトロ・北京事務所 +86-10-6513-7077 PCB@jetro.go.jp

 ジェトロ・大連事務所 +86-411-8360-9418 PCD@jetro.go.jp

 ジェトロ・青島事務所 +86-532-8387-8909 PCQ@jetro.go.jp

 ジェトロ・広州事務所 +86-20-8752-0060 PCG@jetro.go.jp

 ジェトロ・武漢事務所 +86-27-5950-0707 PCW@jetro.go.jp

 ジェトロ・成都事務所 +86-28-8779-6693 PCC@jetro.go.jp

シンガポール  在シンガポール日本国大使館 +65-6235-8855 nihonkigyoushien@sn.mofa.go.jp

 ジェトロ・シンガポール事務所 +65-6221-8174 SPR@jetro.go.jp

マ レ ー シ ア  在マレーシア日本国大使館 +603-2177-2714 business@kl.mofa.go.jp

 ジェトロ・クアラルンプール事務所 +603-2171-6077 MAK@jetro.go.jp

ブ ル ネ イ  在ブルネイ日本国大使館 +673-2238052 kigyoushien@bw.mofa.go.jp

インドネシア  在インドネシア日本国大使館 +62-21-39839754 support-japan100@dj.mofa.go.jp

 ジェトロ・ジャカルタ事務所 +62-21-5200264 JKT@jetro.go.jp

タ イ  在タイ日本国大使館 +66-2207-8595 business-support@bg.mofa.go.jp

 ジェトロ・バンコク事務所 +66-2253-6441(Ext128) bgk-food@jetro.go.jp

ベ ト ナ ム  在ベトナム日本国大使館 +84-4-3846-3000 keizaihan-agri@ha.mofa.go.jp

 在ホーチミン日本国総領事館 +84-8-3933-3510 hcm-keizaikeikyo@hc.mofa.go.jp

 ジェトロ・ホーチミン事務所 +84-8-3821-9363 VHO@jetro.go.jp

 ジェトロ・ハノイ事務所
+84-4-3825-0630
+84-4-3846-3000

VHA@jetro.go.jp

ミ ャ ン マ ー  在ミャンマー日本国大使館 +95-1-549644～8 nihonkigyo-shien@yn.mofa.go.jp

 ジェトロ・ミャンマー事務所 +95-1-371787 MYY@jetro.go.jp

フ ィ リ ピ ン  在フィリピン日本国大使館 +63-2-551-5710 nikkeikigyo.phil@ma.mofa.go.jp

 ジェトロ・マニラ事務所 +63-2-892-4376 MLA@jetro.go.jp

イ ン ド  在インド日本国大使館 +91-11-4610-4610 jpemb-economic@nd.mofa.go.jp

 ジェトロ・ニューデリー事務所 +91-11-4168-3006 IND@jetro.go.jp

米 国  在米国日本国大使館
+1-202-238-6712
+1-202-238-6721

business-support@ws.mofa.go.jp

 在アトランタ日本国総領事館 +1-404-240-4300 keizai@aa.mofa.go.jp

 在サンフランシスコ日本国総領事館 +1-415-780-6000 economic@sr.mofa.go.jp

 在シアトル日本国総領事館 +1-206-682-9107 economy@se.mofa.go.jp

 在ポートランド領事事務所 +1-503-221-1811 keizaiportland@se.mofa.go.jp

 在シカゴ日本国総領事館 +1-312-280-0400 econ@cg.mofa.go.jp

 在デトロイト日本国総領事館 +1-313-567-0120 seikei@dt.mofa.go.jp

 在デンバー日本国総領事館 +1-303-534-1151 economics@de.mofa.jp

 在ナッシュビル日本国総領事館 +1-615-340-4300 economics@nv.mofa.go.jp

 在ニューヨーク日本国総領事館 +1-212-371-8222 business-support@ny.mofa.go.jp

 在ハガッニャ日本国総領事館 +1-671-646-1290 infocgj@ag.mofa.go.jp

 在ヒューストン日本国総領事館 +1-713-502-6900 info@ho.mofa.go.jp

 在ボストン日本国総領事館 +1-617-973-9772 business@bz.mofa.go.jp

 在ホノルル日本国総領事館 +1-808-543-3111 companysupport@hl.mofa.go.jp

 在マイアミ日本国総領事館 +1-305-530-9090 business-support@mi.mofa.go.jp

 在ロサンゼルス日本国総領事館 +1-213-617-6700 keizai@ls.mofa.go.jp

 ジェトロ・アトランタ事務所 +1-404-681-0600 ama-project@jetro.go.jp

 ジェトロ・サンフランシスコ事務所 +1-415-392-1333 sfc-marketing@jetro.go.jp

 ジェトロ・シカゴ事務所 +1-312-832-6000 CGO@jetro.go.jp

 ジェトロ・ニューヨーク事務所 +1-212-997-0439 nya-food@jetro.go.jp

 ジェトロ・ロサンゼルス事務所 +1-213-624-8855 lag-food@jetro.go.jp

カ ナ ダ  在カナダ日本国大使館 +1-613-241-8541 economic@ot.mofa.go.jp

 ジェトロ・トロント事務所
+1-416-861-0325
+1-416-861-0196

TOR@jetro.go.jp

ブ ラ ジ ル  在ブラジル日本国大使館 +55-61-3442-4215 zaibrazilnihonkigyou@bs.mofa.go.jp

 ジェトロ・サンパウロ事務所 +55-11-3141-0788 SAO@jetro.go.jp

チ リ  在チリ日本国大使館 +56-2-2232-1807 eco.japon@sg.mofa.go.jp

 ジェトロ・チリ事務所 +56-2-2203-3406 info.santiago@jetro.go.jp

豪 州  在豪州日本国大使館 +61-2-6272-7240 economics@cb.mofa.go.jp

 在シドニー日本国総領事館 +61-2-9250-1034 cgeco@sy.mofa.go.jp

 在パース日本国総領事館 +61-8-9480-1825 eco@pt.mofa.go.jp

 在ブリスベン日本国総領事館 +61-7-3221-5188 economic@bb.mofa.go.jp

 在メルボルン日本国総領事館 +61-3-9667-7816 jc-biz@mb.mofa.go.jp

 ジェトロ・シドニー事務所 +61-2-9002-6201 SYD@jetro.go.jp

輸出先国の規制や運用手続き等については、海外現地にもお問い合わせ頂けます！

Ｅ Ｕ  欧州連合日本政府代表部 +32-2ｰ500-7756 info@eu.mofa.go.jp

 ジェトロ・ブリュッセル事務所
+32-2-282-0506
+32-2-282-0508

BEB@jetro.go.jp

ド イ ツ  在ドイツ日本国大使館 +49-30-21094-0 japanese-info@bo.mofa.go.jp

 ジェトロ・ベルリン事務所 +49-30-2094-5560 info-bln@jetro.go.jp

英 国  在英国日本国大使館 +44-20-7465-6500 shokusangyo-support@ld.mofa.go.jp

 ジェトロ・ロンドン事務所 +44-20-7421-8327 agra_london@jetro.go.jp

フ ラ ン ス  在フランス日本国大使館 +33-1-4888-6236 food-promotion@ps.mofa.go.jp

 ジェトロ・パリ事務所
+33-1-4261-2922
+33-1-4261-2951

PRS@jetro.go.jp

イ タ リ ア  在イタリア日本国大使館 +39-06-488-5169 business-support@ro.mofa.go.jp

 ジェトロ・ミラノ事務所 +39-02-7211-791 mil-event@jetro.go.jp

ロ シ ア  在ロシア日本国大使館 +7-495-229-2579 kigyoshien@mw.mofa.go.jp

 在ウラジオストク日本国総領事館 +7-423-226-7502 jpconvl@vl.mofa.go.jp

 在サンクトペテルブルク日本国総領事館 +7-921-957-2345 keizai@px.mofa.go.jp

 在ハバロフスク日本国総領事館 +7-4212-413-044 consul@kh.mofa.go.jp

 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 +7-4242-726-055 sakhalinjp1@ys.mofa.go.jp

 ジェトロ・モスクワ事務所 +7-495-580-7320 rsm-pj@jetro.go.jp

 ジェトロ・サンクトペテルブルク事務所 +7-812-318-0267 RSS@jetro.go.jp

中 東  在アラブ首長国連邦日本国大使館 +971-2-4435696 embjpn@ab.mofa.go.jp

 在ドバイ日本国総領事館 +971-4-3319191 kigyo-shien@du.mofa.go.jp

 ジェトロ・ドバイ事務所 +971-4-3880601 UAD@jetro.go.jp

エ ジ プ ト  在エジプト日本国大使館 +20-2-25285910 japan.foodbiz.egypt@ca.mofa.go.jp

 ジェトロ・カイロ事務所 +20-2-25741111 CAR@jetro.go.jp

アジア

中南米・大洋州

北米

欧州・中東・アメリカ

この体制についての問合せ先
外務省経済局官民連携推進室
農林水産省食料産業局輸出促進課

ジェトロ（日本貿易振興機構）
農林水産・食品部農林産品支援課

０３－５５０１－８３３６
０３－６７４４－７１５５

０３－３５８２－８３４８

農林水産品・食品輸出分野における課題解決のための現地体制
ー21の国・地域（約60都市）ー
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畜産物の輸出検疫相談窓口

植物の輸出検疫相談窓口

・ 輸出検疫についてご不明な点がございましたら、以下の植物防疫所にお問合せください。

・ 輸出検疫についてご不明な点がございましたら、以下の動物検疫所にお問合せください。

動物検疫所本所畜産物検疫課
Tel. 045-201-9478
Fax. 045-212-4623

北海道・東北支所検疫課
Tel. 0123-24-6080
Fax. 0123-24-6091

成田支所貨物検査課 Tel. 0476-32-6655
Fax. 0476-30-3012

羽田空港支所検疫課（貨物合同庁舎） Tel. 03-5757-9755
Fax. 03-5757-9760

中部空港支所検疫課（貨物合同庁舎） Tel. 0569-38-8579
Fax. 0569-38-8587

関西空港支所検疫第１課（貨物事務所） Tel. 072-455-1958
Fax. 072-455-1959

神戸支所検疫課
Tel. 078-222-8990
Fax. 078-222-8993

門司支所検疫第１課
Tel. 093-321-1116
Fax. 093-332-5858

沖縄支所検疫課
Tel. 098-861-4370
Fax. 098-862-0093

横浜植物防疫所業務部輸出検疫担当 Tel. 045-211-7155
Fax. 045-211-2171

名古屋植物防疫所輸出検疫担当 Tel. 052-651-0114
Fax. 052-651-0115

神戸植物防疫所業務部輸出検疫担当 Tel. 078-331-2384
Fax. 078-391-1757

門司植物防疫所輸出検疫担当 Tel. 093-280-4319
Fax. 093-321-0481

那覇植物防疫事務所輸出及び国内検疫担当 Tel. 098-868-1679
Fax. 098-861-5500



CIQ

〇 本サポートガイドについての全体的なご質問・お問合せについては以下の輸出拡大チー
ム事務局までご連絡ください。

農林水産省食料産業局輸出促進課・輸出拡大チーム事務局
・電話 ０３－６７４４－７１６９
・FAX ０３－６７３８－６４７５

〇 サポートガイド以外の輸出全般に関するお問い合わせは以下の輸出相談窓口までご
連絡ください。

農林水産省食料産業局輸出促進課・輸出相談窓口
・電話 ０３－６７４４－７１５５
・FAX ０３－６７３８－６４７５

※電話によるご質問・お問い合わせの受付日時
・受付日：月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始を除く。）
・受付時間：９時３０分～１７時３０分


