
輸出事業計画
※申請者名︓愛知県食品輸出研究会

品目︓加工食品 他

【現 状】
• 愛知県食品輸出研究会は、愛知県内の、海外販路開拓に積極的に取り組む食品関連事業者や農業者で構成される民間団体であ

る。業種も愛知の食の多様性を反映し多岐にわたり、平成23年8月8日に発足して以来、継続して海外販路開拓を目指した取り組み
を行っている（令和4年5月 会員数41社）。当時、全国各地の自治体が積極的に上海や香港でＰＲする中、消極的な愛知県の
加工食品が海外マーケットにおいて埋没しかねない危機感からか活動を開始した。

• 研究会会員には、輸出経験豊富な会員から、輸出に関心があって未経験ながら参加している会員までさまざまであり、ターゲットとする
相手国もさまざまであるが、これまでの活動から、輸出が容易でスキルを高めることが可能な香港、規制等ハードルは高いが大消費地で
あるアメリカをターゲットとする方向性を見出した。

• 香港マーケットは日本製品が潤沢で競争の激しい地域でもあるため、これまで香港で構築したネットワークを活用し、まだ日本製品が十
分に普及していない香港以外の大湾区エリア（マカオ、広州、深セン）へ香港起点で商流を構築する可能性を見出した。

• アメリカマーケットにおいて、これまでターゲットとしてきた日本食マーケットは、アジアンマーケットの一部であり、さらには白人マーケットに包含
されている。この枠組みを超えていくことが、販路の拡大に必要なことと見出した。

【課題】
• 香港は日本食が定着し、大きなマーケットを形成している。一方、香港以外の大湾区エリアでは、日本食は普及しつつあるが、地域的な

識別ができるほど成熟はしていない。当然、愛知の食文化としての認知がまだまだ十分ではない。大湾区の中心的位置づけの広州や深
センへは、香港側にある広州資本の飲食店などとの協力を考えている。

• アメリカでは、日系量販店、日系レストランを中心に日本食がある程度浸透し、それなりの規模でマーケットを形成しているが、チャイナ系
、コリアン系を加えたアジアンマーケットで見れば、日系はその中の一カテゴリにすぎず、現地系の白人マーケットに対しては未開拓なマーケ
ットと言っても過言ではない。拡大する可能性があるものの日本食材に関する知識が十分ではないことと、きちんと伝えて行く仕組みがな
いことが原因ではないかと考える。

様式２

１．輸出における現状と課題

• 大湾区への展開を目指していく端緒として、大陸側からマカオに来訪する方たちへ、愛知の食を普及する接点となるマカオのマーケット
に、日本食として愛知の食材をスタンダードにすることを目指す。また、大湾区の中心的位置づけの広州や深センへは、香港側にある広
州資本の飲食店などを入口にしていくこととしている。

• 日本食を良く理解し、アメリカの食に精通しているシェフを、愛知に招聘し理解を深めていただきながら、日系マーケットからアジアンマーケ
ット、そして白人マーケットへと垣根なくつなげるため、インフルエンサーとしてシェフ仲間や関連するバイヤーへ情報発信をする仕組みを作
る。さらに、そのシェフが取り組みやすい商流を構築することと、InstagramやECサイト（“UMAMI INSIDER”等）を活用し、情報支
援を通じ、インフルエンサーを増殖していくことをめざし、販路開拓を行う。

２．輸出事業計画の取組内容
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申請者名︓愛知県食品輸出研究会

■ 愛知県食品輸出研究会
本事業の企画・推進を行う。チャレンジャーズチームを結成し、チームが現地対応を含め積極的に活動する。
■ アメリカマーケット専門家
アメリカマーケットに精通し、東海岸を中心にシェフとのネットワーク有する専門家。シェフと連携し、愛知の食の発信及びプロモーション事業の総合ディレクタ
ー
■ 香港マーケット専門家
香港フードビジネスに精通する専門家。Hokkaido Marche HKとの調整、アドバイス。研究会へのフィードバックとアドバイス
■アドバイザー
・JETRO名古屋貿易センター︓現地の情報提供及び現実的な輸出規制に関するアドバイス支援を行う。
・中小企業基盤整備機構中部本部︓日本国内の輸出に関する専門的な支援策及び有益な施策の照会を行う。
■アメリカ在住のシェフ（シェフ・飲食業コンサルタント）
・日本食への強い関心から、日本食レストランにて活躍した。愛知の食にも造詣が深く、インフルエンサーとして東海岸を中心にシェフ仲間にも発信する。
■香港バイヤー
・香港を拠点とする食品輸入商社。香港で麺類、調味料、果汁等輸入品目は多岐に渡り、日本全国各地の優れた食品を取り扱っている。取引先は香
港内地場系及び日系スーパーマーケット、コンビニエンスストア、EC サイト等多数。
■アメリカ向け国内輸出商社
アメリカマーケットに有力な販路を持つ国内商社。現地では和食情報発信サイトと連携し、国内商社が運営支援と物流を担い、日本食マーケットが拡大
するアメリカマーケットにおいて、北米現地消費者の目線に立った「モノ」と「情報」の両方を発信するプラットフォームであり、よりストーリー性の高い情報をもっ
て、和食の存在価値をバックアップする。

３．輸出事業計画の実証と見直しを行うためのPDCA実施体制
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申請者名︓愛知県食品輸出研究会
様式２

４．輸出目標額

品 目 輸出額（千円） 輸出量（Kg） 輸出相手国 備 考

味噌 現状（令和3年） 11,200 38,400 アメリカ・香港
目標（令和8年） 54,000 157,000 アメリカ・香港・マカオ・中国

醤油 現状（令和3年） 11,807 177,600 アメリカ・香港
目標（令和8年） 45,000 676,000 アメリカ・香港・マカオ・中国

鶏肉 現状（令和3年） 20,200 32,000 香港
目標（令和8年） 33,500 53,000 香港・マカオ・中国

菓子 現状（令和3年） 0 0 香港
目標（令和8年） 2,700 2,550 香港・マカオ・中国

つくだ煮 現状（令和3年） 7,060 5,930 アメリカ・香港
目標（令和8年） 16,450 13,500 アメリカ・香港・マカオ・中国

乾麺 現状（令和3年） 3,710 5,345 アメリカ・香港
目標（令和8年） 6,000 8,600 アメリカ・香港・マカオ・中国

漬物 現状（令和3年） 13,000 20,000 アメリカ
目標（令和8年） 16,500 25,000 アメリカ

抹茶 現状（令和3年） 45,000 7,500 アメリカ・香港
目標（令和8年） 85,000 14,000 アメリカ・香港・マカオ・中国

抹茶加工品 現状（令和3年） 177 64 香港
目標（令和8年） 1,446 500 香港・マカオ・中国

小麦加工品 現状（令和3年） 42,326 527,000 香港
目標（令和8年） 102,000 1,260,000 アメリカ・香港・マカオ・中国

大麦加工品 現状（令和3年） 2,625 10,500 香港
目標（令和8年） 4,500 18,000 香港・マカオ・中国

みりん 現状（令和3年） 6,140 ー アメリカ・香港
目標（令和8年） 11,900 ー アメリカ・香港・マカオ・中国

海苔 現状（令和3年） 80,000 2,200千枚 アメリカ・香港
目標（令和8年） 94,000 2,500千枚 アメリカ・香港・マカオ・中国

魚肉練り製品 現状（令和3年） 830 550 アメリカ・香港
目標（令和8年） 1,200 790 アメリカ・香港・マカオ・中国

水産珍味 現状（令和3年） 3,300 3,000 アメリカ
目標（令和8年） 3,800 3,450 アメリカ

水産加工品 現状（令和3年） 200 200 香港
目標（令和8年） 2,000 2,000 香港・マカオ・中国

うなぎ
現状（令和3年） 4,550 650 香港
目標（令和8年） 6,825 975 アメリカ・香港・マカオ・中国

合計
現状（令和3年） 252,125 − アメリカ・香港

目標（令和8年） 486,821 − アメリカ・香港・マカオ・中国


