
【輸出のきっかけ】
道産水産物における魚価の維持対策と国内で需要のない魚種やサイズ等の販路拡大のために

輸出に取り組んだのがきっかけ。漁業者も一定の負担をして魚価の維持と安定した需給の観点から
輸出に取り組む。

北海道ブランドの水産物を世界に輸出。主な水産物及び輸
出先は、秋サケ（中国）、ホタテ（米国、EU）、コンブ（台湾）など。

日本からの輸出量（貿易統計より）
平成22年・・・秋サケ：64,000t ホタテ：13,700t コンブ：601t
平成23年・・・秋サケ：22,000t ホタテ：10,200t コンブ：436t

【ウェブサイト】 http://www.gyoren.or.jp/  

香港・台湾における放射能風評被害
対策イベント及び販売促進活動

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 魚価の維持と安定した国内流通に貢献。
・ 平成23年度は、ロシアにおける筋子・いくら製品や台湾における道産鮮魚等これまで輸出実績
が少なかった魚種の消流状況調査等を実施し、新規市場開拓へ向けた情報が得られた。
・ 香港・台湾・中国等において放射能風評被害を払拭するべく、現地の流通関係者・報道関係者
等を招いた道産水産物の高品質・安全性をPRするイベント等を開催。内容を好意的に受け止め
ていた参加者が多く、PR効果が得られたと認識。

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】

平成23年度輸出倍増サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策） 等

北海道漁業協同組合連合会 （北海道産の水産物を世界各国へ）



【販売戦略、工夫した点等】
・ 地域８農協で連携して産地を形成し、年間安定供給体制を構築。
・ HACCP認証（選果場）を取得し、更なる「安全・安心」を訴求。
・ 地域団体商標のコピーを送り状に添付して、十勝産の産地証明に活用。
・ 輸出先の現地視察をとおした課題の解決で、実需者の信頼を確保。
・ 順調に輸出量を伸ばしてきた台湾での高評価は、華僑のネットワークを通じアメリカに伝わり、
平成19年産からアメリカ向けの輸出を開始。平成22年産は台湾とアメリカの輸出量はほぼ同程
度に拡大。

薬膳・健康志向ブームから、栄養価が高く、甘みののった高品

質で安全・安心な十勝の長いもが、台湾・アメリカで好評を得て
いる。

【輸出実績】長いもの輸出量、輸出額等
輸出量 生産全体に占める輸出比率 輸出額

平成20年産 1,955トン 10.2％ 474,135千円
平成21年産 1,155トン 7.4％ 405,482千円
平成22年産 1,644トン 7.9％ 384,639千円
平成23年産 1,908トン 10.9％ 658,124千円

【ウェブサイト】 http://www.jaobihirokawanisi.jp/

HACCP認証で「安全・安心」をPR

【輸出によるプラスの効果等】
・ 輸出による太物の大口需要先を確保したことで、豊作年でも国内価格の下落を抑止すること

ができ、販売の安定化に寄与。
・ 輸出実績が評価され、日本国内のマスコミ等に取り上げられることにより、産地の知名度が
アップするとともに、安全・安心に対する生産者の栽培技術向上の意欲を喚起。
・ 定期の台湾便のスペースを活用したユリ根や長ネギの小ロット輸出が可能になり、物流コスト
の低減や競争力を確保。

北海道 JA帯広かわにし （長いもを台湾、アメリカへ）

「十勝川西長いも」（右）
と台湾産長いもの比較



【輸出のきっかけ等】
・ 平成19年6月に札幌で開催された「北海道産品取引商談会」に初めて

冷凍えだ豆を出品したところ、品質の良さが商社の目にとまり米国への
輸出が決定。えだ豆は、米国において日本人や日系人を中心に高いニー
ズがあり、平成23年度は全体の輸出量の約５割を米国向けに輸出。
・ 平成20年に北海道貿易物産振興会からの紹介により、香港の商社か

らサンプル提供依頼があり、香港への輸出を開始。
・ 平成23年10月、北海道独自の「北海道HACCP」の認証を取得し、より

安全な冷凍えだ豆の製造・販売に取り組んでいる。

米国等で日系スーパー等を中心に根強い需要がある

えだ豆を輸出。「安全・安心で良食味」と国内でも評価の
高いえだ豆で中国産に対抗。市場開拓に期待。

【輸出実績】冷凍えだ豆の輸出量等
輸出量 生産全体に占める輸出比率

平成22年度 1,205㎏ 0.04％
平成23年度 1,048㎏ 0.04％

【ウェブサイト】http://www.netbeet.ne.jp/~janaka/

【輸出によるプラスの効果等】
知名度が上がったことで生産者の自覚と認識が生まれ、より安全な農

産物を生産しなければならないという意識と、中札内村のえだ豆がさらに
世界中の国々へ広まってほしいという期待から生産意欲が高まっている。

写 真

北海道 ＪＡ中札内村 （冷凍えだ豆を米国、ロシア、シンガポール、香港、ドバイへ）

取れたての鮮緑色で甘みのある「そのままえだ豆」

濃厚で甘みのある味わいの
「そのまま黒えだ豆」



【輸出のきっかけ、販売戦略】
・ 販路拡大を図るため成長著しい東南アジアに目を向け、ジェトロ協力のもと、平成22年４月、ベトナム政府要人に
サンマの売り込みを開始し、同年５月に根室市、 根室水産協会、根室商工会議所、市内４漁協で「根室市アジア圏
輸出促進協議会」を設立。
・ ベトナムでは、海魚より川魚が好んで食べられているが、流通インフラが整備されたことなどにより、近年、輸入品
の海魚が活発に流通。徐々に海魚の需要が増えてきていることに着目し、ベトナムを輸出先として選定。
・ 海外市場調査支援員として採用したベトナム出身者が外国人バイヤーとの商談等で力を発揮。
・ 水産加工会社、金融機関、漁業団体、市役所が、それぞれの得意分野で役割分担をしながら、市全体で輸出に
取り組む「地域商社」という新しいビジネスモデルを構築。

サンマの水揚げ量日本一の根室市で、高い鮮度と品質を誇
る根室産サンマ等をベトナムへ輸出。

今後、東南アジア圏への更なる輸出拡大を期待。

【輸出実績】冷凍サンマ・冷凍秋サケ・冷凍マダラ等の輸出量
平成22年 22トン
平成23年 138トン

【ウェブサイト】 http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/ 

ベトナムで開催した根室さんま祭りの様子

【輸出によるプラスの効果等】
・ 輸出で在庫を抑えることにより、豊漁が続いたときの価格を維持することができ、漁
業経営や水産加工経営に将来展望が持てる。
・ 国際感覚を身に付けた人材の育成や貿易実務のノウハウが地域に蓄積され、輸出
に取り組む水産業や食品加工業の足腰が強化される。
・ 水産業の魅力アップは、新たな担い手の確保につながる。

ベトナムでのブランド化を目指し、輸出
ブランドマークを策定

見 本

見 本

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】平成23年度輸出倍増サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策）

北海道 根室市アジア圏輸出促進協議会 （サンマをベトナムへ）



昭和59年から、純米大吟醸を中心とした日本

酒を日本名門酒会を通じ、アメリカをはじめ世界
21カ国に輸出。モンドセレクションを受賞するな
ど、高い評価を得ている。

【輸出実績】
輸出量は自社販売量の10～15％相当を占め、その

内、アメリカへの輸出が７～８割を占めている。

【ウェブサイト】 http://www.otokoyama.com/

海外酒類コンクールで金賞を受賞し
た数々の賞状・メダル

海外へ輸出されている主力商品

北海道 男山（株） （日本酒をアメリカ等へ）

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点等】
・ 日本酒の伝統を守り、良質な酒造りに取り組む地方の蔵元約120社
が集まり、昭和50年に「日本名門酒会」を発足し、海外での日本酒の地
位向上と販路拡大を目指している。
・ 毎年海外での試飲会に参加し、日本酒の啓蒙と販路拡大に努めてい
る。近年は、アジアでの試飲会が増加。
・ 海外の観光客に対し、男山酒造り資料館を通じ、日本酒の素晴らしさ
を伝えている。

【輸出によるプラスの効果等】
世界各地で販売・評価されることにより、日本酒産地としての知名度

や、ブランドとしての価値が向上し、国内での評価向上にもつながる。



【輸出のきっかけ、工夫した点等】
・ 平成23年３月、商社を通じて香港などのバイヤーと交渉を重ね契約が成立。食味が良く、安全安心
な「北海道産米」を海外に供給することにより、北海道の食を普及するとともに 、「北海道産米」の販
路拡大を図るため、平成23年産米から輸出を開始。
・ 現地での店頭販売では、試食だけではなく炊飯や調理などを含めて、「おいしい北海道産米」を「お
いしいごはん」として食べていただけるように、日本の食文化を伝えるべくPR活動もあわせて実施。
・ 香港では、主に寿司店や日本食レストランに仕向けられており好評。

北海道産米の新たな販路拡大を目指し、香港、シンガポール
へ米を輸出。

【輸出実績】米の輸出量
平成23年産 40トン（玄米39トン、精米１トン）

【ウェブサイト】 http://www13.ocn.ne.jp/~syokuren/ 

【輸出によるプラスの効果等】
海外での販促活動を通じて、北海道産米のニーズが確認されたことか

ら、今後の販路拡大に期待が持てる。また、このことが、生産者の意識
向上にもつながっている。

香港での店頭販売

北海道 （株）ショクレン北海道 （米を香港、シンガポールへ）

包装デザイン



【輸出のきっかけ、販売戦略】
・ 平成18年12月、道産食品中国テスト事業へ出展し上海に輸出を開始。
・ 自社ブランドの知名度向上のため、オホーツクブランド認証取得、北海道加工食品コンテスト優秀賞
受賞。さらに、国際的なコンテストであるモンドセレクションで、平成20年から３年連続特別金賞受賞。
・ HACCP取得を視野に入れて乳製品工場を整備するとともに、商標権対策として、平成22年に中国で
企業名を商標登録。台湾や香港の百貨店などに販売されており好評を得ている。

自社農場で生産した生乳を使用した半熟チーズケーキ「シャンティ」

を主力として、アイスクリーム、生キャラメル等が台湾・香港で好評を得
ており、輸出額は年々増加。

【輸出実績】半熟チーズケーキ、アイスクリーム、生キャラメル等の輸出額

平成22年度 127万円
平成23年度 192万円
平成24年度（９月末現在） 382万円

【ウェブサイト】 http://www.nordic-farm.co.jp/

【今後の目標】
台湾・香港を足がかりに東南アジア全域に輸出を拡大し、平成

30年までに総売上額に占める輸出額40％を目指す。

北海道 （株）ノルディックファーム （チーズケーキ等を台湾、香港へ）

半熟チーズケーキ「シャンティ」

自社農場の販売店舗 ⇒



【風評払拭に向けた主な取組】
・ 台湾の輸入業者を招へいして、産地視察や安定的な輸出に向けた情報交換会を実施。
・ 台湾政府関係機関、大手輸入商社等を訪問して、りんごの安全性のPRと円滑な輸入を要請。
・ 台湾の輸入業者等に対して放射性物質モニタリング調査結果を定期的に配信。
・ 台湾のマスコミ関係者を招へいし、りんごの生産状況や安全性等をアピール。
・ 台湾において青森りんごキャンペーンや知事トップセールスを実施。
・ 台湾におけるテレビコマーシャルや青森りんご特別番組の放映を通じて安全性等の情報を発信。

県産りんごの最大の輸出先である台湾向け輸出量を回復させ

るため、県と関係団体が一体となって風評払拭に向けた取組を
重層的に実施。

その結果、百貨店などで青森りんごの売場が確保されるなど、
厳しい輸出環境の中でも一定の輸出量を確保。

知事によるトップセールス

（社）青森県りんご輸出協会、（社）青森県りんご対策協議会、青森県
（りんごを台湾へ）

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策）

台湾マスコミの放射性物質検査視察 台湾輸入関係者による園地視察

りんご輸出量(全国） 単位：トン

年産 H18 H19 H20 H21 H22 H23
合計 23,398 25,497 22,254 23,867 17,940 9,867 
うち台湾 22,318 23,878 20,498 21,656 15,912 8,459 
年産：当該年9月～翌年8月まで 資料：財務省貿易統計



青森県農村工業農業協同組合連合会
（青森県産100％りんごジュースを世界各国へ）

県主催の海外バイヤー商談会をきっかけに、平成22年からりんごジュースの輸出を
本格的に開始。

昨年は、原発事故の影響を受け、中国等取引が停止した国があったものの、これまで
の結びつきにより、香港、台湾向けの輸出量を確保。

ジュース輸出実績（平成23年）
香 港 66.0トン
台 湾 10.0 トン
ハワイ 1.4トン
その他 0.02トン

計 77.42 トン

【販売戦略、工夫した点】
・ 酸化防止剤（ビタミンC）を使用しなくても褐変しない特殊製法「密閉搾り」で生産した点を
アピール。
・ 外国産にはない「混濁果汁」の美味しさを試飲販売を通じて現地の消費者にPR。
・ １社単独ではなく、りんごをはじめとする他社の青森県産品と連携して売り込み。
・ 青森県の海外PR用シンボルマークを使用し、青森県産品であることを強くアピール。

【ウェブサイト】 http://www.aoren.or.jp

海外ＰＲ用
シンボル
マーク

台湾商談会にて商品説明

左：県産ふじ１００％
りんごジュース

右：密閉搾り
りんごジュース



【輸出のきっかけ、苦労している点等】
・ 参加したイベントにおいて、ジェトロ（日本貿易振興機構）から海外のバイヤーを紹介してもらい、商
談会を行った。その後、ジェトロ青森を通じて海外のバイヤーとのパイプを築き、輸出開始となった。
・ 海外からオファーが来ても、価格が折り合わないことがある。良いものは適正な価格で海外に出し
たい。

昭和42年から青森県弘前市を拠点として、りんご生産・加工を
行っており、平成15年に台湾へりんごを初輸出。18年からはりん
ごジュース（ストレート）とりんご酢飲料の輸出も開始。

平成23年度の輸出実績は、東日本大震災の影響・原発事故の風評被
害により半分近くに落ち込んだが、りんごは台湾を始めとしたアジア圏を中
心に約35ｔ（約1,630万円）、りんごジュースは約2.3ｔ（約500万円）となった。

【ウェブサイト】 http://www.ringo-seiken.co.jp

同社が輸出している商品の一例

【さらなる輸出拡大に向けての取組】
・ ジュースの加工場は、平成19年に食品安全の国際規格「ISO9001」を

取得し、24年２月には「ISO22000」も取得している。りんご園地についても、
22年にJGAPを取得するなど、安全・安心なりんご・りんごジュースによる
「食のしあわせ」を世界に届けるべく、注力している。
・ りんごジュースを国際味覚品質審査（iTQi）に出品し、２つ星を受賞し
たことで、国際的な評価も高まっており、海外からの問合せも増加して
いる。

国際味覚品質審査（iTQi）で2つ星を受賞

青森県 農業生産法人 株式会社 青研 （りんごを台湾等へ）

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】平成20年度強い農業づくり交付金 等



【輸出において苦労した点】
平成２年にホタテの貝毒を理由に、EU圏への輸出が禁止されたことを受け、加工施設の衛生状況の

改善に取り組んだ結果、９年には対米輸出水産食品加工施設に認定された。さらに、13年２月には国
内初の対EU輸出食品加工施設の認定を受けるまでとなり、15年にはEUへの禁輸が解除となった。

昭和49年から青森市を拠点として、ホタテ貝柱等水産加工品
の製造・販売を行っており、創業当時から米国やEU、香港等向
けに冷凍貝柱や冷凍卵付貝柱の輸出を手がけている。

平成20年の輸出額は約20億円だった。23年の原発事故の風評被害
を受け、一時ほぼ輸出停止状態にまで追い込まれたものの、24年に
は、EU向けに80ｔ輸出するなど回復傾向にある。青森県内でのイベント出展の様子

【今後の課題等】
・ 平成22年の陸奥湾の海水温上昇によるホタテ貝大量へい死や原発事
故の風評被害により、原料の調達と販路面で大きな痛手を被ったことか
ら、事業環境の変動による影響を最小限に抑える必要がある。
・ 海外でコピー品が出回ったことが数度あり、発生源が特定できなかっ
たことから今後も出回ると予想されることから、商品に特殊な処理を施し
て本物を見分けられるよう、対策を行っている。

ＥＵ向け主力製品の冷凍卵付貝柱

青森県 成邦商事株式会社 （ホタテをアメリカ、EU等へ）



岩手県 八幡平市花き振興協議会 （りんどうをオランダへ）

八幡平市安代地区の農業の重要な基幹品目であるりんどうを、協議会が中心と
なって、平成14年からオランダへ輸出。

輸送コスト等の様々な課題を克服し、輸出量が増加。

【販売戦略、工夫した点等】
・ 早くから地域に適した品種開発に取り組み、独自品種が外国産との差別化
を図る源泉に。
・ 岩手県農業研究センターと共同で、前処理材の使用等、輸出のための鮮
度保持技術を開発。輸送業者、航空会社、現地の通関代理店等の協力のも
と、温度チェックシートの記入や迅速な通関などコールドチェーンを確立。
・ 輸送箱の改良や航空会社との交渉により、輸送コストを大幅に削減。
・ 18年から全農いわて県本部が事業を推進。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 国内出荷量の約４分の１を占める安代地区が輸出に取り組んだことにより、
国内の需給調整が図られ、需要の端境期等における価格下落をやわらげる
効果が見られた。また、このことにより、県内他産地も輸出を手がけるように
なった。
・ 自分たちが栽培したりんどうの品質について高い評価を受けたことを実感
でき、生産者の生産意欲が向上。安代地区の農業人口・農家数は年々減少
しているにもかかわらず、安代りんどうの生産者数は平成13年から維持。

輸送パレット

輸出数量の推移 平成16年：280千本 → 平成19年：438千本 →平成21年：516千本



岩手県 大船渡湾冷凍水産加工業協同組合
（冷凍水産物（さんま、さば、さけ）を東南アジア、アメリカ等へ）

平成16年、岩手県の働きかけにより本格的な輸出事業に着手。特に、岩手県の海外拠点を通じ現
地での販促活動に参加するなど、年々、商談等の機会を増やしており、三陸水産物のPRを行って
いる。また、平成19年から直接取引もスタートした。

【輸出にあたって工夫したこと等】

・ 地元大船渡港から積み出しできることが輸出コストの大幅削減につながっている。
又、生鮮物の取扱いも検討していきたい。
・ 信頼される原料素材はもとより、加工品等の紹介、販売拡大に努めている。

【輸出によるプラスの効果等】

・海外の水産物需要が年々高まっている。また、コンテナ単位の取引のため、
効率的な生産計画を立てやすい。
・食材の汎用性を高められ、新たな商品開発につながっている。

輸出数量：平成16年：600ｔ 19年：2,900ｔ 21年：1,700ｔ 22年：2,317ｔ 23年：200ｔ

輸出割合：震災後激減したが、2～3年のうちには通常ペースに戻し、更に進展を図りたい。

現地展示商談会で
の商品説明

タイ県産品フェア



【輸出のきっかけ、工夫した点等】
・ 県が神戸、福岡で開催した商談会で海外に販路を持つ業者と知り合い、輸出に着手。
・ 岩手の海産物ブランドを確立するため、自然環境、安全性等をPRするDVDを作成し、商談会で

活用するようになり、海外からの注目度が上がった。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 海外での好評価により、生産意欲が向上。
・ 収益の増加による経営安定。
・ 取引が増えたことにより、浜での買い取り価格が上がり、漁業者
の収入増につながる。

【現状】
震災で被災したため、本格的な輸出に至ってないが、近いうちに

以前のペースに戻していきたい。

北海道、青森、岩手に水産加工場を設置し、三陸のあわび、
なまこ等を原料に、乾あわび、干しなまこ等へ加工・販売。

平成14年からさけフィレ・ホタテ・さんまを中心とした輸出を
開始。

岩手県 （株）川秀 （乾あわび、干しなまこを中国へ）

輸出額の推移
平成16年：約10億円
平成18年：約15億円
平成23年：実績なし（震災のため）上海水産商談会風景

乾あわび（山田町産）



【輸出によるプラスの効果等】
・ 国内外での知名度アップ（ブランド化戦略）
・ 安全性とおいしさが海外でも認められ、地元の豚生産農家や加工に携わる
人のやる気につながっている。（国内生産性の向上）
・ 最終的に国内自給率の向上につながる。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 平成15年に香港視察をした際、香港百貨店で販売されている国内他産地の豚肉を見て、自ら生産する
「伊達の純粋赤豚」でチャレンジしたいと考えた。
・ 輸出開始時は、生産者が直接輸出する事例はまれで、支援体制がなく試行錯誤の連続であったが、国内
のサプライヤーを通じて輸出することで安定的な輸出が可能となった。
・ 伊豆沼農産では、農畜産業をはじめとしてレストラン、産地直売所、食肉加工場を運営しており、安全性、
おいしさにこだわった豚肉加工品を出荷。

宮城県北部、登米市の農業生産法人 伊豆沼農産では、平成16年７月
から、香港の高級レストランや百貨店向けに、宮城県特産の「伊達の純粋
赤豚」と「伊豆沼ポーク」を輸出。

宮城県 農業生産法人（有）伊豆沼農産 （霜ふり豚肉を香港へ）

香港での販売風景

香港のレストランのメニューから

【輸出数量の推移】
平成16年：1.0ﾄﾝ
平成19年：3.4ﾄﾝ（赤豚2.7ﾄﾝ、伊豆沼ポーク0.7ﾄﾝ）
平成20年：5.1ﾄﾝ（赤豚2.9ﾄﾝ、伊豆沼ポーク2.2ﾄﾝ）
平成21年：4.0ﾄﾝ（赤豚2.5ﾄﾝ、伊豆沼ポーク1.5ﾄﾝ）

香港でおいしい豚肉として評判になっているが、国内にもファンが多く、
生産が追いつかず、海外の需要に応えられない状況。

伊達の純粋赤豚の総出荷量に占める輸出の割合は約３％。

【ウェブサイト】 http://www.izunuma.co.jp/index.html
【出展した国際見本市】香港 FOOD EXPO 2012



【輸出によるプラスの効果等】
・ 東北地方における地域活性化や観光。
・ 食を通した新しいビジネスへの発展。
・ これからの小売店が目指す道として、販売のあり方を見直すきっかけとなる。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 和食ブームが進み、日本酒の需要が伸びてきた事により輸出を手掛けた。
・ 現地において、お酒と料理との組合せなどの海外における日本酒の飲み方等を実際に視察し、参考にしな
がら輸出拡大のきっかけを作った。
・ 年々海外において日本酒の輸出が高まる中、原産地証明等の添付書類が多くなってきているため、手間
や人手が悩み。

平成21年8月に香港の飲食店向けに第一便の日本酒を輸出。
同年10月には韓国へ宮城県産の日本酒を出荷。以降、香港、
韓国へ継続的に輸出を行っている。

宮城県 仙台の酒屋浅野 （日本酒を香港・韓国へ）

香港ワインフェアに出展

韓国向け商品の提供

【輸出数量の推移】
・ 平成21年：220万円 平成22年：500万円（4月現在）
・ 飲食店以外にゴルフ場などで売れ行きが良いカップ酒等を含め、人
気が高まっている。現在では、純米酒、本醸造酒等に人気が変わりつ
つあり、日本食に合わせた需要が高くなっている。
・ 総輸出量に占める直接輸出の割合は100％。

【ウェブサイト】 http://sake-sendai.jimdo.com/ 
【出展した国際見本市】香港 FOOD EXPO 2012



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 国内は少子高齢化が進行しており、海外市場へ目を向ける時期だと感じ、「宮城県食品輸出促進協議会」に加入。
香港での商談会に参加したことが輸出のきっかけになった。
・ 東日本大震災後は、漁港や冷凍倉庫、工場等のインフラ設備の壊滅、原料高や福島原発事故による放射能に対
する風評被害等により、取引量は漸減したが、既存顧客との取引継続と、新たな商品PR活動に努めている。

宮城県内の水産加工業を中心として構成する組合。平成22年

度から輸出に取り組み、商談会・見本市への参加を足がかりに、
香港への輸出を実現している。

【輸出数量の推移】
○平成22年度 450.5Kg（22年12月～23年３月）

養殖銀鮭、ほや製品、めかぶ製品、たこ製品、さば・つぼ鯛の開き干し、
ほっけすり身

○平成23年度 319.0Kg（震災の影響を受ける）
カツオ、つぼ鯛開き干し、ほっけすり身、あなご蒲焼き

【ウェブサイト】 http://www.miyagi-export.jp/_item/member.php?fid=17

香港 Food Expo 2012に出展

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 日本食品への評価の高さを実感し、販路開拓のモチベーションが上がった。
・ 海外でのアピール方法等について、ノウハウが得られた。
・ 海外の食文化を知ることにより、商品の改善点を見つけられた。また、あらためて日本の食文化の良さを感じた。

宮城県 宮城加工技術協同組合 （水産加工品を香港へ）

【出展した国際見本市】香港 FOOD EXPO 2012



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ 平成21年に輸出環境整備の事前調査を行い、輸出ビジネスをJAあさひな
ブランドの販路拡大の一つの柱と位置づけ、成長著しい中国を対象国として
平成22年度に「輸出ビジネス中期計画（販売戦略３ヶ年）」を策定。
・ ブランド確立に向け、市場調査の結果を活かしたパッケージデザイン、パ
ンフレット等を作成。さらに商談会を通した細やかなフォローとサプライヤー
との連携を図り、香港・台湾を中心に大手飲食店５店舗・大手百貨店19店舗、
小売店ｗｅｂ販売１店舗と販路を拡大中。

JAあさひな独自ブランド「郷の有機特別栽培米・ひとめぼれ」を最初の

戦略作物と位置づけ、将来的には「仙台牛」や加工食品の販路確保を図
るために事業展開。

【輸出実績】
平成22年産 平成23年産

輸出額 1,898千円 → 12,137千円
輸出量 8.8ｔ → 57.3ｔ

【ウェブサイト】 http://www.ja-asahina.or.jp

台湾の大手百貨店での組合長による
試食販売の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
農家所得の向上が見込まれるとともに、商流ベースの販路が拡大することにより、JAあさひなブランドの認

知度が向上し、JAあさひな・サプライヤー・実需者関係の構築などビジネスの幅が広がる。

宮城県 JAあさひな （米を香港、シンガポール、台湾へ）

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成21年度農林水産物等輸出促進支援事業(農林水産物等輸出促進対策)
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)



【輸出のきっかけ、販売戦略等】
・ 国内消費が減少する中、海外販売等を模索しており、平成15年に香港高級スー

パーの日本現地法人社長との出会いをきっかけに、平成16年に横手市観光協会が
香港で「横手市フェア」を開催。
・ 平成16年に香港のバイヤーを横手市に招聘した際、バイヤーが大沢地区のぶど

う 畑に惚れ込み、高級ぶどうジュースの開発に着手。
・ 定番商品として販売を伸ばすため、品目を絞ったプロモーション活動を展開。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 輸出モデルの商品づくりにより、海外のニーズにも関心を持つようになった。
・ ぶどうジュースの評判が国内でも広がり、国内販売も伸びている。
・ 世界を相手にする親を見て、農の現場に跡継ぎが生まれている。
・ 高品質を評価され、同じ果汁を使用した「ジャム」の販売についても要望が寄
せられ、輸出が始まった。商品アイテムが増えたことにより、地元加工所での業
務量も増え、雇用の創出にも繋がっている。

香港の高級スーパーのアドバイスのもと、富裕層をターゲットにぶどう
ジュースを開発、平成17年から香港に輸出。

例年、販売スタッフ、ぶどう栽培農家とともに、プロモーション活動を展開。

秋田県 横手市観光協会 （ぶどうジュースを香港へ）

旧正月(春節)時期のフェア会場

【輸出数量の推移】
初年度 H17年産600本

H19年産6,000本 → H20年産10,000本 → H21年産11,000本



【輸出によるプラスの効果等】
・ 自分達のりんごが海外でも通用することで自信が深まり、生産意欲
が向上している。
・ 海外とのつながりができ、販売の見通しが立てやすく安定的な取引と
なっている。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 平成15年頃、横手市(旧増田町)からの働きかけにより、初めて中国にりんごを輸出した。翌年、
タイで行った試食販売をきっかけに、海外で販売することに好感触を得た。
・ JGAPや秋田県特別栽培認証を取得し、生産管理や品質管理を行っている。
・ 試食販売のほか、数カ国語でポスター・チラシ・DVDなどを作成し、売り場での商品PRに努め
ている。
・ 発泡スチロールでの梱包、品質保持資材の利用により、輸送時の品質維持に配慮している。

増田出荷会(秋田県横手市)では、シンガポールや台湾など世界数
カ国にりんごを輸出。

蜜入りりんごを特長に、「マスダ・ハニー・アップル」として独自のブ
ランド作りに成功。

秋田県 増田出荷会 （りんごをシンガポール、台湾、タイ、香港等へ）

店頭での試食販売

蜜入りりんご「ハニー・アップル」

【輸出数量の推移】
平成19年：11ｔ
平成20年：16ｔ
平成21年：11ｔ



【輸出によるプラスの効果等】
・ 国内外での知名度アップ、産地「秋田」のブランド化。
・ 国内の問屋に左右されない新市場の開拓。
・ 和食だけでなくフランス料理店等、現地の様々な食文化に日本酒が浸透。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 平成17年に県庁主催のアメリカ酒市場視察に参加した際、現地の販売状況を見て、「銘醸地秋田」をアピー
ルし産地のブランド化を図り、秋田県産酒の輸出促進に挑戦したいと考えた。
・ 清酒の輸出は日本の食材を扱う商社や卸会社を通じた輸出が大半を占める中、現地の酒類専門業者に着
目し独自に販売ルートを開拓。清酒と日本文化の普及に努めている。
・ 日系市場だけでなく、現地のインポーターを使う事により、現地の市場に入り込むべく努力している。

秋田県酒造協同組合の秋田酒輸出促進協議会（ＡＳＰＥＣ）加盟５蔵では、平
成20年８月頃から、アメリカの高級レストランや酒販店向けに、「銘醸地秋田」を
アピールし、清酒を輸出している。

秋田県酒造協同組合 （清酒をアメリカへ）

秋田酒輸出促進協議会
アメリカ向けパンフレット

ポートランドでの酒セミナー

【輸出数量の推移】
平成20年度 約11,900L 約2,300万円
平成22年度 約17,000L 約3,600万円
平成23年度 約19,000L 約4,000万円

※ 秋田県の「対米」総輸出量に占める協議会での数量割合は約19％を占めて
いる。

【ウェブサイト】 http://www.aspec-sake.com 
【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】

平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け支援) 等



【輸出によるプラスの効果等】
・ 会員企業が継続して、フェアに参加し、輸出ノウハウを蓄積している。
・ 特に米は、県内の複数の輸出業者により輸出されるなど、輸出への取組が活
発化している。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 秋田県貿易促進協会は、平成16年５月設立。平成19年度までは、環日本海を中心としたミッションや見本市
への出展、食品を中心とする秋田県フェアなどを支援。
・ 平成20年度から農林水産省の補助事業「農林水産物等輸出促進支援事業」を活用し、農産物・食品の輸出支
援を行っている。
・ 香港、台湾、シンガポールの百貨店・スーパーで秋田フェアなどの販促活動のほか、中国・ロシアで市場調査、
現地商談会を実施。
・ 海外バイヤーを県内に招へいし、産地紹介や商談会により、海外バイヤーに県産農産物・食品への理解を深
めてもらい、輸出拡大に取り組んでいる。

一般社団法人秋田県貿易促進協会では、平成20年度から農林水産省の

補助事業「農林水産物等輸出促進支援事業」を活用して、農林漁業者等の
米やりんごなどの農産物、加工食品の輸出への取組を支援している。

一般社団法人秋田県貿易促進協会
（県産農産物等を世界各国へ）

《モスクワでの商談風景》

《台湾でのフェア開催》

【輸出金額の推移（米、青果物、加工食品の合計）】
平成21年：41百万円
平成22年：57百万円
平成23年：43百万円

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成21年度農林水産物等輸出促進支援事業(農林水産物等輸出促進対策) 等

【ウェブサイト】 http://www.a-trade.or.jp



【販売戦略、工夫した点】
・ 輸出取組前から実践しているトレーサビリティにより、安全・安心が実証可能。
・ 国内大手米卸売業者とタイアップした強力な販路開拓力。
・ 新規需要米制度を活用した計画的な生産。
・ 遊休耕作地への作付誘導。

平成20年から国内大手米卸売業者とタイアップしオーストラリア、

香港への輸出を開始。小売販売のほか、現地日本食レストランにも
販売。

現在では、輸出先が台湾、アメリカ、シンガポール、ヨーロッパなど
に拡大。

【輸出用出荷実績】
平成21年度 275ｔ → 平成22年度 332ｔ → 平成23年度 681ｔ

【ウェブサイト】 http://www.ja-obako.or.jp/
おばこライスターミナル(玄米選別、保管施設)

【輸出による効果・メリット】
・ 海外での高い評価は、生産者の誇りとなっている。
・ 新規需要米でも飼料用米などに比べ生産者の栽培意欲が高い。
・ マスコミ等で取りあげられることによる知名度向上とイメージアップ。
・ 生産調整水田から新規需要米の作付けによる所得確保が可能。

【今後の課題】
・ 相手国のマーケットニーズに対応した生産体制の強化。
・ 輸出拡大に向け、輸出用米生産連絡協議会の発足。

秋田県 JA秋田おばこ （米を世界各国へ）



【輸出によるプラスの効果等】
海外で評価されたことにより、生産者の意欲が向上するとともに、

日本産（山形産）の安全性とおいしさの再確認ができた。

【輸出のきっかけ、販売戦略、苦労した点】
・ 輸出のきっかけ：平成16年に県主催の香港現地商談会に出展したところ、なだ万の料理長の
目にとまり、取引を開始。
・ 販売戦略：試食等を通じ､山形県産品の美味しさを全面的に出してPR。
・ 苦労した点：言葉による細部の商品説明の難しさ、文化の違い。

平成16年から山形の豚肉「米澤豚一番育ち」、「天元豚」
等を日本料理の高級食材として輸出開始。

現在は、香港の日本レストラン、高級スーパーが主な出
荷先となっている。平成21年度からはタイへの輸出を新た
に開始。

山形県 （株）山形県食肉公社 （豚肉を香港、タイへ）

H18香港商談会（会場：ジェトロ香港）
でのディスプレイ状況

香港なだ万の山形県産豚肉（米澤
豚一番育ち）のトンカツ料理

【輸出量の推移】
平成16年 0.8トン → 21年 18.5トン → 22年 20.2トン

【ウェブサイト】 http://www.ysyokuniku.jp/ 



【輸出にあたっての販売戦略等】
・ 天狗マークの蜜入りりんごとして、ブランド構築に向け、選果を厳選するとともに高級百貨店での販
売を中心に行っている。
・ 町長及び農協長によるトップセールスと生産者による試食販売を継続し、認知度向上に努めている。
・ 台湾において、天狗マークと朝日町の商標を平成23年に登録した。

朝日町の『天狗マークりんご』としてのブランド確立に向け、台

湾等の高級百貨店で販売を開始。現在は台湾のほかタイ、香港、
フィリピンへ輸出を展開。

輸出数量実績：
平成17年5.5㌧ → 20年37.5㌧ → 22年36.8㌧ → 23年14㌧町長及び農協長による

トップセールスの様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 海外への新しい販路が拡大されたことや、海外でのブランド化により生
産の生産意欲が向上された。
・ 海外への取組が評価されることにより、国内における知名度が向上し、
町内への訪問者とりんご購入者が増加した。

台湾での贈答用りんご箱

見 本

山形県 朝日町果樹組合連絡会議 （りんごを台湾等へ）

てんぐ



【輸出によるプラス効果】
・ 海外からのお客さんの訪問者も増え、造り手の意欲が向上する。
・ 日本酒が広まっていない地域へ販売するため、初心に帰り、日本国
内の営業活動を見直すことにつながる。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 1997年にヨーロッパ向けの輸出をスタート、1999年のアメリカ輸出から、急激に輸出量が増加。
・ 酒の品質だけでなく、山形県の文化や風土も一緒に伝えていく必要がある。
・ レストランの最前線で日本酒を販売するサーバーの方々に「出羽桜」のファンになっていただく。
・ 輸出先の国々にあった商品（酒質、価格帯、容量など）を提案し、きめ細かい対応が必要。

山形の地酒を世界各国へ輸出している。
今後の目標は、「GINJO」を世界の共通語にすること。

山形県 出羽桜酒造（株） （日本酒を世界各国へ）

Joy of Sake （全米日本酒歓評会）

出羽桜で鏡開き

アメリカのレストランで

販売される出羽桜

【輸出数量の推移】
・1997年： 1,000リッター
・2002年： 20,000リッター （ ５年間で20倍の伸び）
・2011年： 74,000リッター （14年間で74倍の伸び）

※ 総出荷量に占める輸出の割合：５％強

【ウェブサイト】 http://www.dewazakura.co.jp/
【出展した国際見本市】VINE EXPO 2009・2011



飯豊連峰の伏流水などの自然の恵みが生んだ米、味噌、醤油、ラーメン、農産物加工品などの喜
多方市の特産品を中国、台湾、香港等へ輸出

福島県 会津喜多方物産協会 （喜多方市の特産品を中国・台湾・香港等へ）

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 当協会会員である酒造業者は、既に、欧米、中国、台湾などへ日本酒等を継続的に
輸出しており、近年の世界的な日本食ブームもあって輸出規模も着実に拡大している
中、日本酒等以外の農産物等についても輸出しようとする機運が高まり、平成19年度
から輸出に取り組んだ。
・ 平成22年度は、福島県、ジェトロ福島、福島県貿易促進協議会と連携を図りながら、
中国（上海市）、台湾（台北市）、香港の百貨店等で喜多方物産フェア等を開催し、試
食・試飲による実演販売やアンケートなどの聞き取り調査、販売促進活動を実施した。

【輸出によるプラスの効果等】
・ 海外で評価されたことにより、他の農産物についても輸出する意欲が高まった。
・ 輸出に係るノウハウの取得と輸出商品開発につながる中国、台湾、香港の一般消費
者の嗜好及び動向調査ができた。
・ 継続輸入や他物産展参加のオファーがバイヤー等からあり、輸出拡大の好機が生ま
れた。
・ 多くの輸出先国で好評を得ているということは、国内でもPR材料の一つとして活用で
きる。

（上から）上海、台湾、香港での物産フェア

【輸出数量の推移】

平成18年： 500千円 平成19年：3,967千円 平成20年：5,236千円

平成21年：5,322千円 平成22年：6,248千円 平成23年：－（震災のため）

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成21年度農林水産物等輸出促進支援事業(農林水産物等輸出促進対策)



【輸出によるプラスの効果等】
・ 国内、海外での知名度アップ。
・ 国内の価格を安定させる。
・ 海外への消費拡大。（国内調整）

【輸出のきっかけ、工夫した点等】
・ 輸出代理店の要請に応じて輸出を開始。
・ ブランドの確立を目指し、国際見本市へも積極的に参加。出荷用段ボールは、「JA伊達みらい」と一目で分かる
ように国内、国外とも統一デザインとし、強化段ボールを使用することで輸送時の傷みによるリスクも軽減させた。
・ 輸出の窓口を一本化することにより、事務量の軽減とロット数の確保に努めた。

果物・野菜の産地として高品質な、もも、いちご、ぶどう、りんご、
かき等を生産・販売。

平成17年からももの輸出を開始した。

福島県 ＪＡ伊達みらい （ももを台湾、シンガポール、タイ等へ）

平成17年にタイで販売したもも

【輸出量の推移】
平成17年：35トン
平成19年：51トン
平成21年：52トン
平成23年：－（震災のため）

タイで販売したぶどう 輸出用の段ボール選果施設【出展した国際見本市】
Ａｓｉａ Ｆｒｕｉｔ Ｌｏｇｉｓｔｉｃａ 2007（国際果実・野菜マーケティング専門見本市）



【輸出によるプラスの効果等】
・ 海外で販売できたことによる新規販売チャンネルの拡大
・ 商品ブランド力の拡大

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 県が中国(上海)で開催した試食会や台湾で行われたフードタイペイで輸出の
手応えを感じた。
・ 中国の麺と違い、麺に｢こし｣や｢のどごし｣があり、スープにコクがある商品な
ので、県・ジェトロ等が開催する海外フェアや試食会に積極的に参加し、“美味
しさ”をアピールしてきた。

福島県中通り、郡山市のまる福株式会社では、福島県等の支援を受け、
平成18年２月に生麺のテスト輸出を開始し、19年から上海、香港、台湾の

スーパーに向けて本格的な輸出を開始。輸出生麺の原料は国産小麦（北
海道産、福島県郡山産）。

福島県 まる福（株） （生麺を中国等へ）

上海での販売促進活動

国産小麦100％の生麺

【輸出数量の推移】
平成18年：約30万円
平成19年：約90万円
平成20年：約105万円
平成21年：約30万円
平成22年：不明
平成23年： － （震災のため）

【ウェブサイト】 http://www.fukufukuya.co.jp/index.html 
【出展した国際見本市】 FOOD TAIPEI 2008



【輸出によるプラスの効果等】
・着実に販路は拡大し、経営的にもプラスである。
・国内外での知名度向上、社員の意欲向上。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 「30年先をみたとき、日本の人口は減っていく。経済
成長し、人口も増える海外の人に我が社の商品を食べ
てもらおう！」という社長の考えの下、輸出を開始した。
・ 貨幣価値の違いや輸送料の上乗せから、「庶民の味
方」商品が「超高級」商品になってしまい、買ってもらえ
るか不安だったが、ターゲットを絞ることで支持してもら
えた。
・ 「あま酒」はノンアルコールだが、「酒」という字が入る
とアルコール飲料と思われ、なかなか理解してもらえな
い。
・ 「こだわりの商品」も、嗜好の違いで受け入れてもらう
までに時間がかかる。

福島県郡山市の株式会社宝来屋本店では、平成17年頃から、上海、香港、台湾及びアメ
リカのスーパー、百貨店向けに、「100年伝承糀味噌」や「冷やしあま酒」、「金山寺味噌」等
を輸出。また、ノルウェーにある日系企業工場向けに三五八漬の素を輸出。

福島県 （株）宝来屋本店 （発酵食品を上海、香港、台湾、アメリカ、ノルウェーへ）

香港での販売風景

商品パッケージ等

【輸出数量の推移】
・ 初年度は海外フェア等に参加し、数十万円程度の売上げ。
・ 平成20年度1,670千円 → 平成21年度3,655千円→平成23年度 －円（震災のため)
・ 総出荷量に占める輸出の割合は約１％。

【ウェブサイト】 http://www.e-horaiya.com 



【輸出によるプラスの効果等】
・ JA会津いいでのブランドが海外で認められたため、地元生産者の生産意欲の
向上に役立った。
・ 国内での知名度アップ（ブランド化戦略）
・ 輸出に係る様々なノウハウを学んだことと、台湾の消費者の嗜好、動向調査が
できた。
・ 継続輸出や他農産物輸出のオファーがあり、輸出量拡大のチャンスが生まれた。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 平成20年に喜多方市物産協会として農林水産省の輸出促進事業を活用し、台湾への米輸出実現に取り組んだ。
商談会等をとおしてPRしてきたが、なかなか輸出業者が見つからず大変苦労した。東京ビッグサイトでの商談会で
現在の輸出業者の社長との出会いで急展開し、現在の取引に至っている。
・ 海外では、いかに目について手にとってもらうかが重要であるため、米袋のパッケージデザインには細心の心配り
をした。

福島県喜多方市の会津いいで農業協同組合では、平成
21年12月から台湾の高級百貨店向けに「会津喜多方米こ
しひかり」を輸出。

福島県 会津いいで農業協同組合 （米（会津コシヒカリ）を台湾へ）

会津喜多方産米コシヒカリ

【輸出数量の推移】

・ 20年400㎏ → 21年２トン → 23年 －（震災のため）
・ 台湾では富裕層の間で大変おいしいと評判になっており、販売
促進活動を通して更においしさを知っていただこうと購買層の開
拓を展開している。

台湾の百貨店での販売促進活動

【ウェブサイト】 http://www.aizu-iide.or.jp/ 



【輸出によるプラスの効果等】
・ 輸出に対する意識変化と生産意欲も高まり、参加業者のほとんどが、今後も
継続して輸出に取り組む意向。
・ 輸出に関わるノウハウの取得。
・ 輸出商品開発につながるタイ、シンガポール、香港の一般消費者の嗜好及び
動向の把握。

【輸出のきっかけ、工夫した点、苦労した点など】
・ 会津みしらず柿は会津地方を代表する特産物であるが、消費及び出荷額の伸び悩みや国内需要の低迷な
ど、生産地を取り巻く状況が厳しさを増している中、新たな販路開拓として海外への期待が高まった。
・ 平成21年に輸出した、みしらず柿のうち船便については、結露及び低温障害により黒変の問題が発生し、
脱渋方法などを検討する必要がある。

福島県会津地方を代表する会津みしらず柿をはじめ、会津の自
然の恵みが育んだ桃、りんごをタイ、シンガポール、香港へ輸出。

福島県 会津みしらず柿海外輸出促進協議会
（みしらず柿等の果物をタイ、シンガポール、香港へ）

香港での販売促進活動の様子

香港スーパーでの販売風景

【輸出数量の推移】
平成20年：約20万円 → 平成21年：約90万円 平成23年：－（震災のため）

※ みしらず柿が福島県ブランド認証制度の認証特産品となり、平成20年度よ
り「会津みしらず柿海外輸出促進協議会」が発足。新たな販路開拓の期待
が高まっている。



【販売戦略、工夫した点等】
・ 輸出先の趣向に合ったビールを醸造し、①原料に赤米を使用する、
②杉樽を使って醸造するなど日本独自のテイストを加えた商品開発
を行っている。
・ 新鮮なビールにこだわる為に、完全無菌の充填設備を導入し、醸造
のプロセスにおいても、有害な乳酸菌、バクテリアの混入を完全排除し
て品質を高めた。

平成８年から日本酒醸造で培われた伝統と技術で，こだわりのある
地ビール醸造を始める。

翌年より世界各国のビールコンテストに出品し数々の賞を受賞して
高い評価を得る。

平成13年にアメリカの代理店からオファーを受けて輸出を開始する。

【ウェブサイト】 http://www.kodawari.cc/

木内酒造のビール醸造所

【輸出によるプラスの効果等】
・ 輸出先での評価が高く、世界各国から引き合いがあった。
・ 輸出量も年々増加しており、平成20年には新工場を建設し、生産設
備の拡充も行った。

ビール醸造所内の風景

茨城県 木内酒造（合） （地ビールをアメリカ、ヨーロッパ等へ）



現当主で55代目、老舗企業でありながら、技術革新に余念がな

い。生酒を日本で最初に蔵出。自家田を所有し、早くから好適米の
改良、紙マルチ栽培、循環形農業への取組を行う。米のみを原料と
した純米吟醸酒、純米大吟醸酒に先駆け的に特化。

1995年から輸出開始。2012年現在、輸出先はフランスをはじめ、世界50カ
国に及ぶ。販売量の約20%が海外への輸出。海外仕様の商品は造らず、国

内と同一商品で高い評価を獲得している。ロバート・パーカーのパーカー・ポ
イントは91点（100点満点）。ロンドンで開催されているInternational Wine 
Challenge（IWC）で金賞、銀賞、推奨商品等々に選ばれる。

【ウェブサイト】 http://www.sudohonke.co.jp/ 

【輸出のきっかけと海外での評価】
1995年アメリカで日本酒の講演依頼での渡米時、現地の日本酒事情の悪さに、輸出を開始。

以来、海外で高い評価を得る。専門家として、ワインのポインティング、レクチャー、お酒の専門家
を対象にしたトレーニングに度々、招聘される。スタンフォードMBA、HEC (仏)等の大学院のビジ
ネス・スクールで講演。ロバート・パーカー氏、IWCから高い評価を得ている。

茨城県 須藤本家（株） （日本酒を世界各国へ）

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
殆どの酒蔵が海外輸出未着手の時期に開始した事で、日本酒全体のイメージ・アップに繋がっ

た。従前から各国の品質基準以上の品質で醸造していた為、どの様な国へも即時に対応すること
ができた。各国で品質のみならず、価格面でも高い評価を頂き、現地での最高価格は、
$13,000.-/720mlで売買されたほど。

ワイン鑑定家ロバート・パー
カー氏と



【タイ国内で販売されている酒は劣化しているというの払拭】
・ 温度管理輸送が発達していない頃のイメージがある。
・ 防腐剤、保存料が入っているイメージがある。
⇒ この２点のネガティブなイメージをJALUXの航空便輸送という手法で払拭した。

JALUXと提携し航空便を使い、品質管理を徹底して熱帯気候

のタイ王国へ輸出。そこが付加価値となり高級百貨店、高級日本
食レストランでの販売。

2004年のOISHII JAPAN（JETRO主催）出展を機に、毎年輸出量を伸

ばしている。クーデター、洪水等の障害が多々あったが、現在もタイ国内に
根付き、日本酒としてブランド化している。

【ウェブサイト】 http://ippin.co.jp/
【出展した国際見本市】 OISHII JAPAN 2004 

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 日本酒のイメージが良い方向に進んでいる。
・ タイに住むお客様が、安心して日本酒を飲む事ができるようになった。
・ 日本酒全体的に温度管理がすすんでいる。
・ 対象顧客が、在タイ日本人、タイ富裕層であり、ブランド強化に繋がった。

茨城県 吉久保酒造（株） （日本酒をタイへ）



【輸出のきっかけ、販売戦略等】
・ ７年前アメリカで食品販売会社の社長をしていた親戚から、日本食ブームで日本酒の需要が増加

傾向にあり今後も期待できる、輸出を考えてみてはどうかと言われ、輸出を開始。
・ 輸出開始当初はアメリカには、日本から数多くの銘柄が輸入されており販売競争も激化していたが、

アメリカの代理店とともに、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ等大都市を中心に展示会イ
ベント、料飲店等への営業を展開することで自社飲料が現地で定着。

創業1804年。原料を吟味して丹精を込めて仕込む大吟醸や純

米吟醸は、ここ数年数々の賞を受賞して国内外で高い評価を得
ている。

平成17年よりアメリカへの輸出を開始。現在は、ヨーロッパ、オーストラリ
ア、グアム、サイパン、シンガポール等へも輸出している。

【ウェブサイト】 http://www.aiyu-sake.jp

愛友酒造の醸造蔵

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
アメリカの輸出をきっかけにヨーロッパ等の数か国へ輸出をしており、輸

出量も年々増加。日本酒の日本国内での需要が減少傾向にある一方で、
輸出に対する期待感が大いに高まっている。

製造蔵内の風景

茨城県 愛友酒造（株） （清酒・梅酒をアメリカ・ヨーロッパ等へ）



【出展した国際見本市】香港 Food Expo 2012

【輸出実績】
○米 平成22年度：27,260kg → 平成23年度：10,000kg
○牛肉 平成22年度： 800kg → 平成23年度：実績なし

【ウェブサイト】 http://tochigipower.com/

香港FOODEXPO2012

輸出用米収穫式

栃木県 一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 （米、牛肉を香港等へ）

栃木県では、平成16年度からとちぎ農産物マーケティング協会
が中心となって、生産者、ＪＡ及びＪＡ全農とちぎ並びに企業等と
連携し、県産農産物の輸出促進を取り組んでいる。

【輸出の概要】

・ 香港を中心に、シンガポール、タイ、ロシア、米国等へ輸出。
・ 輸出品目は、年間を通じて輸出できる米「なすひかり」・「コシヒカリ」、牛肉「とちぎ和牛」のほか、なし、
いちご、ぶどうを中心に輸出。
・ 福島第一原子力発電所事故に伴う、諸外国の輸入規制の影響により輸出量が激減してたが、輸出
可能な品目を中心に順次輸出を再開している。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】

・ 海外での高い評価が、生産者の生産意欲の向上に繋がっている。
・ 取組が各メディアに取り上げられ、国内外を含め県産農産物のPR

に役立っている。



【ウェブサイト】 http://www.tokyo-ramen.com/

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度ジェトロ輸出有望案件発掘支援事業

【出展した国際見本市】
香港 Food Expo 2011 （栃木県ブースに出展）

【輸出のきっかけ】
・ 平成22年６月に市場調査のため香港を訪問。同年８月「栃木県食品商談会in香港2010」に出展。
・ 平成22年９月から香港の主要なスーパーマーケットに香港輸入商社を通じて商品を販売開始。
・ 平成23年８月に香港「Food Expo 2011」栃木県ブースに出展。
⇒   これらの取組を通じて、香港の複数の小売店と継続的に取引を実施。

・ 『ミニサイズ即席麺、乾麺』の香港販路開拓・拡大に成功。
・ 香港輸入商社からの「リピート・オーダー」受注。

【輸出実績】
平成22年度 250万円
平成23年度 750万円

香港の有名スーパー店頭に陳列される商品

【輸出戦略等】
・ 香港 Food Expo 2011では、会場に来場したバイヤーのうち、既に取引関係がある
バイヤーには、新製品の案内等による顧客の定着化を図り、新規のバイヤーには、
香港における輸入商社と情報の共有化を図ることで、さらなる販路開拓に繋げていく
ことができた。
・今後は、香港だけでなく、中国本土への販路拡大を視野に入れていく。

香港 Food  Expo 2011の栃木県ブースに出展

栃木県 東京拉麺（株） （ミニサイズ即席麺・乾麺を香港へ）



【実施した事業】
・ 海外市場調査

マカオ（牛肉）、タイ（豚肉、牛肉）において流通している精肉の価格、取扱状況、専門店及び量販店での銘柄、
商品形態、価格、量目等を現地の精肉担当者等にヒアリングするなどして調査した。

・ 販促活動
香港、マカオ、シンガポールにおいて、レストラン&バーショーなどで試食及びPR資材の配布などを行った。

群馬県農畜産物等輸出推進機構は、平成22年度については、

着実に輸出の実績を伸ばしている牛肉、処理場の整備が進んで
いる豚肉について、東南アジアを中心に販促活動、海外市場調
査を行い、輸出拡大及び新規輸出先の開拓を目指しました。

牛肉の輸出実績（輸出先 米国、香港、シンガポール等）
平成21年度 22.3トン
平成22年度 10.5トン
平成23年度 実績なし（原発事故の影響のため）

現地レストランでの試食会
の様子（香港）

【実施した事業による効果・メリット等】
継続して食肉を輸出するためのノウハウを積み上げられた。

現地スーパーでの販促活動の様子
(シンガポール）

見 本

群馬県農畜産物等輸出推進機構 （食肉を東南アジアへ）

【活用した国等の補助事業等】
平成22年度輸出総合支援対策事業（輸出に取り組む事業者向け対策）



【輸出実績】
平成22年度：野菜 41ｔ 果実 56ｔ
平成23年度：野菜 47ｔ 果実 75ｔ

現地スーパーでの試食販売
の様子（シンガポール）

【工夫した点・輸出によるプラスの効果】
・ 現地における消費動向把握。
・ 輸送時の傷み等ロスの減少。
・ 生産者自ら商談から販売まで係わり、生産に対する意欲向上・地域農
業活性化の一助になっている。

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策)

群馬県 世界に羽ばたけ群馬の会 （野菜・果実を香港・シンガポールへ）

各地区・地域の特性を生かした美味しい野菜・果実を平成22
年から香港、シンガポールに輸出。

現地スーパーでの試食販売
の様子（香港）

【輸出のきっかけ】
各地区・地域には、長い歴史のなかで育まれた土壌、温暖差の大きな山間地区等それぞれが特

色をもっており、その地に合った美味しい野菜・果実が生産されている。
個々に生産活動をしている地域生産者が海外にも販路を拡大し、今まで以上に夢のある生産活

動をしたいとの思いから輪が広がり輸出を開始した。



【輸出の販売戦略等】
・ 主に富裕層をターゲットに、高価格での販売を実施
・ 現地のマネキンによる試食キャンペーンを実施
・ 埼玉産の梨のPRの実施（タイ語によるPOP作成）

平成21年度から、タイに向けて埼玉産の梨の輸出開始。

輸出実績
平成21年度：梨（豊水、新高） 100ｋｇ
平成22年度：梨（豊水、新高） 200ｋｇ
平成23年度：梨（豊水、新高） 220ｋｇ

【ウェブサイト】 http://ja-hibikino.jp/

現地スーパーでの販売の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 安全、安心な農産物のアピール
・ 埼玉産農産物のPR
・ ＪＡ埼玉ひびきの農産物のイメージアップ
・ 生産者の意欲向上

タイ語による埼玉産梨のＰＯＰ

見 本

埼玉県 ＪＡ埼玉ひびきの （梨をタイへ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ オランダで10年に一度開かれるフロリアード2012（フェンロー国際園芸博覧会）の日本国ブースに
参加し、県産植木のPR、刈り込みの実演するなどして、海外の一般消費者やバイヤーにPRした。
・ 平成23年度、24年度に国際フラワーEXPO（IFEX）にブースを設置し、主に中国等アジアのバイ
ヤーを対象に商談を実施。

平成19年度に千葉県植木生産組合連合会輸出入部会を設立
し、県内植木類の輸出を推進。

平成24年度以降は、オランダ国際園芸博覧会に出展する等、
新たな販路開拓に取り組む。

【県内植木の検疫検査合格本数】
平成21年 27千本 平成22年 32千本 平成23年 24千本

（植物防疫所東京支所千葉出張所）
フロリアードにおける刈り込みの実演

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 各地域で輸出グループが組織され、グループ単位で輸出が行われるよう
になった。
・ 国内の需要が低迷している中、若手生産者を中心に生産意欲が向上した。

IFEXにおいてバイヤーとの商談

千葉県植木生産組合連合会輸出入部会 （植木をＥＵ、アジアへ）

【出展した国際見本市等】
フロリアード 2012（フェンロー国際園芸博覧会） 等



【輸出のきっかけ】
・ 千葉県が平成24年にタイの大手小売店で開催した「千葉フェア」への出品をきっかけにタイに「幸水」
を輸出。
・ フェア中に現地において輸入業者と商談を行い、「豊水」についても現地百貨店向けに輸出すること
になった。

全国一のなし生産額を誇る千葉県の中でも白井市は最大規
模の産地。海外に向けた取組として、平成22年に中国への試
験輸出を行った。ところが、直後の23年３月に発生した原発事
故の影響により輸出が停止。平成24年に新たな輸出先としてタ
イへの輸出を開始。

平成24年輸出実績 「幸水」 350ｋｇ
「豊水」 500ｋｇ

現地小売店での試食販売

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
海外への輸出をすることで知名度の向上、ブランド化、さらには

農業の魅力向上や若手の就農への効果が期待。

輸出用豊水梨の箱詰めの様子

【工夫した点、苦労した点等】
・ 成田空港を活用した空輸のため小売価格が高く、試食した上で納得して購入してもらえるようにした。
・ 今後は海上輸送による輸送コストの削減や、高級感のある包装などによる購入意欲の喚起が課題。

千葉県 白井市梨業組合 （梨をタイへ）



【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】

・ 国内の飲食店で以前から「嘉泉」を仕入れていた顧客が中国で焼き鳥の店を開業することをきっか
けに輸出を開始。
・ 中国以外でも現地邦人からの依頼があれば、少量でも輸出に対応している。
・ 輸出国に応じてビンや容器のデザイン、形状を各国のニーズに合うよう工夫している。
・ 近年は、成田空港・羽田空港の免税店での販売や飛行機内用の販売を行うなど販路拡大に取り組
んでいる。

平成12年から都内の卸売会社を通じて、主に中国などの現地

飲食店等の要望を受け、当社の銘柄酒「嘉泉」を輸出している。

主な輸出先であった中国では、「嘉泉」という銘柄名は縁起が
よいという意味からも好評。

【輸出実績】
平成20年度 約 362リットル
平成23年度 約1,240リットル

【ウェブサイト】 http://www.seishu-kasen.com/

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
東京、日本の枠にとらわれないことにより、販売の視野が広がっている。

海外向け本醸造

東京都 田村酒造場 （日本酒を中国等へ）

かせん

かせん

かせん



【販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
展示会等の機会を活用してPRに取り組むとともに、現地レストラン等で顧客対応している担当者との

意思疎通を図り、清酒「澤乃井」の特徴や品質保持への理解度を高めている。

都内卸売会社の取組に賛同し、1985年から主に米国ニュー
ヨーク市、ロサンゼルス市向けに日本酒の輸出を開始。

現在は、アジア、欧州など輸出拡大を図っている。

【輸出実績】
平成20年度 14,000リットル
平成23年度 12,351リットル

【ウェブサイト】 http://www.sawanoi-sake.com/ 

現地スーパーでの試食販売

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ お客様が現地レストラン等で、より良い状態で清酒「澤乃井」を楽しんで
もらえるよう取り組んだ結果、海外の飲食店経営者等が自社醸造所を訪
れるようになり、蔵元としての知名度が向上した。このことが、酒造りの更
なる自信につながった。
・ 輸出量については、安定した輸出を行っている。

輸出用パッケージ（アメリカ向け）

東京都 小澤酒造（株） （日本酒を米国等へ）（を米国等へ）

さわのい

さわのい



【工夫した点、苦労した点等】
最も輸出量が多い台湾向けモモ輸出にあたっては、台湾側から確実な病害虫対策が求められており、

刷毛やエアーガン、拡大ルーペ等を使用して、一個ずつ確実な検査作業を実施している。

山梨県はモモ、ブドウ、スモモの生産量日本一を誇る果樹王国。
本県の恵まれた自然環境や高い技術力に育まれた高品質な果物が

生産され、贈答用等の高価格帯商品として引き合いが多い。

【輸出実績】
平成23年度 果実輸出量 112トン（モモ 89トン、 ブドウ21トン）
平成22年度 果実輸出量 239トン（モモ 207トン、ブドウ29トン）

【ウェブサイト】 http://www.pref.yamanashi.jp/shigoto/nogyo/index.html

現地スーパーで開催したフェア
の様子

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
果物王国「山梨」の産地ブランドを世界に向けて情報発信する効果があ

るとともに、新たな販路である海外市場に大玉で高価格なモモが輸出され
ることにより、特にハウス果実の時期には、国内価格を底上げして、全体
として農家所得の向上に結びついている。

輸出用果実マークを貼付した
販売の様子

【これまでに活用したことのある国等の補助事業等】
・ 平成22年度輸出総合支援事業(輸出に取り組む事業者向け対策)
・ 平成23年度輸出倍増サポート事業(輸出に取り組む事業者向け対策) 等

山梨県果実輸出促進協議会 （県産果実を台湾等へ）



【輸出の取組について】
・ 平成18年度から研究を始め、平成21年度は香港にサンふじの輸出を行い、平成23年度には台湾
へのもも、ぶどうの輸出を行った。
・ 台湾は、検疫が厳しく、病害虫寄生果の排除が絶対条件となっている。輸出する果実は、手作業
でエアーをかけ害虫の痕跡を確認しながら選果を行う必要があるなど、選果作業の効率化が課題で
ある。
・ 供給側の論理で売り込みを図っても、輸出先国の受入れ体制の問題もある。重要なのは、お客様
の基準にあわせること。
・ 平成23年に小布施町の農業委員及び町職員による台湾への視察を行った。

農業の6次産業化に取り組んでいる小布施町は、JA須高と連
携のもと（もも、ぶどう、リンゴなど）海外輸出に取り組んでいる。

【輸出実績】
平成24年度（予定） ぶどう 2,575kg、桃 245kg、りんご1,000kg
平成23年度 ぶどう 260kg、桃 100kg、
平成22年度 りんご 740kg                                          等

【ウェブサイト】 http://www.town.obuse.nagano.jp/

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 台湾等への輸出実績を重ねて、海外への販路を拡げる。
・ また、将来の国内需要が減った場合の販路拡大につなげていきたい。
・ 果物の輸出を小布施ブランド戦略の一つに位置づけ。

台湾スーパーに並ぶりんご

写真提供：須坂新聞社

長野県 小布施町 （もも、ぶどう等の台湾への輸出）

ぶどうの荷造りの様子



・ 温州みかんのカナダ向け輸出
・ 茶の米国本土、ハワイ州に向け輸出
・ 富士山静岡空港を利用した紅ほっぺ(苺)の輸出

【輸出実績】
・ カナダ向け温州みかん 平成23年度 約350t（約248ｔ）
・ 米国向け茶 平成23年度 約 0.3ｔ（約 0.5ｔ）
・ 香港向け紅ほっぺ(苺) 平成23年度 約 1t（約 0.2ｔ）
※ カッコ内は、平成22年度実績。

【ウェブサイト】 http://jashizuoka-keizairen.net/ 静岡茶海外用パッケージ

香港における紅ほっぺ試食販売風景

静岡県 JA静岡経済連 （青島みかん、茶、紅ほっぺ（苺）をアメリカ、香港、カナダ等へ）

【輸出のきっかけ、販売戦略、工夫した点、苦労した点等】
・ みかんの輸出に関しては震災による放射能の影響もあり、米国への出荷ができなかった。
・ 米国本土向け茶のショッピングサイトを開設したものの、サーバーの不具合等に悩まされた。
・ 紅ほっぺは、富士山静岡空港を活用することで、国内輸送時間の短縮、品質保持が可能となった。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 国内価格が安い年には生産過剰分を輸出する事により、農家収入の安定に繋
がっている。
・ ショッピングサイトの実績自体は少ないものの、今後ネットの特性を生かした広
範囲での宣伝効果も期待される。
・ 紅ほっぺについては、新たな販売の取組として、産地のモチベーションが高まっ
てきている。販売先からは、次年度の販売数量の増加依頼がある。



【輸出のきっかけ、その後の取組】
・ 2004年に香港でのHOFEXに出展。その後、静岡県の海外市場開拓研究会に加入し、香港、シンガポール、韓国
の百貨店や高級スーパーでの静岡フェア、バンコクでのASIA FRUIT LOGISTICA（平成19年度）、ドバイでのGulfood
（平成20年度）等に出展。
・ 日本国内では、農水省の開催する輸出オリエンテーション等の商談会に参加。
・ 赤い色が好まれる香港、シンガポール等アジア方面向けに、メロンの箱としては、国内では通常考えられない
真っ赤な化粧箱を作成。

【苦労した点】
・ 当初は、日本との気温の違いや輸送日数等により、傷みが出たが、輸送時の温度管理により品質を安定化。
・ 品質は優れているものの、現地で一般的に販売されているメロンとの価格差が大きい。

【現在の状況、今後の課題】
・ 香港には、定期的な輸出を実現。引き続き、富裕層に高品質なメロンをPRするための工夫が必要。

静岡県では、高品質な温室メロンを周年で栽培し
ており、香港、シンガポールなど、海外の富裕層向け
に販売するため、平成16年より輸出事業を開始した。

輸出実績
平成22年度 メロン6玉入り 128ケース
平成23年度 メロン6玉入り 315ケース

http://www.melox-shizuoka.or.jp/  

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 海外でほとんど知られていなかった、静岡温室メ
ロンをPRできた。試食を行うと毎回、大勢のお客様
が殺到する。
・ 日本と香港等では需要期が違うため、日本の不
需要期に販売できる。

現地スーパーでの試食販売の様子

静岡県温室農業協同組合 （温室メロンを香港等へ）

赤い化粧箱での販売風景



【販売戦略、工夫した点等】
・ 新たな疾病（コイヘルペス病）の蔓延防止に対して地区の生産者全体で
迅速に対応するなど、顧客の信頼を得るため、疾病対策を強化。
・ 海外バイヤーに対する錦鯉の輸送・飼育方法の技術指導や海外で行わ
れる錦鯉の品評会での審査協力・指導の実施。
・アジアカップ錦鯉品評会などの海外で行われる物産展への参加や海外で
好まれる品種を集中的に生産。

【輸出によるプラスの効果・メリット等】
・ 錦鯉養殖業が地域における中山間地での基幹産業となり、後継者確保
につながっている。

「泳ぐ宝石」と呼ばれるような優美な姿を持ち、日本を代表
する観賞魚である錦鯉を20年以上前からオランダ、ドイツ、アメ
リカをはじめとした世界各国へ輸出。

平成16年の新潟県中越地震により甚大な被害を受けたが、

県内の錦鯉養殖業者が連携し合いながら復興を図り、積極的
な輸出拡大に取り組んでいる。

【輸出実績】

平成20年 → 平成23年
633千尾（22カ国） 866千尾（28カ国）
（輸出衛生証明書を必要とする国のみ）

泳ぐ宝石・錦鯉

錦鯉品評会に来場した外国人

新潟県 錦鯉養殖業者 （錦鯉を世界各国へ）


