
【取り組む際に生じた課題】
・国内中心の販路形態だったため、現地ディストリビューターや輸出業者との
パートナーシップが今まで無かった点。

・海外貿易に精通した人材が不足がしていた点。

【ウェブサイト】http://grand-place.co.jp/

【取組の効果】
・海外での販路拡大。現在途上段階であり、さらなる増加も見込む。
・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。
・社内での輸出に対する認識の高揚。

三井アウトレットマレーシア ＫＬ
への出展

◆平成27年７月三井アウトレットマレーシアＫＬがグランドオープン。同ショッピング
モール内日本食品のアンテナショップ「Japan Brand Shop」への出品を通じ、高級
チョコレート菓子をマレーシアへ輸出。

輸出額(千円) 出荷時期

平成27年度（見込） 3,000
通年

平成26年度 50

チョコレート菓子

【主な品目】

マレーシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・シンガポールにおいても日本商品専門のアンテナショッップを利用した輸出を
検討。

・今後、国内商談会や海外見本市を通じた販路拡大を図り、間接貿易を中心と
した輸出額増加を図っていく。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催商談会に参加。またジェトロ千葉受託事業である千葉ブランド農
水産物・食品輸出協議会に入会し、同会の見本市出展や出品紹介などを通じ
て販路を確保。

・間接貿易に絞り、国内渡しによりコスト、人材を掛けず輸出を開始。

【連絡先】 担当者名：貝瀬、ＴＥＬ：03-5733-6840 

【活用した施策・支援】 ジェトロ千葉受託事業 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会（平成25・26年度シンガポール見本
市Oishii JAPAN出展）、ジェトロ主催食品輸出商談会in千葉(平成26年3月)

千葉県 （株）グランプラス
『チョコレート菓子をマレーシアへ』

加工食品

自社商品出品ブースの様子

現地で特に好評のペカンナッツ（抹
茶）
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【取り組む際に生じた課題】
・各国の規制への対応
・まぐろの扱いに不慣れな得意先への説明や知識の伝達
・日本とは異なるマーケットへの対応

【ウェブサイト】 http://www.misaki-megumi.co.jp

【取組の効果】
・売上げの増加
・シンガポールにレストランをオープン

現地店舗への初回の輸出時
の様子

得意先を対象としたまぐろ
講習会の様子

◆三崎のまぐろ屋が目利きしたまぐろを輸出し、日本のまぐろ＝「三崎のまぐろ」という
ネーミングブランドの確立を目指す。

◆香港「FOOD EXPO 2014」等国際見本市に出展し、ASEANを中心に輸出を計画。
◆シンガポールに現地法人を設立し、今年度、「MAGURO DONYA MIURA MISA 

KIKOU   Sushi&Dining」をオープンした。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 50,000 －
９～８月

平成25年度 30,000 －

まぐろ

【主な品目】

香港、シンガポール

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・中東等の他地域への輸出についても開始する予定
・レストラン運営についても、チャンスがあれば拡大する予定・

【生じた課題への対応方法】
・現地での同行営業を実施
・得意先に対し、まぐろの扱い方の講習会等を実施
・現地に出張し、現地のマーケットや得意先との信頼関係を構築
・輸出回数をこなすことにより、社内の輸出に対する対応を整備

【連絡先】 担当者名：石橋、ＴＥＬ：046-881-7286 

【活用した施策・支援】 平成26年 香港「FOOD EXPO 2014」ジャパンパビリオンに出展

神奈川県 （株）三崎恵水産
『まぐろを香港、シンガポール等へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に際し、輸送時の果実の腐敗等による商品劣化に伴い、生産者
の負うリスクが増加する。

【ウェブサイト】 なし

【取組の効果】
・国内市場の販売環境が厳しい中で、温州みかんの安定的な販売先と
なっている。

輸出用の専用ダンボール

輸出みかんの選果作業

◆日本園芸農業協同組合連合会（日園連）を通じ、柑橘地域３農協（湘南、かながわ
西湘、秦野市）が、温州みかんの輸出に取り組む。

神奈川県 ＪＡ全農かながわ
『温州みかんをカナダへ』

温州みかん

【主な品目】

カナダ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・温州みかんの作付は減少傾向にあり、生産量が減少しているため、輸
出量も微減傾向で推移するものと予測する。

【生じた課題への対応方法】
・JA関係者、生産者に対し、リスク内容を丁寧に説明し、輸出に対する
理解を深めてもらう。

【連絡先】 ＴＥＬ：0463-53-1570 

【活用した施策・支援】 なし

青果物

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 2,736 35
11月

平成25年度 6,492 51
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出を行うにあたっての提案先や現地マーケットに関する情報
の不足。

・輸出に関するノウハウの欠如。

【ウェブサイト】 http://www.kamaboko.com/  

【取組の効果】
・輸出ノウハウの獲得により、アジア圏を中心に販路が拡大した。
・輸出に関する情報収集ルートを確保できた。

現地スーパー催事出店の様子

ロンドンでの日本産水産物PRセミナー
参加

◆アジア圏中心に輸出取組み
◆平成27年3月にEU向けHACCPを取得（水産庁による第１号認定）

水産練り製品

【主な品目】

アジア圏、米国、他

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・アジア圏を中心に販路をさらに拡大する。
・EU向けHACCPを取得したことで、EU圏や北米への輸出を目指
す。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催の商談会やミラノでのジャパンサローネへ参加し、
海外バイヤーとの接点や現地のマーケット情報を獲得。

・ジェトロ主催のセミナーに参加し、輸出に関するノウハウを習得。

【連絡先】 担当者名：吉津隆博、ＴＥＬ：0465-33-8029 

【活用した施策・支援】 ロンドンでの日本産水産物PRセミナー

水産物

神奈川県 鈴廣かまぼこ（株）
『かまぼこを世界へ』

ミラノでのジャ
パンサローネ
参加
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【取り組む際に生じた課題】
・物流・商流、輸出相手国等、輸出に関する情報の収集、分析、蓄積。
・輸出相手国の植物検疫措置に的確に対応する必要。
・新たな輸出先としての振興市場への輸出振興策が必要。
・果実加工品等を含めた多品目の輸出を行う戦略戦略の展開が必要。

【ウェブサイト】 https://www.pref.yamanashi.jp/nou-han/index.html 

【取組の効果】
・輸出額５億円に到達 （調査開始以来過去最高）
・高級果実として、モモが定着
・現地での認知度向上・ブランド力向上

試食販売・ＰＲ シンガポール

フルーツフェア会場

◆山梨県産果実の輸出先を、台湾、香港の他、東南アジア地域へ拡大するため、
PR活動 を強化

輸出額(百万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 514 496
４～11月

平成25年度 357 288

山梨県 山梨県果実輸出促進協議会
『モモ、ブドウ等を香港、台湾等へ』

モモ、ブドウ、スモモ

【主な品目】

香港、台湾、シンガポール、タイ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・東南アジアへの販路開拓・認知度向上
・ブドウの輸出強化・輸出品目の拡大
・輸送コスト低減に向けた取り組み

【生じた課題への対応方法】
・輸出情報の受発信体制を強化。
・新興市場への輸出促進活動の実施。
・産地の体制づくりの強化。
・食品加工業等、関係産業との連携強化。

【連絡先】 担当者名：清水、ＴＥＬ：055-223-1603 

【活用した施策・支援】 平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・海外販路開拓の具体的な方法の模索。
・輸送にかかる運送業者や費用の情報。
・輸送中の桃の傷みのリスク。
・継続的な販売。

【ウェブサイト】http://www.yamanashipesca.com

【取組の効果】
・商談会に参加にしたことで、現地のニーズを把握でき、販路の
開拓に繋がった。

・現地プロモーションに参加したことで、現地での自社製品の販
売状況を確認、問題点を把握でき、販売戦略に繋げることがで
きた。

ジェトロ食品輸出商談会in山梨の様子

◆桃は減農薬、有機肥料により栽培。ネクター、コンポートなどの桃加工品は無漂白、香料・保存料無
添加で、原料と製法にこだわって製造している。平成25年度、ジェトロの食品輸出商談会in香港に
参加。その後、成約に至り、平成26年より、香港に桃、桃加工品の輸出を始めた。

山梨県 農業生産法人（株）内藤農園
『桃・桃加工品を香港へ』

桃、桃加工品

【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】

【今後の展望】
・香港への進出を足がかりに、東南アジア等へ販路を拡大する。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロのセミナーや商談会への積極的な参加。ジェトロ山梨の
個別相談やジェトロ香港からの情報を活用。

・桃のテスト輸送を実施し、現地に到着した商品の状態を確認。

・販売先の富裕層向けスーパーにて実施された中秋節、旧正月
のプロモーションへ積極的に参加し、商品をPR。

【連絡先】担当者名：内藤裕一、ＴＥＬ：0553-23-7110 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催農水産物・食品輸出商談会in香港への参加（平成25年）、ジェトロ山梨主催の山
梨県果実輸出情報交換会（平成25年、平成26年）、ジェトロ食品輸出商談会in香港（平成25年）、セミナー多数参加

青果物

桃の加工食品（ネクター・ジャム・コンポート）

平成26年度 輸出量

桃 2.5kg箱・5kg箱 合計500箱程度

桃加工品 ピーチネクター他 合計2,100本程度
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【取り組む際に生じた課題】
・現地市場の情報の不足。
・海外販路の確保。
・１商品の生産本数の低さ。

【ウェブサイト】 http://www.marukiwine.co.jp/

【取組の効果】
・香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパビリオンにて山梨県産のゆ
ずを使用したゆずワイン、甲州ワインを出品し、バイヤーとの商談が成立した。

・海外見本市に出展することでワインのトレンドを知ることができた。また、商談会
に参加し、バイヤーの意見を聞くことで、現地情報を得ることができた。

香港インターナショナルワイン
＆スピリッツフェアの様子

輸出した商品

◆明治24年創業、現存する日本最古のワイナリー。自社農園では不耕起草生栽培と減農薬によっ
て、持続可能な生育環境で健全なブドウを栽培。2008年よりロシアへワインの輸出を開始するな
ど、海外へ輸出していたが、平成26年11月、香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパ

ビリオンへの出展を機に、輸出事業を本格化。中国、香港向けにゆずワイン、甲州ワインの輸出
を開始した。

ワイン

【主な品目】

中国、香港、台湾、韓国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ワイン関連のイベント、食品輸出商談会に参加することで、認知度をアップさせ、
東南アジア市場でのさらなる販路拡大、継続的な取引きを目指す。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催の食品関連セミナー、食品輸出商談会への参加。
・香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパビリオンに出展。
・東南アジアのワイン関連イベントへの参加。
・生産本数の増加に伴う原料の確保。

【連絡先】 担当者名：営業部部長 芦原 ＴＥＬ：0553-44-1005 

【活用した施策・支援】 香港International Wine & Spirits Fairジャパンパビリオン出展（平成26年度）、FOODEXジェ
トロ食品輸出商談会への参加（平成26年度）、その他ジェトロ山梨主催セミナーへの参加

加工食品

山梨県 まるき葡萄酒（株）
『山梨のワインを海外へ』

輸出量（本）

平成26年度 1,700
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【取り組む際に生じた課題】
・海外市場販路の開拓。
・現地バイヤー・市場のワインの嗜好等の情報。
・海外向けのPR方法。

【ウェブサイト】http://wine.jp/alps/

【取組の効果】
・香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパビリオンで甲州ワイン、

そして、アジア圏の方に好まれるあじろんスパークルを出品、そこで商談し
たバイヤーとの商談が成立し、輸出を開始した。

香港International Wine & Spirits 
Fairの様子

◆英国International Wine Challengeなど海外のワインコンクールで受賞暦がある。主要なワイン

製品にスクリューキャップを採用しており、小さな規模でも世界標準をクリアする製品づくりを目
標としている。これまでもオーストラリア向けに輸出をするなど海外への感心は高かった。2014
年11月、香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパビリオンに出展、その後、甲州ワイ
ン、あじろんスパークルなどの輸出を開始した。

ワイン

【主な品目】

中国、香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・東南アジア市場の輸出拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催のセミナー、食品輸出商談会への参加。
・東南アジアでのワイン関連イベントへの参加。
・香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパビリオンに出展。

・日本らしさを強調した海外向けのパンフレットを作成。一部のワインのデザ
インボトルをオリエンタルなイメージにした。

【連絡先】 担当者名：取締役総括部長 前島、ＴＥＬ：0553-47-0383 

【活用した施策・支援】 香港International Wine & Spirits Fairのジャパンパビリオン出展（平成26年度）、食品輸出商
談会in山梨への参加（平成25年度、平成26年度）、その他ジェトロ山梨主催セミナーへの参加

加工食品

山梨県 アルプスワイン（株）
『山梨県産ワインを世界へ』

輸出した商品

輸出量（本）

平成26年度 2,000
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【取り組む際に生じた課題】
・適切な販売ルートの確保
・台湾の特殊な商習慣・流通制度への対応
・高い輸入関税
・アプローチ対象と価格のバランス

【ウェブサイト】 http://www.nakshop.jp/

【取組の効果】
・台湾以外への展開（シンガポール、香港を始めとした東南アジア、 アフリ
カなど）が可能に

・商品知名度・生産者ブランドの知名度向上
・売上額の増加・工場生産負荷の安定化

台湾向け初回の大量出荷（26年10月）

◆輸出の取組は平成25年から主に台湾にリンゴジュースを輸出

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 約43,000 113.8
通年

平成25年度 1,700 2.2

リンゴジュース

【主な品目】

台湾

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・27年度、台湾については、春先の産地偽装事件の影響で輸出量激減、
リンゴ以外のジュースや新製品を投入して輸出量回復に努め、 台湾以
外の地域へ輸出拡大し全体として輸出数量・金額の維持を目指す

・輸出商社と協力してジュース以外の農産品の輸出を開始し、台湾のディ
ラーの経営を支援し農産物全体の輸出額増加を目指す

【生じた課題への対応方法】
・信頼できるディーラーを選定して、独占販売権を付与
・数量面での拡大を目指して、従来のデパート系ではなくスーパー系へ販売
・一度の出荷数量を拡大して、生産コスト・輸送コストを低減

【連絡先】 担当者名； 西脇 富士男（貿易部）ＴＥＬ：0265-36-3206 

長野県 （株）なかひら農場
『リンゴジュースを台湾へ』

加工食品

Food Taipei展示会（27年６月）

台北駅近くのディーラー直営店

台湾のスーパー店頭のリンゴジュース
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【取り組む際に生じた課題】
・海外で米を販売する場合、その販売価格が高い。
・日本の農産物等の輸出事業者が利用する既存の輸出ルートで米を輸出すると、
高いマージンを支払うことになり、輸出するメリットが少なくなる。

【ウェブサイト】 http://shinshu-farm.com/  

【取組の効果】
・流通事業者に支払うマージンを抑えることができ、流通コストを削減したことによ
り、より大きな輸出メリットを享受することが可能となった。

インドネシアでの試験販売の
様子

◆自社の輸出経路を模索しつつ、平成26年度、米をシンガポール、香港に輸出。

米

【主な品目】

シンガポール、香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・現在、米を輸出していないインドネシアへの輸出を始め、既存の輸出ルートに頼
らず、独自に現地のバイヤー等を探し出し、東南アジア諸国のうち、これまで日
本産米が輸出されていない国への輸出を行う。

【生じた課題への対応方法】
・流通コストを抑えるため、できる限り手続を自社で行う。

【連絡先】 担当者名：荻原 昌真、ＴＥＬ：0268-61-6111 

【活用した施策・支援】 なし

長野県 （有）信州ファーム荻原
『米をシンガポール、香港、インドネシアへ』

コメ・コメ加工品

【輸出実績】
・平成26年度、米35トンを輸出。

うち、５トンを自社の輸出経路で現地バイヤーから注文が入る都度、袋詰めの
米（５㎏）をパレット単位で輸出。
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