
【取り組む際に生じた課題】
・貿易全般と、現地市場に関する情報の不足
・類似品への対策不足
・各国の輸入規制への対応方法

【ウェブサイト】 http://www.e-miso.co.jp/

◆輸出拡大により京都の伝統的西京味噌ブランドの地位を向上
◆海外15ヶ国以上で販路を拡大

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 36,338 90.8
通年

平成25年度 31,673 79.1

白味噌

【主な品目】

香港、米国、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】
・既存輸出先国の拡販、新たな輸出先国の開拓
・リピートオーダーの獲得
・現地の食生活に根ざした味噌の活用機会の拡大

【連絡先】 担当者名：西村尚彦、ＴＥＬ：03-3625-8834

【活用した施策・支援】 ジェトロ輸出有望案件支援事業、平成27年ジェトロ食品輸出商談会 at アグリフードEXPO東京

京都府 （株）西京味噌
『西京味噌を米国へ』

加工食品

海外展示会

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロの輸出有望案件制度を利用し、専門家のアドバイスを得る

・展示会・商談会への継続出展と、その後のきめ細かいフォローにより
バイヤーのニーズを的確につかむ

【取組の効果】
・輸出量が平成23年比で1.7倍に

・自社にて海外輸出に取り組み販売ルートを整理することで、輸出戦略
の建て直しが可能に。輸出商談会などを通じて各国への販売ルート・
ネットワークを構築。

・西京味噌のブランドとしての認知度・価値向上を牽引

西京白みそ ・ 西京漬味噌

国内輸出商談会
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【取り組む際に生じた課題】
・取組当初は、書類等の作成に関して知識が少なかった。
・商品の製造体制
・ＨＡＣＣＰなどの取得の必要性

【ウェブサイト】 http://www.hata-kosen.co.jp/

【取組の効果】
・輸出の回数が増えるたびに、書類の対応は早くなった。
・国内と海外と両方の需要に応えるため、機械の稼働も増えた。

・安全・安心な商品製造について、ハード面から社員の意識も含めて変革に繋がっ
た。

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮでの出展

ジェトロ協力の上海での展示会

◆貿易会社を通じて、各国へ輸出を行っている。
◆海外向けの展示会に積極的に参加し、自社商品をアピールすることで、取引先を増
やしている。

瓶ラムネ、ＰＥＴラムネ

【主な品目】

香港、米国、台湾、中国、タイ、ベトナム、
豪州、カナダ、インドネシア 、ニュージー
ランド 他40ヶ国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・現在ＨＡＣＣＰ取得に向け、取り組み中。
・新商品の導入の検討
・輸出国の更なる拡大

【生じた課題への対応方法】
・地道に情報を蓄積し、書類等の作成に不備がないようにした。
・国内出荷の繁忙期と重なった場合、急遽増産をかけ対応した。
・より安全・安心できる商品製造に向け、外部機関を招聘して工場の改善を行った。

【連絡先】 担当者名：中田 秀 ＴＥＬ：06-6921-5138

【活用した施策・支援】 ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ2008から毎年参加 ジェトロの協力により、上海での展示会への参加

大阪府 ハタ鉱泉（株）
『ラムネをＲＡＭＵＮＥへ 大阪から世界へ輸出』

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成25年度 約700,000 3,000
1～12月

平成26年度 約800,000 3,500

加工食品
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【取り組む際に生じた課題】
・商品構成の更なる充実のための組合員の拡大。
・現在商流がある国での更なる販路拡大。

【ウェブサイト】 http://japan-foods.jp/

【取組の効果】
・組合員数が設立時の４社から２年間で61社までに増加。
・海外取引先のインポーターが当初２社から現在６社に増加。

現地ホテル、レストラン向け商
談会の様子

現地百貨店における物産
展を実施

◆輸出に取り組む中小事業者による輸出組合を設立し、多品目混載輸送によるコスト
低減、品揃えを活かした商品提案を実施。
◆海外での商談会、物産展等の開催。
◆煩雑な輸出手続きを一元的に請負。

牛肉、水産物、青果物、加工食品

【主な品目】

タイ、マレーシア、シンガポール、ＵＡＥ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・インドネシアへの輸出に向けた輸出環境の整備
・海外百貨店と連携した通信販売事業の推進
・国内外での常設店舗の設置
・販路拡大の営業ツールとしてインターネットカタログを導入。

【生じた課題への対応方法】
・関係機関と連携して開催した輸出セミナー等の中で輸出に関心のある事業者に対
し組合のメリットをＰＲ。

・現在取引のあるインポーターと連携し、その取引先であるディストリビューターやホ
テル、レストラン関係者向け試食商談会等を実施。

【連絡先】 ＴＥＬ：06-4708-7084

【活用した施策・支援】 平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

大阪府 関西・食・輸出推進事業協同組合
『牛肉、水産物、青果物、加工食品を世界へ』

牛肉

・平成25年11月～平成26年7月の月間平均売上は約300万円だったのに対
し、平成26年8月～平成27年7月までの月間平均売上は約580万円と、２倍
近い成果を上げている。
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アメリカ各地における展示会
の様子

生産地へ海外バイヤーを
招き商談会を開催

◆アメリカ、台湾、カナダ、オランダ、ロシア向け切花の輸出および展示商談会への出
席・開催を通じ、日本の花き生産の発展、地域経済の活性化を目指す。

花き

【主な品目】

アメリカ、台湾、カナダ、オランダ、ロシア等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【連絡先】 日本花き国際化推進協議会 事務局（株式会社なにわ花いちば内)  tel. 06-6914-2303

【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のうち「輸出戦略に沿った産地等の
取組への支援」

【取り組む際に生じた課題】
・日本産花きに対する海外での認知度の向上。

【取組の効果】
・卸売業者に日本の花きについて十分理解してもらうことで、フラワーショップ等の卸
先に日本産花きの魅力がより効果的に伝わり、取引の増加に繋がった。
・日本国内の花き生産者の意欲向上にも繋がった。

【今後の展望】
・引き続き海外販売促進活動を実施するとともに、全国花き輸出拡大協議会とも連
携し、より効果的な日本産花きのＰＲに取り組む。

【生じた課題への対応方法】
・海外花き卸売業者を招聘して産地での商談会を開催。加えて、卸売業者と連携し
その卸先であるフラワーショップ等を対象とした展示会を開催。

・世界でもトップレベルの日本産花きの品質の高さや幅広い品種構成による周年供
給体制についてＰＲ。

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 135,963

通年
平成25年度 105,051

大阪府 日本花き国際化推進協議会
『日本産花きを海外へ』

花き
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【取り組む際に生じた課題】
・香港について、輸出事業の開始までに各種申請等により期間を要した点
（約2年間）。

【ウェブサイト】 http://www.mainichi-milk.co.jp/  

【取組の効果】
・国内向け販売量の下落を補い、販売の安定化に寄与。
・販路を拡大により、通年供給体制を確立。

・輸出品の知名度やブランドとしての価値が向上し、他国からの取引交
渉依頼が増加。

◆香港・台湾の高級スーパーマーケット「City Super」へ自社製品の牛乳を輸出。
◆海外市場でのロングライフ牛乳の販売が好調であるため、殺菌方法に拘った風味の
良い北海道牛乳を提案。
◆現地加工される北海道ブランドのソフトクリーム向け原料供給も実施。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 18,000 90
通年

平成25年度 16,000 80

牛乳、乳製品

【主な品目】

香港、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】
・香港、台湾への輸出を拡大し、平成30年までに輸出額36,000千円を
目指す。
・現地ニーズに合致した商品開発を進める。

【生じた課題への対応方法】
・インポーターとも協力し、香港当局の要求（書類提出、試験輸送等）に粘り
強く対応。

【連絡先】 担当者名：本部販売部 加戸、ＴＥＬ：0725-41-7111 

大阪府 日本酪農協同（株）
『ロングライフ牛乳を香港・台湾へ』

加工食品

香港特別行政区

台湾（中華民国）

- 125 -



【取り組む際に生じた課題】
・空輸の際の温度管理。
・天候などにより仕入れが左右されるなかでの外食店の注文に対する欠品対策。
・輸出に特化した人材不足。

【ウェブサイト】 http://www.risyu.co.jp/

【取組の効果】
・輸出は新規販路であることから、商談の際、安売りせずに品質に納得してもら
うことで、国内に比べ高い利益率となる価格設定ができている。

海外向けＰＲ用チラシ

◆各国の外食店を中心に鮮魚を輸出。天然魚種を中心に、良い物を目利きして提供。

◆国内外の商談会に参加し新規販路の開拓にも取り組む。

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 88,655 通年

鮮魚

【主な品目】

マカオ、アメリカ、マレーシア、シンガ
ポール、タイ、ドバイ、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】
・香港向けに刺身用サクまで加工した状態での輸出に挑戦。
・輸出向けの人材育成。
・魚についての知識を現地バイヤーに提供することで、拡販を狙う。
・カタール、インドネシアなど新たな輸出先を模索。

【生じた課題への対応方法】
・飲食店とのコミュニケーションで季節ごとに最適な品質保持を実施。発生する
問題に対し改善を繰り返している。
・注文を予想しての仕入れにより対応。

【連絡先】 担当者名：笹田、ＴＥＬ：06-6469-2291 

大阪府 利州（株）
『鮮魚をマカオ、アメリカ、マレーシア等へ』

水産物

国内での試食商談会の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・現地消費者の兵庫県産特産品への関心・認知度の不足
・香港での通年販売のための物流、商流の構築

【ウェブサイト】 http://hyogo-umashi.com/  

【取組の効果】
・香港での着実なブランド定着と販売数量の増加（淡路島たまねぎ等）
・香港以外のその他地域への販売拡大、新規市場開拓（神戸ビーフ）

香港高級日本料理店「銀座
いわ」での兵庫県フェア
（平成26年）

ミラノ万博での出展
（平成27年）

◆平成17年度から県特産品の輸出の取組を台湾・香港等で積極的に実施。県産品の
ブランド化推進と合わせて一体的に取り組んでいる。
◆輸出額の大きい｢神戸ビーフ｣を中心に、「淡路島たまねぎ」、「兵庫米」等の兵庫県の
特産品を香港等に輸出・展開。

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 1,507,300
通年

平成25年度 1,504,820

神戸ビーフ、淡路島たまねぎ、兵庫米

【主な品目】

ＥＵ、香港、中東

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・香港での定着を足場に、東南アジア地域での輸出促進を図るとともに、欧米、中東
等への輸出拡大。
・特に、神戸ビーフの輸出が拡大している地域でのその他産品の輸出展開を図る。

【生じた課題への対応方法】
・継続して香港食品展示会（フードエキスポ）に出展。
・食べ方提案やメディアミックスも用いた情報発信

（現地高級料理店「銀座いわ」での“メディア試食会”の開催）
・現地ニーズの高い品目を重点化して、県産農産物の通年販売を継続。
・ミラノ国際博覧会への出展（兵庫県食材の魅力を全世界に発信）

【連絡先】 担当者名：山邊、ＴＥＬ：078-362-9213

【活用した施策・支援】 平成23年度輸出倍増サポート事業、平成24年度輸出拡大サポート事業
平成25年度輸出拡大及び日本食・食文化発信緊急対策事業、平成26年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

香港高級百貨店等での通年
販売（平成26年）

兵庫県 ひょうごの美味し風土拡大協議会
『兵庫の特産品をＥＵ、香港へ』

牛肉
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