
【取り組む際に生じた課題】
・飛騨牛：産地招聘は非常に効果的であるため、引き続き実施したいが
経費負担が大きい。さらに、助成制度も活用しにくくなり、対応に苦慮し
ている

・柿：現地での差別化、他国・他産地との競合に苦戦している

【ウェブサイト】 －

【取組の効果】
・飛騨牛：着実な取扱い店の拡大に寄与
・柿：知名度やブランド価値の向上や国内評価の下支え
・全体：岐阜県を訪れる観光客増へのインバウンド効果

香港量販店での販売の様子

タイからのレストラン関係者
の招聘

◆飛騨牛の取扱い店舗の拡大に向けて、シェフ等関係者を岐阜県に招へし、産地や衛
生管理レベルが高い食肉処理施設の視察を通して、飛騨牛をPRした

◆富有柿の販売数量拡大のため、現地店舗でのPR販売を支援した

飛騨牛(kg) 柿(ｔ) 出荷時期

平成26年度 6,962 21.4 飛騨牛は通年
柿は11月～12月平成25年度 3,369 32.6

牛肉（飛騨牛）、柿（富有柿）

【主な品目】

香港、タイ、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】
・飛騨牛：アジアでの着実な輸出拡大

輸出ターゲットをＥＵに拡大し、輸出ルートの構築を目指す
・柿：輸出拡大に向け、長期出荷の可能性を探る

【生じた課題への対応方法】
・飛騨牛：招へい規模、日程を工夫することで何とか継続
・柿：販売店の店頭で販売員を活用した地道な説明と、パッケージデザインの工夫

【連絡先】 担当：協議会事務局・JA全農岐阜事業開発課 ＴＥＬ：058-276-5431

【活用した施策・支援】 平成24年度～26年度 輸出に取り組む事業者向け対策事業を活用

牛肉

岐阜県 岐阜県農林水産物輸出促進協議会
『飛騨牛、富有柿を香港、タイ、シンガポール、そしてＥＵへ』
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【取り組む際に生じた課題】
・他と差別化された商品（にごり酒）が故に、当初はクレームが多かった。
・アメリカではにごり酒がスタンダード商品となった反面、新規採用率が低下傾向
・為替変動による超円高時代には、代理店との取引価格に問題が発生
・代理店任せの国においては、代理店との意思疎通を怠り販売が減少

【ウェブサイト】 http://www.miwashuzo.co.jp/

【取組の効果】
・現地代理店の献身的な対応によりクレームの減少、にごり酒の認知度向上
・主要輸出国の販売実績が再び微増
・重点取組みを展開した国については、少しずつ販売実績が向上

日本酒（白川郷純米吟醸ささ
にごり酒）

ニューヨークでの展示会
（現地代理店主催の展示会）

◆1996年（平成８年）より日本酒の輸出を開始（アメリカ）し、順次、輸出先国を拡大

◆ 主力商品を常温流通可能な「にごり酒」とし他社と差別化

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 昨年より１割増 21.8 通年（出荷地
域により出荷
回数が異なる）

平成25年度 － 21.0

日本酒（にごり酒等）

【主な品目】

アメリカ、欧州、シンガポール、香港等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ｱﾒﾘｶに対して積極的な新商品の投入及びプロモーションにより各年増加を目指す。
・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙとﾖｰﾛｯﾊﾟを中心に商品の存在感構築、隣国への波及効果を狙う。

【生じた課題への対応方法】
・現地代理店と密な打ち合わせを行うこと等により信頼関係を構築
・市場的に有望な国・地域を対象とした展示会・商談会には積極的に参加
・独自に定めた重点国へ、積極的に販売促進策を展開

【連絡先】 ＴＥＬ： 0584-78-2201 メールアドレス：info@miwashuzo.co.jp 

【活用した支援・施策】 JETRO主催の海外輸出商談会に参加、岐阜県海外販路開拓事業への参加など

コメ・コメ加工品

岐阜県 （株）三輪酒造
『日本酒をアメリカ、欧州、シンガポールへ』

（日本酒・酒類輸出商談会 in 岐阜(2015)）
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【取り組む際に生じた課題】
・日系市場に限定されがちのため、新規の販売チャンネル確立が課題
・スペックシート（仕様書）が国、業者ごとに異なり個別対応となるが多い

【ウェブサイト】 http://www.uchibori.com

http://www.uchibori.com/english2/index.html 

【取組の効果】
・展示会等へ参加することにより、現地の有力バイヤーと商談が成立、販路拡大
・国内外で知名度が向上し、社員の意識も向上

FOODEX Japan(2013)
での出展の様子

「すし酢」紹介

◆30年以上前から食酢の輸出に取り組み、現在はEUを中心に複数の国に輸出拡大
◆100年以上続く伝統的な食酢づくりにこだわりつつ、ISO22000、FSSC22000の認証
を取得するなど伝統と革新をアピール

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 303,468 2,984
通年

平成25年度 221,978 2,404

米酢、すし酢

【主な品目】

ＥＵ、オーストラリア、アジア諸国、米国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・海外での「日本のすし」の人気増大を捉えて、現地のすし業界を中心に販路拡大
・2020年（平成32年）までにEU諸国を中心に売上額10億円を目指す

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催等の国内外の展示会・商談会に積極的に参加
・海外展開部門を組織化し勉強会等により、担当者の国際的な知識の向上

・日本食人気により海外で「すし」の認識が高まる中、おいしい「すし」を作るため
には日本のおいしい食酢が必要であると提唱

【連絡先】 担当者名：内堀 文裕、ＴＥＬ：0574-43-1185 

【活用した支援・施策】 FOODEX in Japan（15年以上連続参加）・ANUGA2015 in Germany

加工食品

岐阜県 内堀醸造（株）
『食酢をＥＵ諸国、オーストラリア等へ』
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出の希望が以前よりあり、実際、海外からのオファーもあったが、具体
的手続きや経費等もわからなく、見積もりもできない状態で輸出が不可能
だった。

【ウェブサイト】 http://www.hida-yamatake.jp/

【取組の効果】
・これら関係機関からの情報提供により、輸出を実現した。
・国内需要の減少にもかかわらず、海外需要の増大により売上等が20％
向上し、今後の会社の方向性が見出せた。

現地展示会での試食販売の様子

◆ジェトロ岐阜での貿易相談対応、ジェトロ主催の商談スキルセミナー、Thaifex 2015
ジャパンパビリオンやジェトロ輸出商談会2014 in ISHIKAWA等への出展を通じて、
各国への輸出に取り組んでいる。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 70,000 7
1‐12月

平成25年度 5,000 0.6

牛肉

【主な品目】

香港、米国、タイ、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】
・輸出等をさらに拡大。

・また、海外パートナーとの共同店舗展開により自社の生産から販売、飲
食等のノウハウを海外パートナーと共有し、より積極的に海外展開も進
める予定。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロほか関係機関へ問い合わせ、関係情報を収集した。

【連絡先】 担当者名：山本 明 、ＴＥＬ：0577-32-0571 

【活用した施策・支援】 平成25年度、平成26年度Food Expo、THAIFEX 2015ジャパンパビリオンへの参加他

岐阜県 （有）山武商店
『牛肉を香港、米国、タイ、シンガポールへ』

牛肉
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【取り組む際に生じた課題】
・茶店卸用茶葉⇒自社が扱う白川茶では、静岡茶・鹿児島茶の価格、品
質でかなわない。

・流通用茶葉⇒日本茶はすで導入されている所が多い。
・業務用茶葉⇒中国製品が市場形成しており、価格面でかなわない。

【ウェブサイト】 http://www.006756.jp/

【取組の効果】
・輸出を通して、有機商品、原料は海外においても安全安心と認知されて
きており、貿易に関心が集まりつつある。

現地展示会での試飲販売の様子

ｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾃｨｯｸ。粉末茶・ﾃｨｰﾊﾟｯｸ製品
を試飲販売

◆ジェトロ岐阜での貿易相談対応、食品輸出・商談スキルセミナーへの参加、Winter 
Fancy Food Show 2014のジャパンパビリオン出展等を通して、継続的な輸出が実
現している。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 11,500 1
1～12月

平成25年度 10,570 1

お茶

【主な品目】

香港、米国、台湾、シンガポール、豪州、
ニュージーランド

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・日本食材は海外でも認知されてきていることは肌で感じるが、エンドユー
ザーへのフォロー体制（現地事務所等）が開設出来れば、もっと増やし
て行けると思われる。

【生じた課題への対応方法】
・茶店卸用茶葉⇒有機原料を中心に提案
・流通用茶葉⇒他社に無い商材の提案(ｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾃｯィｸ、有機商品等)
・業務用茶葉⇒品質をｱﾋﾟｰﾙ（日本産の粉末茶、ﾃｨｰﾊﾟｯｸ等)

【連絡先】 担当者名：各務泰則、ＴＥＬ：0574-77-1245 

【活用した施策・支援】 FOODEX 2015、ジェトロ主催食品輸出商談会 in 名古屋への参加他

岐阜県 （株）ますぶち園
『お茶を香港、米国、台湾、シンガポール等へ』

茶
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【取り組む際に生じた課題】
・語学等の問題で現地企業と商談後に継続してコミュニケーションをとることが自社のみでは困難。

【ウェブサイト】 http://www.nihonizumi.co.jp/

【取組の効果】
・国内パートナー企業（商社）との信頼関係を構築し、他国への輸出提案につながった。

◆平成27年2月の日本酒・酒類輸出商談会in岐阜（ジェトロ）での商社とのマッチングを
機会に輸出につなげている。

輸出額(千円) 輸出量(L) 出荷時期

平成26年度 325 130
1～12月

平成25年度 624 190

日本酒

【主な品目】

中国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・各セミナーや商談会に積極的に参加し新規顧客の獲得、販路拡大を目指す。
・輸出国の需要にあった商品を企画する。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ商談会をきっかけに国内パートナー企業（商社）と輸出に取組む。
・国内パートナー企業（商社）との関係を強化すべく企業訪問を行い、自社の強みをPRした。

【連絡先】 担当者名：武山昌平、ＴＥＬ：058-271-3218 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催平成26年度日本酒・酒類輸出商談会 in 岐阜、平成27年度韓国向け日本産酒類
輸出商談会 in 名古屋への参加他

岐阜県 日本泉酒造（株）
『日本酒を中国へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出国の商習慣の違いの対応

【ウェブサイト】 http://www.tenryou.com/

【取組の効果】
・PBラベル作成による安定した需要が見込める。

・関係を強化したことにより、ビジネスとしても旅行としても、代
理店の来日する回数が増えた。

香港での展示会の様子

現地のお客様へ向けた酒
ディナーの開催

◆国内ではジェトロ主催の日本酒・酒類輸出商談会in岐阜（平成27年）、FOODEX 
2015商談会等へ の参加に加え、ジェトロ岐阜での貿易相談の活用をした。

◆海外ではアルコールの展示会に加え、単独でソムリエ向け酒セミナーの開催、レストラ
ンでの酒ディナーを開催をした。

日本酒

【主な品目】

香港、米国、台湾、中国、EU、シンガ
ポール、豪州、ロシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・平成32年までに輸出割合を10％へ伸ばす。

・飛騨高山、下呂温泉、東海地域のインバウンド客への国内
販売の強化。

【生じた課題への対応方法】
・現地代理店、取引先との関係強化。
・PBラベル作成などによる細かい対応。

【連絡先】 担当者名：上野田又輔、ＴＥＬ：0576-52-1515 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催平成26年度日本酒・酒類輸出商談会
in 岐阜、ジェトロ食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN2015への参加他

岐阜県 天領酒造（株）
『飛騨の日本酒を香港、米国、台湾、中国等へ』

コメ・コメ加工品

現地会員制レストランで酒
ディナーの開催

輸出量

平成26年度 前年度比約40％増

※総出荷数量に占める輸出の割合は約３％
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【取り組む際に生じた課題】
・米国展示会後のフォローアップが不十分であり見込客を獲得出来ないこと。

・顧客から商品を求められても米国に在庫が確保されていないのでチャンスを
逃していること。

・米国のグルテンフリー市場が成熟期に入っており、コストダウンが必要

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

【取組の効果】
・１月のＷＦＦＳ開催中に来場した見込み客とアポを取り商談が出来き、２社と成約。
・26年度よりロサンゼルスに担当者を配置し少量ではあるが在庫を確保、ネット販売を強化でき、輸出量も増加。
・コンテナ輸送は現在も取組中。

Winter  Fancy Food Show 2015 展示
ブース

◆ANUGA 2013、Winter Fancy Food Show 2014, 2015、アグリフードEXPO大阪
2014等のジャパンパビリオンへの出展、ジェトロの輸出有望案件支援事業（平成23
年～平成25年）を通じ、米国への輸出を実現。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 5,200 7.5
1～12月

平成25年度 3,000 4.3

米粉麺

【主な品目】

米国、ブラジル、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】
・ロサンゼルスに担当者を配置することで米国に窓口ができ、１年を通して迅速に顧客とコンタクトが取れるように
する。

・現在、米国にて新規顧客(スーパー等）とネット販売を強化しており、年３回程コンテナで商品を輸送できるよう
にし、販売価格を抑えて行く。その為に販路拡大は必須。

【生じた課題への対応方法】
・展示会にて好感触を得た見込み客に対し直ぐにアポイントを取り、後日商談する。
・米国に拠点を持ち在庫を確保する。
・コンテナ単位で輸送できるようにし物流コストを抑え販売価格を下げる。

【連絡先】 担当者名：犬飼聡、ＴＥＬ：058-262-9374

【活用した施策・支援】 Winter Fancy Food Show（平成26年、平成27年）ジャパンパビリオン、ジェトロ主催ロサンゼ
ルス日本食品マーケティング拠点事業への参加他

岐阜県 小林生麺（株）
『米粉麺を米国へ』

コメ・コメ加工品

 
- 97 -



【取り組む際に生じた課題】
①木材の中でも一枚一枚異なる特殊材のため、容易に通らない通関の課題。
②外国での商標など知的財産権に関する課題。
③現地展示会でのPRの仕方、取り組み方等、提案方法の課題。

【ウェブサイト】 会社 http://www.ymg-s.co.jp/ 無垢一枚板(外国語対応) http://www.itakurawood.jp/

【取組の効果】
①通関の仕方に関する情報など、自社では調べきれない情報提供を得た。
②知的財産権に関する方針を立てることができた。
③展示会開催前にあらかじめメールDMを発送できた。

シンガポール展示会出展の様子

現地バイヤーが運営する弊社
商品を取り扱ったショールーム

◆ジェトロのキョンヒャンハウジングフェア・ジャパンパビリオン出展（平成26年、平成27
年）、シンガポールBEX出展のサポートを受け、継続的に提案活動をすすめている。

◆岐阜事務所での貿易相談対応、各種セミナー活用等により、無垢一枚板等の輸出
に取り組み始めている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 60,000 42.6
4～3月

平成25年度 37,500 72.3

木材（銘木、一枚板等）

【主な品目】

台湾、韓国、中国、シンガポール等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・アジア、アセアン地域に対する輸出が拡大し、継続するよう提案活動を続ける。
・アメリカ、ヨーロッパ地域に関する提案について情報収集。

【生じた課題への対応方法】
①各国ごとに異なる通関方法を前もってジェトロ相談窓口に相談し、対応を検討。
②知的財産権に関して相談窓口に相談し、対応を検討。
③展示会準備の段階で、想定顧客先を相談窓口に相談。

【連絡先】 担当者名：戦略企画室（吉田、鷲見） ＴＥＬ：058-271-3111

【活用した施策・支援】 キョンヒャンハウジングフェア（平成26年、平成27年）、ジェトロ主催平成26年度アジアキャラバ
ンへの参加他

岐阜県 ヤマガタヤ産業（株）
『木材をアジアの市場へ』

林産物
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【取り組む際に生じた課題】
・バイヤーとコミュニケーションするための十分な語学力を持
つスタッフの不足

・輸出に係わる手続き
・取引先との信頼関係（金銭面も含む）の未構築

【ウェブサイト】 http://www.shinwa-m.com

【取組の効果】
・展示会に継続出展することで、語学・輸出手続きの実践を
積むことができた。また、韓国内の情勢を知ることが出来、
知識が増え、知名度が上がった。

・今後の取り組みの方向性が明確になった。

本

現地展示会の様子

現地展示会での商品説明

見 本

◆ジェトロのキョンヒャンハウジングフェア・ジャパンパビリオン出展（平成25年、平成26
年、平成27年）により輸出の取り組みを強化した。

◆出品したログキットハウスに対するバイヤーの評価を直接得ることで、現地の市場動
向を知り、販売促進の方向性が明確になった。

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 5,440
4～3月

平成25年度 6,180

木材

【主な品目】

中国、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】
・韓国内に桧ログキットハウス展示場を建築し、知名度を上
げ、売り上げ増を図る

【生じた課題への対応方法】
・語学力向上にむけて時間を掛けて対応。
・海運会社等への問い合わせ。
・ジェトロキョンヒャンハウジングフェアへの継続出展（平成25
年から平成27年）

【連絡先】 担当者名： 今井、ＴＥＬ：058-384-8784

【活用した施策・支援】 ジェトロのキョンヒャンハウジングフェア（平成25年、平成26年、平成27年）
ジャパンパビリオンへの参加

岐阜県 親和木材工業（株）
『木材を中国、韓国へ』

林産物
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【取り組む際に生じた課題】
・これまで商社任せであったため、直接輸出のノウハウがない
・直接輸出するための海外顧客とのマッチングをどうするか

【ウェブサイト】 http://nanzanen.jp/

【取組の効果】
・顧客と直接コミュニケーションすることで、顧客のニーズに的確に合致した商品
提案が可能となった
・海外顧客と直接やり取りすることで、タイムリーな対応が可能に
・直接輸出することで、流通コストを削減

主な輸出商品である抹茶

Winter Fancy Food Show2013 
に出展の様子

◆平成26年より東南アジア諸国向けに直接輸出開始
◆茶園栽培から抹茶生産、輸出まで自社で全て対応することにより海外農薬規制への
対応や、各国顧客の様々な要求に対応

輸出額 全出荷量に占
める輸出割合

出荷時期

平成26年 昨年の５％増 18％
通年

平成25年 － 13％

抹茶

【主な品目】

東アジア、北米、東南アジア、ＥＵ、
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】
・全体の出荷量に対する海外輸出量の比率を、3年以内に30%以上へ引き上げ

【生じた課題への対応方法】
・平成24年、あいち産業振興機構主催の海外ビジネスハンズオン支援制度活用
・ジェトロや自治体の主催する商談会・展示会へ積極的に出展
・平成26年11月より、愛知県食品輸出研究会へ入会

【連絡先】 担当者名：営業企画室長 富田晋介、ＴＥＬ：0566-99-0128 

【活用した支援・施策】 ジェトロ食品輸出商談会in名古屋(2015)、セミナー「食品輸出先としてのタイ」(2014) 他

愛知県 （株）南山園
『抹茶を香港、米国、タイ等へ』

茶
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【取り組む際に生じた課題】
・主に商社等を介する間接取引のため、輸出先現地の状況の把握が困難
・その時々の輸出先国との国交状況により取引量が大きく変動
・輸出に関する情報と知識の不足

【ウェブサイト】 http://www.houraisen.co.jp/ 

【取組の効果】
・新たな輸入業者との取引で販路開拓、輸出量増大
・直接取引により、有利な取引条件での商談が可能
・知名度やブランド価値の向上により、社員の勤労意欲向上

「夜半の月」500ml
米国・韓国向け商品

韓国向け輸出専用商品ラベル

輸出額(千円) 輸出量(KL) 出荷時期

平成26年度 41,509 32.9
通年

平成25年度 31,747 25.7

日本酒

【主な品目】

韓国、アメリカ、香港、イギリス、
オーストラリア、中国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・取引のなかった国にも販路拡大
・2020年（平成32年）度までに、5,000万円の売り上げを目指す

【生じた課題への対応方法】
・愛知県等主催の輸出実務講座に参加
・酒造組合主催の海外イベント・商談会等に参加して直接取引を増加

【連絡先】 担当者名：原田 昌彦（総務部）、ＴＥＬ：0536-62-0505

コメ・コメ加工品

愛知県 関谷醸造（株）
『日本酒を韓国、アメリカ、香港等へ』

◆2005年（平成17年）より日本酒を韓国、米国に輸出開始

◆酒造組合等のイベントに出展し、輸出先国を拡大
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【取り組む際に生じた課題】
・これまで輸出業者まかせであったため、アジアを中心としたローカ
ル市場の開拓が不十分

【ウェブサイト】 http://www.mizkan.asia/ap/default.asp

http://www.mizkan.co.jp/index.html

【取組の効果】
・新たな販路開拓により輸出量の増加
・現地のディストリビューター、業務用ユーザーからの知名度と企業
イメージが向上

つゆ製品のデモンストレーション販売
の様子 （韓国・江南のスーパー）

「金のごまだれ」シリーズ

◆2004年（平成16年）、シンガポールに販売会社を設立し、シンガポールを中心に
アジア各国への輸出拡大

【輸出実績】 平成26年 約10億円 平成25年 約９億６千万円 （通年出荷）

食酢、ぽん酢、たれ、つゆ、ドレッシング等

【主な品目】

アジア、北米、ＥＵ、中東他

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・特にアジア各国での受容性のある商品のラインアップを強化し、更
なる輸出拡大を図る。

【生じた課題への対応方法】
・現地販売会社を活用し、現地・ローカルのディストリビューター、業
務用ユーザーへの取組を強化

【連絡先】 担当者名：アジア統括部 輸出課 山本 浩二、ＴＥＬ：0569-24-5101 

加工食品

愛知県 （株）Mizkan
『食酢・調味料を世界各国へ』
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【取り組む際に生じた課題】
・シンガポール政府により輸入を許可された農場で生産されている必要
・輸送途中にヒビ・割れが発生
・日本国内で鳥インフルエンザが発生すると、発生地域を問わず輸出停止

【ウェブサイト】 http://www.sanei-keiran.com

【取組の効果】
・会社の知名度、商品ブランドの向上
・生産者、社員の勤労意欲が増加し、モチベーションの向上
・職場全体の活性化

輸出商品「まんげつ濃厚卵」

当初テスト空輸の割れ状況

◆2012年（平成24年）より自社ブランド鶏卵「まんげつ濃厚卵」をシンガポールに輸出

◆品質劣化防止を前提とした物流体制をフォワーダーとともに構築

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 － ※ ４ 通年（26年は鳥イ

ンフルエンザのため
通年出荷できず）平成25年度 － ８

鶏卵

【主な品目】

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】
・アジアに限らず輸出可能国に新規売り込み、販路拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・販路開拓に関して、国内に限らず国外の可能性も含め早期より取組を開始
・生産農場ごとに品質管理を徹底するとともに鮮度確認を実施
・輸送途中の不可避な割れ等を見込んだ出荷により欠品を防止

【連絡先】 担当者名：営業部 久永時男、ＴＥＬ：0564-24-4455

【活用した支援・施策】 JERTRO主催の海外ブリーフィング

その他

愛知県 三栄鶏卵（株）
『鶏卵「まんげつ濃厚卵」をシンガポールへ』

異常卵検査装置による品質確認
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出専門の部署がなく、輸出についての知識不足
・製品包装を相手国の輸入規制に対応した材質に改良する必要
・海外の消費者に商品内容が理解できるパッケージデザインの開発
・海外輸送に日数がかかるため、賞味期限（常温保存180日）の延長

【ウェブサイト】 http://www.ja-aichi.or.jp/pearlrice/

http://www.ja-aichi.or.jp/main/news/2015/03/newsja6.html 

【取組の効果】
・海外という新たな販路開拓に取り組むことにより国内でも再注目
・賞味期限の延長及びパッケージの改良等により、平成27年５月から、オランダ
にてさらに販路が拡大

「シャリ持慢」 ロゴ

「シャリ持慢」
海外用パッケージ

◆酢飯に適している愛知県産米「あいちのかおり」を使用した、握った形のすし飯パック
「シャリ持慢（じまん）」（包装米飯）を開発し、平成24年度よりオランダに輸出

輸出額 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 前年比10％増 1.80
通年

平成25年度 － 1.66

すし飯（コメ加工品）

【主な品目】

オランダ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・オランダ向けは輸出量拡大
・米国、EU諸国、アジア地域への販路拡大を目指す

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催の輸出関係セミナー等に参加
・輸出業者と共同開発で海外用パッケージデザインを作成
・製品が褐変しても品質的には問題ないことを確認し、「褐変の可能性あり」と
注記した上で賞味期限を延長

【連絡先】 担当者名：渡邉 拓也 ＴＥＬ：0566-79-2201

コメ・コメ加工品

愛知県 ＪＡあいち経済連
『すし飯パックをオランダへ』

調理例：サラダ寿司
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【取り組む際に生じた課題】
・日本産花きに対する海外バイヤーの認知度不足
・国内生産者の輸出に対する関心・理解の不足
・非効率な国内輸送（成田空港までの横持ち輸送、卸売市場間の転送など）

【ウェブサイト】 http://jpec2012.jp/  

【取組の効果】
・平成26年度は販路が急拡大。15カ国21都市に。輸出実績も平成25年度対
比152%に。

平成26年3月開催のセミナーの様子

JPECフラワーショー2014in香港
の様子

◆平成15年の中国向け洋ラン鉢物の商用輸出を皮切りに、その後販路を香港、シンガポール、ドバイ、
ロシア等に販路を拡大。

◆ 平成27年度のモスクワFlowers Expoのジャパンパビリオンにも、平成26年度に引き続き出展。この

ほか、ジェトロ名古屋との共催により、９月に海外バイヤー招聘・商談会を実施し、さらなる輸出量の
拡大および輸出先の多様化に向けて積極的に取り組みを進めている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 55,758 44.4
１‐12月

平成25年度 36,756 26.0

切花、鉢物、植木

【主な品目】

香港、中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ、
フィリピン、UAE、オーストラリア、アメリカ、ロシア、オランダ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・当面は年間輸出額1億円突破を目標に、販路の拡大と出荷頻度の増大を目
指す。

【生じた課題への対応方法】
・JPECフラワーショーを核にした海外での積極的なプロモーションを展開
・９月、３月に花き輸出に関するセミナーや海外バイヤーとの交流の場を創出
・日本の中央であり一大花き生産地域にある中部国際空港に輸出発地を集約

【連絡先】 担当者名：佐々木、ＴＥＬ：(0562)96-1189

【活用した（する）施策・施策】 「モスクワFlowers Expo」ジャパンパビリオン出展（平成26年、平成27年）、 「ジェトロ
花き輸出輸出商談会in愛知」共催（平成27年）

愛知県 （一社）日本植物輸出協議会（JPEC）
『日本産花きを世界市場へ』

花き
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【取り組む際に生じた課題】
・代理店を決めるための情報が不足
・食文化や嗜好が異なる中で、商品の価値をどのように伝えるか
・商品の価格についての考え方・決め方

【ウェブサイト】 http://www.mikawamirin.com/index.php 

【取組の効果】
・小売、業務用ともに、ここ数年で取扱い先が大幅に増えた。
・業務用に輸出開始した1.8Lペットボトルが横展開中。
・現地のシェフから新たなみりんの使い方の提案が出るようになった。

FOOD EXPO2015で
取材を受けている様子

愛知県食品輸出研究会主
催の香港レストラン商談会
にて、みりんを使った料理
のデモ

◆オーガニックマーケット向けには以前から輸出していたが、一般食品市場には平成23年秋に参加し

た香港での商談会を契機に取組を開始。高級スーパーのほか和食レストランへの販路拡大を進め
ており、中華圏では中華料理へのみりんの応用の提案を通じ、さらなる販路の多様化を試行錯誤中。

◆ジェトロ輸出有望案件支援サービスの採択を受け、専門家によるアドバイスやマッチング支援を活用
しながら、関連セミナー、海外見本市、商談会等に多数参加し、海外展開を積極的に進めている。

輸出額(前年比) 輸出量(前年比) 出荷時期

平成26年度 105％ 89.1％
通年

平成25年度 211％ 338％

みりん

【主な品目】

香港、台湾、アメリカ、EU 等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・アジアを中心に、さらに業務用を拡販していく。

・みりんだけではなく、他の調味料（醤油・味噌など）とセット提案を行う。

【生じた課題への対応方法】
・ ジェトロ現地事務所のコーディネーターに相談、ブリーフィングサービスを活用した。
・各ジャンルの料理に対応したレシピを準備し、レシピ提案力を高めた。
・顧客の要望に応えるために、1.8Lのペットボトルを新たにラインナップに加えた。

【連絡先】 担当者名：角谷文子、ＴＥＬ：(0566)41-0748

【活用した施策等】 ジェトロ輸出有望案件支援サービス（継続中）、香港Food Expo 2015ジャパンパビリオン、
FOOD TAIPEI 2015ジャパンパビリオン、韓国日本酒マーケティングセミナー（平成27年）、ジェトロ食品輸出商談会
at FOODEX JAPAN（平成27年）、ジェトロ食品輸出商談会in沖縄（平成26年）、シンガポール日本産農産品取扱企
業とのマッチング個別商談会 （平成26年）

愛知県 （株）角谷文治郎商店
『三州三河みりんをアジア、欧州へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・三重県産品の輸出先国での知名度不足
・牛肉を米国向けに出荷・と畜・流通させていくルートが未確立
・青果物の船便輸送に伴う品質の低下

【ウェブサイト】 http://www.pref.mie.lg.jp/CHISANM/HP/yusyutsu/index.htm 

【取組の効果】
・バイヤー招へいにより、バイヤーが三重県産品の品質を高く評価
・有望な複数の商談が継続
・平成27年１月、三重県産牛肉の米国向けに商業輸出が実現

THAIFEX 2015 出展
（タイ・バンコク）の様子

伊賀牛 BtoB プロモーション
（米国・シアトル）

◆平成26年３月、三重県産農林水産物及び加工品の輸出促進を図る目的に設立
◆これまで台湾、タイ、米国、シンガポール、中国、マレーシア、香港等への輸出を促進
◆松阪牛・伊賀牛を米国に試験輸出し、ニーズ調査等を実施

牛肉 青果物 加工品

平成26年度 900 600 350

平成25年度 0 590 330

牛肉（松阪牛、伊賀牛）
青果物（柿、イチゴ）、加工食品

【主な品目】

米国、タイ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績（輸出額：千円）】

【今後の展望】
・国の輸出戦略を踏まえ、ジェトロと連携して販路拡大を目指す。
・平成28年５月の「伊勢志摩サミット」を契機に三重県の食をPRし、輸出を促進。

【生じた課題への対応方法】
・国内外での国際見本市出展及び三重県物産展等開催による知名度向上と
海外バイヤー招へいによる理解促進
・輸出担当部署を設け、ジェトロと共催開催の研修会、またジェトロ主催の
セミナー・商談会に参加し、会員の商談スキルの向上と販路の開拓

【連絡先】 担当者名：三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 食の産業振興班

（三重県農林水産物・食品輸出促進協議会事務局） ＴＥＬ：059-224-2458

出荷時期：牛肉－１月、青果物：10～12月、加工品：12月

牛肉

三重県農林水産物・食品輸出促進協議会
『松阪牛・伊賀牛等を米国へ』

【活用した支援・施策】 平成26年度農山漁村６次産業化対策事業のうち輸出に取り組む事業者向け対策事業
FOOD TAIPEI 2014・2015、THAIFEX 2015  
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出コスト（特に航空便）及び通関時のリスク軽減のための対策コストが高い
・国ごとに商流が異なるため、各国に合わせた商流を構築する必要がある

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

【取組の効果】
・海外での評価や知名度がブランド力を高め、国内でも評価が向上

・付加価値を十分理解し評価してくれる販売先の開拓により、提携生産者等を含む
サプライチェーン全体の利益率アップに寄与

香港FoodExpo 2015に出展
の様子

台湾現地パートナーを招き
中部国際空港にて記者会見

◆国内販売で構築した商流（直営養殖、直営加工による部位別加工等）を輸出事業
として水平展開し、自社の強みを活かした輸出事業を実施

◆2006年（平成18年）にHACCP認証を、2008年（平成20年）に水産加工業として
国内初のSQF認定を取得

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 162,000 121
周年

平成25年度 115,000 107

鮮魚（ぶり、カンパチ、たい）

【主な品目】

台湾、アメリカ、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】
・中部国際空港を利用した生鮮ぶりの輸出強化、ならびに、県内港湾からの船舶コ
ンテナ輸出を目指す
・来年度末までにEU対応のHACCP認証を取得し、EUへの定期輸出を目指す

【生じた課題への対応方法】
・直接輸出の比率を高めて収益性を高めるとともに、国内事業の強化も図る
・ターゲットとする国を定め、その国の事情・商流に応じた事業展開を図る
・自社の事業方針・事業目的と合致するパートナーを国別に見つけ、協同して対応

【連絡先】 担当者名：事業推進課 北野倫生、ＴＥＬ：0597-2-2323

【活用した支援・施策】 ジェトロ食品輸出商談会at FOODEX JAPAN 2015、SeaFood Expo Global 2015、
ジェトロ食品輸出商談会in名古屋（2015）等

三重県 尾鷲物産（株）
『生鮮ぶりを台湾、アメリカ、シンガポールへ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関して、全体のサプライチェーンの構築及び管理・監督は困難
・現地の販売会社で適切な商品管理がなされず在庫が発生

【ウェブサイト】 http://seizaburo.jp/

【取組の効果】
・世界的な和食ブームも手伝って、海外での日本酒の知識が向上
・海外での品評会に出品・入賞することで国内でのブランド評価も向上
・順調に取引量を伸ばし輸出額が増加

「作 大吟醸」
米国のJOY OF SAKE2013
でGOLD受賞

ミラノ万博の三重県フェア
に出展の様子

◆日本酒の認知度が高い国を中心に積極的に販路開拓

◆海外の品評会、米国のJOY OF SAKE、英国のIWCに積極的に出品し、入賞実績
を作ることで、海外での評価を高める

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 10,600 前年比約２倍
通年

平成25年度 5,500 －

日本酒

【主な品目】

韓国、香港、中国、アメリカ、イギリス等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・引き続き、現地での商品知識の普及と販売会社との信頼関係の構築により、３年
後には、輸出額2000万円達成を目指す

【生じた課題への対応方法】
・現地を繰り返し訪問することにより販売会社担当との信頼関係を構築
・現地を訪問し積極的に日本酒の商品管理に対する知識を啓蒙

【連絡先】 担当者名：代表取締役 清水慎一郎、ＴＥＬ：059-385-0011 

【活用した支援・施策】 ジェトロの中小企業輸出有望案件発掘事業に採択（平成20～22年度）

三重県 清水清三郎商店（株）
『日本酒を韓国、香港、中国等へ』

コメ・コメ加工品

バンコクでの展示会（平成27年）
に出展の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・特に近年、特定の輸出先国において同様の安価な商品が販売されて競合
・現地の味覚や食文化に合わせた商品スペックの調整や各国の規制

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

【取組の効果】
・国内外の取引先からの信頼と知名度とともにブランドイメージが更に向上
・世界各国より問い合わせや引き合い増加

大盛況のFood Taipei の様子

「粒っこたこわさ」（寿司ネタ）

◆水産物加工品を「寿司ネタ」として世界へ輸出
・1981年（昭和56年）より輸出開始

【輸出実績】
平成26年度 10億円 平成25年度 ９億円

水産物加工品（すし種）
（たこ、いか、ししゃも卵等加工品）

【主な品目】

北米、台湾、香港、シンガポール、
マレーシア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・2018年（平成30年）までに輸出額15億円を目指す。
・新規マーケットの開拓

【生じた課題への対応方法】
・商品を高品質に保ち安定させる
・オリジナリティのある商品を継続して開発
・現地ニーズに合致した商品の開発

【連絡先】 担当者名：貿易部 小野寺、ＴＥＬ：059-396-5580

【活用した支援・施策】 商談会・見本市への出展（HOFEX、Food Taipei、Thaifex、FHA、Sial他）各年

水産物

三重県 あづまフーズ（株）
『寿司ネタ（水産物加工品）を北米、アジアへ』
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する知識、情報の不足
・日本酒の価格が現地では高価なため、試飲はしてくれるが実売につながりにくい

【ウェブサイト】 http://www.hanzo-sake.com/index.html

【取組の効果】
・2011年（平成23年）以降、年々順調に売り上げ増加
・地道な取組により2014年（平成26年）より新たにオーストラリアへの輸出が実現
・輸出に取り組むことにより、国内でも「半蔵」ブランドの認知度が向上

半蔵ブランドの純米大吟醸
「神の穂」

FOOD TAIPEI 2015
展示の様子

◆2007年（平成19年）、国内商社を通じて香港に輸出を開始

◆ジェトロや輸出代理店の協力を得ながら着実に輸出国を拡大

輸出額(千円) 輸出量(L) 出荷時期

平成26年度 前年比24%増 8,000
通年

平成25年度 － 6,500

日本酒

【主な品目】

香港、台湾、オーストラリア

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ブラジルへの輸出を実現する
・輸出額を、現在売上げの15％～20％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、商談会に参加
・輸入代理店と連携し、日本酒セミナー、試飲会を繰り返し顧客づくりに努めた

【連絡先】 担当者名：販売企画部、大田 智洋（ちひろ）、ＴＥＬ：0595-21-4709 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催の岐阜県での商談会へ参加（平成24年）、ジェトロ貿易実務講座に参加（平成25年）

三重県 （株）大田酒造
『日本酒を香港、台湾、オーストラリアへ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・貿易実務知識の欠如。
・各国輸入規制情報の不足。
・商品の賞味期限問題（賞味期限が短い商品は倦厭される）。

【ウェブサイト】http://www.imuraya.co.jp

【取組の効果】
・貿易知識を身につけ、自社初の直接貿易を実現。
・各国別輸入規制情報の蓄積。
・現地ニーズに合った提案を行う事で多くのオファーを獲得。

FOOD TAIPEI試食デモ
の様子

◆ジェトロを活用した海外展示会、現地個別商談会への出品を積極的に行う事で、現
地小売業、ディストリビューターとの商談を行い新規ルートの獲得を目指す。

◆必要に応じて海外専用企画（規格）、専用パッケージにて対応、輸出拡大を図る。

輸出額（千円） 出荷時期

平成26年度 132,000
通年

平成25年度 98,000

アイスクリーム・水ようかん・冷凍和菓子

【主な品目】

米国・台湾・香港・ASEAN諸国等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・新規顧客の獲得、既存ルートでの売上拡大、平成27年度目標３億円。
・開発部と連携し、輸入規制を考慮した海外向け商品の開発。
・小売業、業務用向け重点商品の設定と現地への積極的な商品提案。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロオンライン貿易実務講座、セミナー、講習会への参加。
・ジェトロHPやライブラリーを活用した情報収集。
・各国別輸入規制をまとめ、社内データベース化。
・輸出向け商品を絞り込み、現地ニーズに合った商品を紹介。

【連絡先】 担当者名：中野、三村、ＴＥＬ：059-234-2658 

【活用した施策・支援】Winter Fancy Food Show 2015,THAIFEX2015,FOOD TAIPEI2015のジャパンパビリオン,
バンコク商談会,ジェトロ輸出有望案件発掘事業

三重県井村屋（株）
『アイスクリーム・和菓子を米国、ASEAN諸国等へ』

加工食品

THAIFEX（バンコク）での
自社ブースの様子

W.F.F.S（SF）出品の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・世界各国の輸入規制等への準備、具体的情報の不足
・海外各国の残留農薬基準をクリアした伊勢茶生産者の不足
・海外向け茶葉仕様のための予算や茶園確保の問題

【ウェブサイト】 http://mitecha.com/

【取組の効果】
・的確なサンプル品供給により、成約に向けた可能性が向上。
・EU、USA向け茶葉を確保。

・海外向け新製品の開発を行う事で、海外での伊勢茶ブランドの知名
度普及へ寄与。

見 本

世界各国の展示会を訪問し、伊勢茶の紹介を
行う

世界各国の展示会へ出展、伊勢茶の販
促活動を行う

◆伊勢茶生産者との共同作業による海外市場向け伊勢茶の開発と販売の実践

◆現状では日本茶がほとんど輸出されていない国々へ伊勢茶の売り込み活動の実践

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 1,500
5月～4月

平成25年度 0

茶

【主な品目】

シンガポール、スペイン、オランダ、フラ
ンス、インド等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・シンガポール輸出を拡大し、平成29年までに輸出額２千万円を目指
す。

・台湾向け残留農薬基準茶葉を平成28年度中に確保。
・輸出拡大に向け、JAS有機認証の取得を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・世界各国の現地お茶輸入業者を訪問し、 新の情報を収集。
・各国の残留農薬基準を調査、輸出先国や地域を絞った対応を実践。
・有機栽培茶園を新たに確保し、新たな茶葉仕様、新茶の開発を行う。

【連絡先】 担当者名：森口info@mitecha.com

【活用した施策・支援】 平成27年度FOOD TAIPEI2015,S.F.F.S2015、他

三重県 （株）みて
『伊勢茶を世界各国へ』

茶
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