
【輸出実績(販売比率)】

• 平成22年 6％ → 平成27年 約9％

【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する新規相手国の情報の不足

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

【取組の効果】
・長年海外に日本酒を輸出し続けてきたことで、近年では、海外の消費者にもワ
インやウイスキーと同様にSAKE（メジャーな飲物）として認識されてきた。

・輸出に取り組むことで、従業員には、酒造りは海外に誇れる日本の文化であ
るとの意識が芽生えている。

台湾で開催された「おかやま
フェア」（2015年）

ＮＹ国連本部内で開催され
た酒イベントに渡米参加

利守酒造のある赤磐市軽部地区は、昔から良質な酒米「雄町米（おまちまい）」の産地と
して知られている。

この良質な米でつくった日本酒を約30年以上前からアメリカ在住の日本人向けに輸出

を始めた。近年では、海外での日本食ブームも手伝い、その輸出量は順調に推移してい
る。

日本酒

【主な品目】

アメリカ、カナダ、台湾、香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・アジア諸国、オセアニア等の現在輸出を行っていない国への新規販路開拓

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ主催のセミナー、商談会等に参加し、情報の取得及び新規販路開拓を
行う。

【連絡先】 担当者名：利守 弘充、ＴＥＬ： 086-957-3117

【活用した施策・支援】 平成26、27年度 ジェトロ主催の輸出セミナーへの参加

岡山県 利守酒造（株）
『日本酒をアメリカ、カナダ、台湾、香港等へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・中国における商標登録

【ウェブサイト】 http://www.gozenshu.co.jp/

【取組の効果】
・利益率の向上

・インポーターと連携し、冷蔵商品（季節商品）の販売促進。他社との差
別化。

シドニーでのPRイベントの様子

ソウルの日本食レストランにて。

◆各国とは直接貿易で取り組むことで、一回のロットをまとめ、利益率を高めている。

◆ジャパンブランド認定を受け、同県の蔵元と連携し市場開拓。

輸出額(千円) 輸出量(L) 出荷時期

平成26年度 6,500千円 4,945L
7月～6月

平成25年度 5,200千円 4,140L

日本酒、リキュール

【主な品目】

英国、韓国、豪州、オランダ、マカオ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・引き続き積極的に営業活動を行い、取引国を増やす。
・当面の目標として輸出量の割合を10％まで引き上げる。

【生じた課題への対応方法】
・現地に精通している弁護士事務所への相談。

【連絡先】 担当者名：代表取締役 辻、ＴＥＬ： 0867-44-3155

【活用した施策・支援】 平成26年度、27年度ジャパンブランド育成支援事業採択。

岡山県 御前酒蔵元（株）辻本店
『日本酒を韓国、英国、豪州、オランダ等へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・日本と現地での嗜好の差が把握できていない。
・こんにゃくの認知、食べ方が浸透していない。
・一度輸出できても継続的な注文に繋がらない。

【ウェブサイト】 http://miyukiya.jp/

【取組の効果】
・現地ニーズを掴み、通年での輸出に成功。
・輸出への取組を通じて開発した新商品が日本でも販路拡大。
・輸出拡大によって商品の価値向上や国内での評価が向上。

香港での実演ブースの模様

フランス・パリでの実演イ
ベントにも多くの人が参加

◆従来のこんにゃくのイメージに捉われないカラフルで特徴的な創作こんにゃくを海外
向けに開発。現地に合わせた食べ方の提案で香港、フランスへ輸出成功。

◆今後は「健康」イメージを打ち出した商品を開発し、新市場への進出を図る。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 2.218 4.43
通年

平成25年度 1.567 3.13

創作こんにゃく 香港、フランス

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・米国市場への進出を模索する。
・「健康志向」を押し出した新たな商品開発を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・毎年１回は必ず現地を訪問。バイヤー、消費者と話しリアルタイムなニーズを把握。
・こんにゃくの成立ちや歴史、食べ方をわかりやすく示したパンフレットを作成、配布。
・現地のニーズに合わせた商品・レシピを開発。

例）フランス：自然着色したカラーこんにゃく麺
香港：現地で人気のごまドレッシングと合わせたレシピの提案

【連絡先】 担当者名：藤本 恵子、ＴＥＬ：086-276-1176 

【活用した施策・支援】
ジェトロ事業のうち平成26年度食品輸出商談会in岡山、平成27年度LAフードトライアルに参加。

岡山県 （株）みゆきやフジモト
『創作こんにゃくを香港、フランスへ』

加工食品

色鮮やかなこんにゃく麺を
開発し、サラダ等のレシピ
で食べ方を提案
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【取り組む際に生じた課題】
・中国での活牡蠣の需要はわかっていたものの、中国国内向けの活水産品の

日中輸出ガイトラインが無く、輸出できない状態であった。
・活水産品の為、現地で迅速に輸入通関の対応が可能な強力な取引先が必要で

あった。

【ウェブサイト】 http://www.farmsuzuki.jp/  

【取組の効果】
・2014年秋に日中輸出ガイドラインが成立
・2015年１月から、週１回広島空港から上海浦東空港へ空輸
・現地高級レストラン・バー・スーパーなどに卸している。

上海FHCでの商談の様子

中國へ輸出した塩田熟成
牡蠣

◆中国向けに航空便で活牡蠣の輸出
◆ローカル高級スーパーなどでの牡蠣フェア催事を通じて、認知度アップ、拡販へ

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 7,000 4.5t
10～3月

平成25年度 2,300 1.5t

牡蠣，車海老

【主な品目】

ロシア、香港、台湾、タイなど

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・広島県大崎上島で育てた牡蠣を世界に通用するブランドへ
・養殖技術・品質の向上
・安定供給

【生じた課題への対応方法】
・2013年から上海で行われている食品見本市への参加
・ローカルで現地事情に詳しい取引先を開拓
・上海の業者に協力を得ながら，関係機関への働きかけを実施

【連絡先】 担当者名：弓削友見、ＴＥＬ：0848-47-4580 

【活用した施策・支援】 上海FHCジャパンパビリオンへの参加（平成24～26年）

広島県 ケーエス商会（株）
『活牡蠣を中国へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・現地ディストリビューターの不在
・レストラン等で日本酒と料理の相性や提供方法，取扱の知識不足
・消費者の認知不足（中・韓系日本食店が白酒をSAKEと表記したことによる誤認）

【ウェブサイト】 http://sake-hiroshima.com/jp/  

【取組の効果】
・現地日本食スーパーや日本料理店での販路拡大
・フランス料理学校との連携による，日本酒と料理の相性に関するデータの収集
・最終消費者への需要喚起

フランスでのPR活動の様子

在仏日本大使公邸での
PR活動の様子

◆フランスを対象とした日本酒のブランド化に向けた調査研究
◆現地パートナー企業と連携した販路開拓
◆メディアを活用したプロモーションやイベントを実施

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度
平成26年度の輸出額・輸出量は
前年の約２倍

通年

日本酒

【主な品目】

フランス

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【生じた課題への対応方法】
・現地代理人を設置し，展示会出展や日本食材輸入者と連携した販促活動を展開。
・料理学校との連携によるシェフ等プロへの日本酒啓発と情報発信。
・在仏日本大使公邸において，発信力のあるメディアや有力者へPR活動を実施。

【連絡先】 担当者名：景山、ＴＥＬ：082-513-3385 

【活用した施策・支援】 平成26年度地域力活用市場獲得等支援事業

広島県 広島県日本酒ブランド化推進協議会
『広島県の日本酒をフランスへ』

コメ・コメ加工品

【今後の展望】
・現地販売ネットワークを持つ酒類卸とのパートナーシップの構築。

・料理学校と連携し，日本酒テキストの作成，日本酒コースの開講を通じて日本酒
に対する認知向上を図る。

・サンプル，PR資料を用いて試飲販売を実施し，広島の日本酒のファンを獲得する。
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【取組のポイント】
○これまでは、台湾での二十世紀梨の販売は中秋節向けのみで

あったが、中秋節以降にも販売を行った。
○中国向け二十世紀梨の輸出を、４年ぶりに再開した。

■二十世紀梨を中心に梨を台湾、アメリカ、香港等へ輸出
■富有柿をタイへ輸出
■すいかを香港へ輸出

鳥取県 ＪＡ全農とっとり
『梨、柿、すいか等を台湾、香港、米国等へ』

なし、かき、すいか

【主な品目】

台湾、香港、アメリカ、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】
○中秋節に左右されない中国および新たな国の販売戦略を検討

する。
○県、ジェトロ鳥取と連携を図りながら、輸出拡大を進めていく。

【連絡先】 JA全農とっとり内外流通課（０８５７）３２－８３３６

青果物

台南で梨の販売（H26.9）

香港ですいかの販売（H26.7）

梨 柿 すいか

H22 286 34 1

H23 231 53 2

H24 511 51 3

H25 463 51 8

H26 397 43 17

【取組の効果】
○中秋節以降も販売が可能であることが判明。

（ｔ）
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【取組の効果】

・国内向け販売価格の下支えし、販売の安
定化に寄与。

・輸出品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繋がって
いる。

シンガポール百貨店での試食
販売の様子

◆紅ズワイガニ水揚げ量日本一の境港市の網元が、マレーシア等にカニを輸出し、自
ら試食販売

紅ズワイガニ

【主な品目】

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】

・タイ等にも輸出を拡大し、カニを使った加
工品の販売にも取り組む予定。

【ウェブサイト】 http://umesakisuisan.jp/

【事業者の連絡先】tel.0859-44-5815

水産物

鳥取県 （有）梅﨑水産
『境港産の紅ズワイガニ等を世界へ』

【輸出実績】

※２６年度から輸出を開始
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【取組の効果】

収穫時期の異なる多品種の梨を生産した結果、長期間
（7月末～５月初旬）での梨の出荷が可能となり、一次産

品の輸出の弱点である季節性を克服。また、関連飲料
の海外展開も図り、冬でもビジネスを展開。梨の輸出と
は異なる販路の開拓に成功した。梨の販売とセットで関
連飲料も販売することで、互いの販売に相乗効果が出
た。

◆時期の異なる多品種の梨を生産。また、梨などを使用した加工飲料の製造・販売も
行い、海外に輸出することで、梨の収穫期以外にもビジネスを展開。

鳥取県 広岡農場
『高品質な梨および関連飲料を香港、シンガポール等へ』

梨、梅ジュース、梅酒等

【主な品目】

香港、タイ、シンガポール、マレーシア等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
通年でビジネスができる関連飲料の輸出を更に拡大する
予定。また、他の事業者と共同で商品を開発するなど、
関連商品の開発も進める。

青果物

【ウェブサイト】 http://www.hirooka-farm.com/

【活用した施策・支援】 ジェトロ輸出有望案件支援対象事業(2011年11月-2014年6月）

【事業者の連絡先】tel.0857-53-5308

ウラジオストックでの試飲販売の様子
H26.9

クアラルンプールでの物産展に並ぶ飲料各種
H26.9
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報の不足
・現地バイヤーとの信頼の醸成
・購入者の希望に対応する供給のための少量多品種の生産

【取組の効果】
・直接取引の拡大
・産地の生産意欲向上
・JA職員の人材育成（貿易実務・国際感覚の習得に寄与）

台北建国花市での展示販売

Flower Expo 2014（モスクワ）
への出展

◆直接取引により中間マージンを抑えることで、輸出拡大と農家所得向上を図る
◆栽培指導、同行営業など、輸出後の徹底したアフターフォローにより、信頼関係を

構築しながら着実に取引を拡大

輸出量(本) 出荷時期

平成26年度 5,355
９～１月

平成25年度 5,200

牡丹（直接取引）

【主な品目】

台湾、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】
・海外需要（品種・数量）を生産計画に反映させ売れる商品づくりを進める
・有望市場であるロシア欧州部の販路開拓に取り組む
・他国への展開を図る

【生じた課題への対応方法】
・現地バイヤーに対する栽培指導、同行営業など、輸出後の徹底したアフターフォ
ローにより、信頼関係を構築しながら着実に取引を拡大

花き

島根県 ＪＡしまねくにびき地区本部
『牡丹を台湾・ロシアへ』

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

【活用した施策・支援】平成26年度一県一支援プログラム（JETRO）を活用して、Flower Expo 2014 Moscow に出展

【事業者の連絡先】tel.0852-55-3033 
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【取り組む際に生じた課題】
・現地商業パートナーの発掘とノウハウ指導
・現地ターゲット層の絞り込み
・現地ニーズに即した商品開発

【ウェブサイト】 http://www.nippon-tea.co.jp/  

【取組の効果】
・「Chaho」がタイ国内で人気を博し、店舗数を拡大
・タイで定着した「Chaho」ブランドの抹茶スイーツなどを日本国内でも販売
・タイ大手食品会社へ日本茶を供給するなど、販路を拡大

和カフェ「Chaho」

タイ王室Soamsawali王妃
への献茶（2009年（平成
21年）３月）

◆抹茶飲料や茶関連製品を取扱うとともに併設したカフェで日本茶の楽しみ方を提案
◆2007年（平成19年）３月の「Chaho」タイ１号店を皮切りに同国内に販売店舗を数店

展開
◆従来から行っている現地での点茶パフォーマンスに加え、和菓子とのコラボレーショ

ンにより、日本茶を通じて 「日本文化」を発信

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 41,000
通年

平成25年度 26,786

日本茶（抹茶）

【主な品目】

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】
・ベトナムや中東等、タイ以外の海外進出・販路拡大
・現地ニーズを踏まえた新商品開発の継続

【生じた課題への対応方法】
・当社社長・従業員による現地店舗での実技指導を実施
・現地での綿密なニーズ調査の実施
・調査に基づく、現地の国民性に合わせた商品開発及び販売

【連絡先】 担当者名：代表取締役 中村 寿男、ＴＥＬ：0852-24-0001

【活用した施策・支援】 ジェトロ個別相談 等

和菓子とのコラボレーション

島根県 （有）中村茶舗
『日本茶（抹茶）をアジアへ』

茶
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【取り組む際に生じた課題】
・原発事故後、輸出額が大幅に減少（現在は回復基調）
・海外バイヤーの需要にこたえるための高品質かつ多種な商品の充実

【ウェブサイト】http://www2.crosstalk.or.jp/bessho/  

【取組の効果】
・素材と製法へのこだわりに対し高い評価

島根フェア（シアトル）での
試食販売

台湾の消費者を対象とし
た試食品評会を実施

◆保存料・うま味調味料等無添加にこだわる県内の食品メーカーを取りまとめ、健康志
向の強い海外市場開拓に挑む

◆北米のオーガニック食品市場、台湾の無添加食品カタログ販売を主な販路とする

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 5,405
通年

平成25年度 2,850

お魚チップス、かまぼこ、おでん

【主な品目】

米国、英国、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】
・健康志向の強い北米・欧州市場やアジアの高所得者層の販路拡大
・自社だけでなく、価値観を共有する県内メーカーが海外市場を通して儲け

る仕組みをつくる

【生じた課題への対応方法】
・海外消費者の不安を解消するための試食品評会の開催
・県内食品メーカーを取りまとめ、共同で販路開拓に取り組む（商社機能）
・海外バイヤーの注文に応える積極的な商品開発

【連絡先】 担当者名：伊藤寛悦、ＴＥＬ：0853-53-2200 

島根県 （有）別所蒲鉾店
『オーガニック食品、加工食品を北米、台湾へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・国内需要の減退から、海外展開により雇用と利益を維持する必要が生じた。
・輸出の手続き、相手方とのコミュニケーション等、万事がはじめてで何度も渡韓。
・当初は安い物の引き合いばかりだったが、品質をアピールし単価を説得。

【ウェブサイト】 http://www.tanabeco.com/  

【取組の効果】
・顧客からの高い評価によるブランドとしての価値向上。
・台湾、中国、ベトナムなど韓国に続く海外市場への輸出を目指す。

見 本

浜田港でバンニングを待つ桧
原木

韓国ＫＩＮＴＥＸでの出品

◆韓国向け内装材にヒノキを輸出する取組を全国に先駆けて開始
◆販路拡大のため国際見本市に参加するとともに、地元・浜田港の利用促進を図る
◆品質の良いヒノキ丸太を扱い、優良顧客をリピーターとして確保

輸出量(㎥) 出荷時期

平成26年度 2,806
通年

平成25年度 1,171

ヒノキ原木、製品

【主な品目】

韓国、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】
・丸太輸出に加え、現地ニーズに合致した製品輸出の可能性を調査する。
・次世代への林業の雇用の場を提供する。

【生じた課題への対応方法】
・韓国で健康に良いと評判のヒノキブームに着目し、全国に先駆けて取組みを開始。
・ソウルKINTEX国際展示場のキョンヒャンハウジングフェアに参加し、販路を開拓。
・品質の良いヒノキ丸太を扱い、優良顧客をリピーターとして確保。

【連絡先】 担当者名：瀧谷勝太、ＴＥＬ：0852-31-2061 

林産物

島根県 （株）田部
『ヒノキ原木、製品をアジアへ』

韓国ＫＩＮＴＥＸでの木材市場
意見交流会にて
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島根県 （株）ふるさと海士
『イカ、イワガキを中国、ドバイへ』

水産物

【取り組む際に生じた課題】
・輸出に向けた認証の取得
・輸出拡大のための販路の確保

【ウェブサイト】 http://www.ama-cas.com/

【取組の効果】
・中国のほか、ドバイなどへ販路を拡大
・輸出の販路拡大により企業業績の向上
・海外の日本食レストランでのCAS凍結の白いかや岩牡蠣のブランド価値の認知

「GULFOOD」への出展

島の特産物「白いか」

◆CAS凍結の導入により島の特産物である白いか、岩牡蠣を鮮度保った状態で輸出
◆平成19年より商社を通じて中国に向けた白いか、岩牡蠣を輸出開始した後、他国に

ついても販路を拡大

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 12,398
通年

平成25年度 5,983

白いか、岩牡蠣

【主な品目】

中国、ドバイ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・ISO22000の認証を取得し、新たな市場への販路拡大
・平成27年度以降の岩牡蠣の増産による市場供給力の強化

【生じた課題への対応方法】
・ISO22000の平成28年度中取得を目指し、平成26年度より活動開始
・展示会への出展、現地でのマーケット調査を実施

【連絡先】 ＴＥＬ：08514-2-1105

【活用した施策・支援】 ドバイ食品見本市「GULFOOD 2014 ジャパンパビリオン」出展
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【取り組む際に生じた課題】
・消費地（中華系市場）の景気動向に左右されやすく、需要や価格が乱高下
・市場での需要が高くても、価格設定は買い手市場
・漁業資源の確保（乱獲防止）⇔漁師の確保（所得向上）のバランス

【取組の効果】
・地元水産品の加工・出荷まで一貫した付加価値化による地元への経済効果波及
・隠岐・海士産品への品質への評価が向上し、取引価格の下落を抑制
・市況に左右されにくい固定価格での買取により地元漁師の所得向上・安定に貢献

隠岐・海士町から輸出される
干しなまこ

生け簀で砂を吐かせた
なまこを水揚げ

◆ 隠岐諸島・海士町産なまこを水揚げから加工・出荷まで一貫することで付加価値化
◆ 県外からＩターンした若者のビジネス創業を地元自治体（海士町）が積極的に支援

輸出量(Kg) 出荷時期

平成26年 350
２～６月

平成25年 480

干しなまこ

【主な品目】

香港、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】
・新たな市場（シンガポール他の華僑市場）への販路開拓を模索
・隠岐ブランドの確立による、外国人インバウンド観光への波及
・干しなまこの非生産期の非稼働施設を活用した新たな輸出産品の開発

【生じた課題への対応方法】
・「関西モノ」で括られる他産地との品質面での差別化を積極的にＰＲ
・仕入量の安定を図るため、地元漁師からの買取価格を固定化

【連絡先】 ＴＥＬ：08514-2-0437 

島根県 （株）たじまや
『干しなまこを香港・中国へ』

水産物

地元自治体が整備した
加工施設を活用
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【取り組む際に生じた課題】
・海外市場のニーズなど情報の不足
・海外産の低価格帯商品との競合
・オーガニック原料、地元産原料の安定的な確保

【ウェブサイト】 http://www.chasandai.co.jp/

【取組の効果】
・米国、欧州での取り扱い店が拡大。
・相手国側のニーズと提案商品のミスマッチが減少。
・海外での販路拡大により生産者の意欲が向上。

現地スーパーでの試食販売の様子

台湾の消費者を対象とした試食品評会の様子

◆オーガニック商品の優位性を生かし、健康志向の強い海外市場での販路を拡大する
◆地元産原料を使用した商品の提案を通して「SHIMANE」を世界へPRする

お茶（日本茶、健康茶）

【主な品目】

米国、フランス、英国、台湾 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】
・展示会、商談会等を積極的に活用して、更なる販路拡大を目指す。
・輸出パートナーとの連携を深め、情報共有していく。

・海外市場の動向に常に注目し、市場のニーズに合った商品をスピー
ディに開発、提案する。

【生じた課題への対応方法】
・海外市場の調査を兼ねて現地でのプロモーション活動、商談を行う。
・展示会、商談会等で低価格帯商品との違いをＰＲ。
・生産者との連携を深め、年間を通して原料の安定確保に努める。

【連絡先】 担当者名：角 修治、ＴＥＬ：0853-28-2123 

【活用した施策・支援】 島根県庁主催の米国での物産展、ジェトロ輸出有望案件支援サービス

茶

島根県 （株）茶三代一
『お茶を米国、欧州、台湾等へ』

昨年実績対比 出荷時期

平成26年度 220％ 通年
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関するノウハウの不足
・自社スタッフの海外食品市場に対する知識不足

【ウェブサイト】 http://www.nakaura-f.co.jp/  

【取組の効果】
・現地のお客様のニーズを把握する事がスムーズになり、お客様に必要とさ
れる商品開発を行えるようになる

・スタッフ、会社全体の意識向上

現地スーパーでの試食販売の様子

N.Yレストランとのタイアップデ
ザートの販売

◆日本三大和菓子処の松江において、地元の特産品を原料に使用した商品開発
◆N.Yのレストランとのタイアップによる商品活用・市場調査

昨年実績対比 出荷時期

平成26年度 254％ 通年

お菓子

【主な品目】

アメリカ、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】
・現在の取引先、パートナーとの更なる連携強化
・今期取得したFSSC22000を活用した、新たなターゲットへの販売強化

【生じた課題への対応方法】
・パートナーである国内商社及び海外商社との連携強化
・県、市からの継続的なバックアップの活用
・海外進出に関する、セミナー・勉強会への参加

【連絡先】 担当者名：鷦鷯 侑、ＴＥＬ：0852-53-0843 

【活用した施策・支援】 島根県庁が主催する米国での物産展、ジェトロ主催米国市場向け食品販路開拓セミ
ナー～島根県産食品ならではの戦略を考える～（平成26年）、ジェトロ主催米国（ニューヨーク）食品市場開
拓セミナー（平成26年）

加工食品

島根県 中浦食品（株）
『松江のお菓子を米国、ドバイへ』
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【取り組む際に生じた課題】
・代金決済の仕組み
・冷蔵での輸送方法

【ウェブサイト】 http://www.abrand.jp/

【取組の効果】
・国内向け販売価格の下落を抑止し、販売の安定化に寄与。
・地元メディアに取り上げられたことによる価値向上や県内での品質の評
価向上

初荷式時のテープカット

千石台ダイコンの選果風景

◆あぶらんど萩農業協同組合では、平成26年に香港に向けた農産物の試験的な出荷
を開始。

◆平成27年6月に、本県中山間地域で生産される「千石台ダイコン」の本格的な輸出を
開始し、その後、トマト、梨の試験出荷に取り組む。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 － －
6月～11月

平成26年度 － －

ダイコン、トマト、梨 等

【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】
・トマト、梨、イチゴなどについて、試験輸出を行い、品質の確保できる時期
や輸送体系を構築

・他ＪＡと連携し、複数品目の輸出展開を目指す

【生じた課題への対応方法】
・県内事業者を窓口とした決済ルートの確立
・他食材との混載による冷蔵輸送方法の確保

【連絡先】 担当者名：横山秀美、ＴＥＬ：0838-22-4231

【活用した施策・支援】

山口県 ＪＡあぶらんど萩
『千石台ダイコン等を香港に向けて初出荷』

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に向けた国内の輸出事業者、相手国の輸入事業者の確保
・サンプル商品を送り込む際の輸入事業者の確保
・商談会開催に向けた台湾国内事業者の参集方法

【ウェブサイト】 http://www.buchiuma-y.net/  

【取組の効果】
・実施直後であり、今後のアフターフォローを実施

山口の地酒や食材等の紹介

現地代理店等との商談会

◆平成27年9月11日、やまぐちの農林水産物需要拡大協議会と山口県観光連盟、ジェ
トロ山口の共催により、県産農林水産物の台湾への輸出拡大に向けたレセプションと
商談会を開催。

◆特に、やまぐちの地酒への関心度は高く、輸入代理店や飲食店等と具体的な商談が
行われた。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 － －
－

平成26年度 － －

日本酒、農産加工品、水産加工品

【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】
・出展者の商談状況や意向を確認し、今後の輸出拡大に向けて支援体制を構築
・平成30年までに、台湾をはじめとした海外にむけて、30品目以上の輸出を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・事前の調整等により、商品ごとの輸出事業者、輸入事業者のリストアップ
・国内大手商社との連携によるサンプル商品の発送手配
・ジェトロ山口への委託による、台湾内の運営事業者の確保

【連絡先】 担当者名：内藤雅浩、ＴＥＬ：083-933-3395 

【活用した施策・支援】 ジェトロ山口との連携

山口県 やまぐちの農林水産物需要拡大協議会
『やまぐちの地酒など魅力ある食材を台湾へ』

コメ・コメ加工品
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【取り組む際に生じた課題】
・本県の鶏卵のみでは輸送コストが上昇

【ウェブサイト】 http://naigai-group.com/group/annai.html

【取組の効果】
・国内向け販売価格の下落を抑止し、販売の安定化に寄与。
・地元メディアに取り上げられたことによる価値向上や県内での品質の評価向上

鶏卵初輸出の取材風景

輸出用鶏卵の包装作業

◆(有)徳地ファームでは、2015年(平成27年)8月から、香港に向けた本格的な輸出を
開始。

◆山口県産の鶏卵が本格的に海外に輸出されるのは初めてであり、生産者の海外展
開への意欲向上や品質の再評価による地産地消の促進が期待されている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 － 20ｔ(予定)
－

平成26年度 － －

鶏卵

【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】
・香港への継続的な輸出と輸出量の拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・他県産鶏卵とあわせた配送により、輸送コストや通関コスト等を低減

【連絡先】 担当者名：山縣幸成、ＴＥＬ：0835-52-1364 

【活用した施策・支援】

山口県 （有）徳地ファーム
『山口県産鶏卵を香港へ』

その他
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【取り組む際に生じた課題】
・海外市場に関する情報収集、海外展開戦略（輸出先選定等）の不足。
・海外バイヤーとの商談用資料の作成・準備に関わるノウハウ不足。

【ウェブサイト】 http://www.wadamata.co.jp/index.htm/  

【取組の効果】
・ジェトロ主催の食品輸出商談会にてニュージーランドや豪州の販路
開拓に成功。

・海外バイヤーに新商品の提案などを自発的に行う体制を構築。

・新たな国・地域の市場、新たなテーマ（ハラル）などの情報収集も積
極的に対応。

海外バイヤーとの商談会を積極的に
活用

◆食料品の卸売事業に加えて、平成22年より通年供給可能な餅・和菓子の自社製造

を開始。国内需要の低迷予測や海外での和食ブームを背景に海外展開に再び乗り
出す。

◆ジェトロ主催の商談会で海外バイヤーとの取引が成立。間接貿易による取引だが、
商社に任せきりにせず、定期的に新商品情報の提供、提案を行っている。

和菓子、餅など

【主な品目】

ニュージーランド、豪州

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・日本企業間で競争が激化している市場ではなく、未開拓の市場を
ターゲットに定め、海外展開を戦略的に進めていく。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロの商談スキルアップセミナーの受講、貿易相談の活用。
・ジェトロ主催の食品輸出商談会（下関市）に２年連続で参加。

・間接貿易による取引だが、自ら定期的に海外バイヤーに新商品の
提案等を行うなど、自社営業に力を入れる。

【連絡先】 担当者名：川口、ＴＥＬ：083-248-5029 

【活用した施策・施策】 ジェトロ主催の商談スキルアップセミナー（平成25年度）、食品輸出商談会（下関）（平成25、
26年度）への参加など

山口県 （株）和田又
『和菓子をニュージーランド、豪州へ』

加工食品

輸出額（千円） 出荷時期

平成26年度 1,570 通年
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【取り組む際に生じた課題】
・商品の輸送時、顧客先での品質管理。
・商品特徴、商品の食シーンの訴求。
・販路拡大に向けての手法。

【ウェブサイト】 http://www.e-yuzuya.com/  

【取組の効果】
・ジェトロ主催食品輸出商談会において、フランスとマレーシアのバイ
ヤーと成約を実現。

・米国向け柚子果汁からスタートした輸出事業の販路が16カ国へと拡
大。

・平成26年1月期の輸出は4,500万円となり、全売上高の15％を占め
た。

パリ市内のデパートで販売されている同
社の商品

厳しい品質管理によって商品を製造

◆国際標準規格を取得し、厳格な品質管理により、商品の品質や安全性をアピール。
◆商談会や展示会への積極的な参加を通じて、海外販路を拡大。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 45,000 27.5
通年

平成25年度 37,500 22.7

柑橘類加工製品（柚子果汁、柚子胡椒、
夏みかんマーマレード等）

【主な品目】

米国、フランス、マレーシアなど

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・アジアの振興国市場を重点市場と捉え、３年後（平成30年）までに全
売上高に占める輸出の割合を30％に拡大させる。

【生じた課題への対応方法】
・ISO22000を取得し、地元契約農家と自社農園で栽培された原料

（柑橘類）を用いた無添加商品であることを示し、海外バイヤーに品
質や安全性をアピール。

・ジェトロ主催の食品輸出商談会（下関市）に２年連続で参加。
・香港フードEXPO2015に出展し、新たな販路開拓に取り組む。

【連絡先】 担当者名：久保（取締役副社長）、ＴＥＬ：0838-25-7511 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催食品輸出商談会（下関市）（平成25年、26年）、香港フードEXPO（平成27年）等

山口県 （株）柚子屋本店
『柑橘類加工食品を米国、フランス、マレーシア等へ』

＜食品安全をアピールし、柑橘類加工製品輸出を拡大＞

加工食品
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【取り組む際に生じた課題】
・従来は商社を経由していたが、バイヤーから直接取引の要望。しかし、直接
輸出に向けたノウハウが欠如

・海外からの直接取引に対応する体制が未整備

【ウェブサイト】

【取組の効果】
・バイヤーからの直接取引の要望に対応し、直接輸出を実現。（平成25年）
・ジェトロ商談会をきっかけにドイツバイヤーとの継続的な直接取引が実現。
・高松盆栽輸出振興会の設立により海外取引の裾野が拡大。

◆香川県は松盆栽の全国シェア80％を占める日本一の産地。「BONSAI」として世界中
のファンから支持され、五葉松や真柏を欧州へ、黒松はアジアを中心に輸出している。

輸出量(本) 出荷時期 備考

平成26年度 6,105 1～12月 植木を含む

五葉松、真柏、黒松

【主な品目】

欧州、アジア

【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26年度にジェトロが実施したEU、北米、東南アジアなどのバイヤー調
査を活用し、新規顧客拡大を目指す。

・海外見本市や海外で開催される盆栽・園芸イベントへ参加し、知名度の向
上を図る。

・黒松は寄生虫のためEUにおいて禁輸措置がとられているが、EUバイヤー
からの引き合いも強いため、EUに対して禁輸解除を働きかける。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ貿易相談を利用し、輸出通関に関する手続き等のノウハウを取得。
・ジェトロ主催商談会への参加による輸出実績の蓄積。
・直接輸出の母体となる高松盆栽輸出振興会の設立。

【連絡先】 担当者名：小西幸彦、ＴＥＬ：087-881-2912 

【活用した施策・施策】 ジェトロ盆栽輸出商談会 in 香川（平成26年、平成25年）、ジェト
ロ貿易投資相談

香川県 高松盆栽輸出振興会
『盆栽を欧州、アジアへ』

林産物

生産者の盆栽園で
の商談会開催

高松盆栽
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【取り組む際に生じた課題】
・取引先のオリーブ牛の認知度と特性への理解度
・有力バイヤーとの接点、市場のトレンド情報把握

【取組の効果】
・見本市出展により、オリーブ牛のPRができ、米国の有力バイヤー
と出会うことができた。

・試食セミナー等により、オリーブ牛の特性を理解してもらった結果、
取引量増加へとつながった。

◆平成24年、マカオ向けオリーブ牛の初輸出を皮切りに、アジア（シンガポール、タイ）、
欧州、米国への海外販路拡大に取り組んでいる。平成27年度にはジェトロ香川の一
県一支援案件に認定されている。

輸出先国 輸出量(頭) 備考

平成24年10月～
平成27年8月

欧州 2

米国 2 テスト輸出

シンガポール 5

タイ 19.5

マカオ 4

オリーブ牛

【主な品目】

欧州、米国、シンガポール、タイ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・海外の富裕層にターゲットを絞り、オリーブ牛の世界的な知名度向
上に努めていき、更なる海外販路拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・米国の市場トレンド情報に精通しているジェトロ専門家との連携。
・Summer Fancy Food Show 2015ジャパンパビリオンへの出展。
・シェフに向けた試食セミナーの開催。

【連絡先】 担当者名：大川原美鈴、ＴＥＬ：087-832-8980 

【活用した施策・支援】Summer Fancy Food Show 2015ジャパンパビリオン、Shira 2015ジャパンパビリオン

牛肉

香川県 讃岐牛・オリーブ牛振興会
『オリーブ牛を欧米、アジアへ』

オリーブ牛

フランスでのセミナー

Summer 
Fancy Food 
Show in NY
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【取り組む際に生じた課題】
・日本と海外の料理人では「つまもの」のニーズが異なる
・輸送の際に葉が傷む等、輸送技術の改善が必要
・輸出向けの「つまもの」の安定的な確保
・日本の「つまもの」の認知度向上
・輸送コストの縮減

【ウェブサイト】 http://www.irodori.co.jp/

【取組の効果】
・産地のブランド価値が向上し、販売価格の上昇や安定化に寄与。
・タイへの本格輸出がはじまり、国内から海外へ販路を拡大。

フランス食品見本市（Sirha2015）での
商談の様子

バンコクでの食品見本市での
プロモーションの様子

◆フランスで開催された国際食品見本市（Sirha2015）への出展を皮切りに輸出開始。
◆翌月に出展したバンコク食品見本市での商談がきっかけとなり、タイの日本料理店

等との本格的な取引に繋がる。
◆EUへの輸出拡大に向けて、日本食と組合せたプロモーションや混載輸送の試みを

実施。

つまもの（彩）

【主な品目】

タイ、フランス、ドイツ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・EU、タイ向け輸出を拡大し、平成31年度までに年間輸出額20,000千円を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・フランスやオランダにおいて、現地の料理人からヒアリング

調査を実施
・県の試験研究機関と連携、鮮度を維持できる輸送技術を検討
・ミラノ万博や国際見本市（ANUGA2015）へ出展するなど、

機会を逃さない積極的なPR
・野菜類等との混載輸送によるテスト輸出を実施

【連絡先】 ＴＥＬ：0885-46-0166 

【活用した施策・支援】 グローバル展開担当社員養成支援事業、Sirha2015・ANUGA2015出展

徳島県 （株）いろどり
『食を彩るつまもの（彩）をEU・アジアへ』

その他

【平成26年度実績】
・タイとフランスに初の輸出
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【取り組む際に生じた課題】
・ハラール体制の整備
・販路の開拓と拡大

【ウェブサイト】 http://tokushima-exnetwork.org/

【取組の効果】
・「ハラール」へ対応するための環境の充実。
・イスラム圏での認知度獲得による、インバウンド獲得の享受。
・「ハラール市場」への販売拡大。

「JAPAN HALAL EXPO 2014」
への出展

ハラール認証商品

果実加工品、菓子、味噌、発酵食品

【主な品目】

シンガポール、マレーシア

【主な輸出先国・地域】

【取組の概要】

【今後の展望】
・食肉処理施設の「ハラール」認証取得を目指す。
・ハラール認証商品・サービスの拡大。
・ハラール対象国での「徳島フェア」を、継続して開催。

【生じた課題への対応方法】
・助成事業を活用し、「ハラール認証」を取得。

・初級から、各国での認証取得等の対応までを網羅したセミナー
（JETRO、商工会議所と連携して実施）を受講。
・国内最大級のハラール見本市「JAPAN HALAL EXPO 2014」に出展、

販路開拓。

【連絡先】 ＴＥＬ：088-621-2407 

【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

徳島県 ハラールおもてなし業者
『ハラール認証商品をシンガポール・マレーシアへ』

加工食品

【平成26年度実績】
・20を上回るサービス・商品が「ハラール認証」を取得
・「JAPAN HALAL EXPO 2014」への出展

◆約16億人の人口を有し、世界人口の約４分の１を占める「イスラム圏」への輸出や、
東京オリンピックを見据えたイスラムの訪日観光客を取り込むため、「ハラール」とい
う扉を拓く体制整備に着手。
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【取り組む際に生じた課題】
・厳しい輸出検疫条件、特に、残留農薬基準のクリア
・販売先の確保

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

【取組の効果】
・他の地域のゆずと比較して香りが良いと評価が高く、青果の輸出により果汁や

調味料などの加工品のPR効果も得られた。
・青ゆずの輸出など更なる需要が掘り起こされた

フランスにおける展示会
（SIAL 2014）への出展

登録園地の整備の様子

◆園地登録や各種検査、残留農薬に配慮した栽培指導などを行い、欧州の厳しい検
疫や残留農薬をクリアし、平成26年度にゆずの青果を初めてフランスに輸出した。

◆今後は、登録園地の増加など輸出規模を拡大させる計画である。

生産者(名) 登録園地面積
(a)

出荷時期

平成27年度 2 13.7
10～1月

平成26年度 1 2.2

徳島県 ＪＡアグリあなん
『ゆず青果をＥＵへ』

ゆず

【主な品目】

フランス

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・欧州向けの輸出をさらに拡大し、欧州での市場獲得を目指す。
・欧州に輸出することで、国内でのブランド力向上、生産者の意欲向上につなげ、

産地の活性化を図る。

【生じた課題への対応方法】
・JA、県等の関係者・団体によるサポート体制を構築し、生産者を強力に

バックアップ
・SIAL 2014等の海外展示会への出展や現地コーディネーターを活用した

販路の確保

【連絡先】 TEL:0884-67-0377

【活用した施策・支援】 SIAL 2014出展、ジェトロが開催するセミナー・商談会等への参加

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報発信機能強化
・付加価値の高い製材品の輸出拡大

【取組の効果】
・常設展示機能を強化して，県産材の販路を拡大。
・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。

常設製品展示設置状況

徳島すぎ等を使用した製材品を韓国に輸出するために，韓国の釜山新港における自
社物流センター内に常設の製品展示コーナーを設置した。今後は，韓国を拠点に東アジ
アに向けて，徳島すぎ等の製材品の継続的な販路開拓活動に取り組む。

輸出額(千円) 輸出量(m3) 出荷時期

平成26年度 200 4
1～3月

平成25年度 0 0

徳島すぎ

【主な品目】

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】
・韓国への製材品の輸出を拡大し、県産材木造住宅輸出システムを構築する。

【生じた課題への対応方法】
・徳島すぎ製材品など付加価値の高い製材品の展示

【連絡先】 担当者名：THE NICE KOREA  CORPORATION   井谷、ＴＥＬ：82-55-548-8811 

【活用した施策・支援】 平成26年度県産材輸出促進事業（徳島県補助事業）

徳島の木 リーフレット

徳島県 ナイス（株）
『徳島すぎ製材品を韓国へ』

林産物
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【取り組む際に生じた課題】
・現地の有機食品市場に関する情報の不足。
・卸先、販売先の確保。
・周年供給のための通年での農林水産物の確保。

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

【取組の効果】
・定期的な供給体制の確立により、販路を拡大。
・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。

BIOFACH2015での調理デモンスト
レーションの様子

商談会展示ブースの様子

◆米国、オーストラリア向けに有機ポン酢、有機ドレッシング等の有機調味料を継続的
に輸出。

◆欧州にも販路を拡大するため、現地のニーズに合わせ、有機・グルテンフリーの
新製品を開発。

輸出額(千円) 出荷時期

平成26年度 約6,000
通年

平成25年度 約7,000

各種有機調味料（有機テリヤキソース、
有機ポン酢、有機ドレッシング等）

【主な品目】

米国、オーストラリア、ＥＵ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・欧米向けに有機のグルテンフリー製品の輸出を拡大し、平成30年までに輸出額1
億5,000万円を目指す。

・現地ニーズに合致した商品開発を進める。輸出拡大に向け、海外の有機認証の
取得を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・現地の食品卸業者へのヒアリングや展示会の視察等を通じた市場調査を実施。
・有機食品専門の見本市BIOFACH（ドイツ）に出展しＰＲ。

【連絡先】 担当者名：藤島、ＴＥＬ：088-637-6123 

【活用した施策・支援】 平成26年度 BIOFACH2015（ドイツ)のジェトロブースへの出展、平成26年度 徳島県「グローバ
ル展開モデル企業育成支援事業」

徳島県 光食品（株）
『有機・グルテンフリー調味料を欧米へ』

加工食品
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【取り組む際に生じた課題】
・各国の残留農薬基準の輸出障壁
・国内市場における他県産との価格乖離
・中小企業は単独では商談に応じてもらいにくい

【ウェブサイト】 http://www.aifood.jp/

【取組の効果】
・機構として取引先への先鞭をつけることで、県内企業が入り込みやすくなった。

・「オール愛媛」を意識した商品提案が功を奏し、海外バイヤーからは機構の取組
みを評価されるとともに、輸出に前向きでなかった中小企業の参画を得ることがで
きた。

・一方で、残留農薬基準対策として、台湾向けのハウスみかん栽培に取組んでも
らったが、出荷直前の台湾当局の基準変更により、平成27年度の輸出を断念した。

現地百貨店における柑橘フェ
ア

現地百貨店幹部への県産
品PR

◆愛媛県をイメージさせる柑橘類で取引先の門戸を開いた上で、水産物や加工食品等
を含めた展開につなげている。

◆実施にあたっては、会長（知事）のトップセールスにより、現地商社・小売との関係を
構築するなど、機構が地ならしを行い、その上で、県内企業において商流拡大していくこ
とを基本戦略としている。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 19,166 23.9
通年

平成25年度 23,909 30.3

愛媛県 えひめ愛フード推進機構
『県産品全般を台湾、香港、シンガポール、マレーシアへ』

柑橘を中心とした県産品全般

【主な品目】

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】

【輸出実績】

【今後の展望】
・幅広い等階級の取扱いを目指す。
・新たな国への販路拡大に取組むとともに、従来の取引先に対するフォローを継続する。
・インポートトレランスの問題に対しては、早期解禁に向け、産地としての要望を農水省にお伝えする。

【生じた課題への対応方法】
・生産者団体に対し、輸出対象国の残留農薬基準にあわせた輸出
・国や農薬メーカー団体等に対し、残留農薬基準の優先的な申請依頼
・試食用サンプルや販促グッズの提供、マネキン手配等の側面支援

【連絡先】 担当者名：渡邉、ＴＥＬ：089-912-2569
【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

現地商社と県内企業による商
談会の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・貿易実務に関する知識の不足
・輸出への対応（言葉の壁、商習慣の壁、距離の壁）

【ウェブサイト】 http://www.urimori.net

【取組の効果】
・通年供給体制の確立により、販路を拡大。
・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。

桧製材品グリーンラフ材

キョンヒャン・ハウジングフェア
2015ジャパン・パビリオン出展
の様子

◆愛媛県のトライアル輸出支援事業を活用し、中国や韓国へ愛媛県産材を直接安定
的に輸出できる体制を構築。

◆愛媛県の認知度向上とブランドイメージづくりを図る「地域メーカー」としての役割を
果たすため、海外での継続的な販路開拓活動に積極的に取り組んでいる。

輸出額(千円) 輸出量(㎥) 出荷時期

平成26年度 140,000 4,100
4～3月

平成25年度 30,000 1,150

桧・杉の製材

【主な品目】

中国・韓国・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】
・県内企業による現地ニーズに合致した商品開発への取り組み

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ愛媛が開催する貿易実務講座を受講。
・大連に事務所を開設、駐在員が現場対応。
・木材企業にて就業経験のある中国人材を1名雇用。
・桧の需要が高まる韓国で開催されたキョンヒャン・ハウジングフェア2015
ジャパン・パビリオンに出展し、韓国での販路を拡大。

【連絡先】 担当者名：實田、ＴＥＬ：0897-46-2222 

【活用した施策・支援】 平成25-26年度愛媛県トライアル輸出支援事業、キョンヒャン・ハウジングフェア2015
ジャパン・パビリオンにて出展

林産物

愛媛県 （株）瓜守材木店
『愛媛県産材を中国、韓国へ』
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【取り組む際に生じた課題】
フルーツトマトの輸送中の破裂、傷み。トマトジュースの現地での嗜好性の

把握。

【ウェブサイト】 http://www. ketomato.co.jp  

【取組の効果】
高機能商品の良さをアピールできた。

「（有）池一菜果園」池社長（画
像：池トマトHPより）

フルーツトマト（画像：池ト
マトHPより）

◆平成25年からシンガポール等へ「フルーツトマト」と「トマトジュース」の輸出を開始。
◆「フルーツトマト」は、減農薬発酵アミノ栽培により、アミノ酸やミネラルが豊富で、栄

養価が高い。また、「トマトジュース」は、高知県立大学・土佐市・有限会社池一菜果
園の共同研究（産官学連携）で、高血圧を下げる効果が期待できると立証されている。
これらの機能性を高めた商品の良さを、海外において浸透できるよう目指している。

高知県 （有）池一菜果園
『フルーツトマト等をシンガポール等へ』

フルーツトマト、トマトジュース

【主な品目】

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】
シンガポールで、「優れた日本のトマト」としてマスコミに取り上げられ認知度

が向上している。米国をはじめ世界各国へも同様に「フルーツトマト」と「トマト
ジュース」を売り込み、浸透を図る。

【生じた課題への対応方法】
「トライアル輸出支援事業」、愛媛FAZの支援を受けながら、輸出先国の選

定、フルーツトマトの輸送に適した梱包の改善、顧客ニーズのフィードバック
を得た製品作りを行った。

【連絡先】 担当者名：代表取締役 池 洋一、ＴＥＬ：088-850-2006 

【活用した施策・支援】 トライアル輸出支援事業を活用

青果物

【輸出実績】

平成26年度 シンガポール･マレーシア向け
フルーツトマト（１回あたり20～30kgを週１～２回）
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報の不足
・リスク軽減のため、輸出登録園地の確保

【取組の効果】
・販路の確保と商品、産地の知名度向上
・ゆず部会活動の活性化による輸出登録園地の増加

オランダの賞味会での
試食宣伝

関係機関による
輸出活動の支援

◆産地や関係機関が一体となって、検疫条件、残留農薬基準をクリアし、ゆず青果を
輸出。

◆関係機関とともにオランダでの販売促進活動

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 － 0.9ｔ
10～11月

平成25年度 ０ ０

高知県 ＪＡ土佐れいほく
『ゆず青果をオランダへ輸出』

ゆず青果

【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】
・ＥＵへのゆず青果と加工品の輸出の拡大
・ブランド化の推進

【生じた課題への対応方法】
・ＪＥＴＲＯ,県等関係機関を通じた情報収集と現地での販売促進活動
・輸出に向けた部会活動の運営強化と出荷場の登録・整備

【連絡先】 担当者名：大家富実彦、ＴＥＬ：0887-73-0010 

青果物
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【取り組む際に生じた課題】
・海外バイヤーの参加する商談会等へ積極的に参加し、高い確率でバイ
ヤーの関心を引くも、海外企業とのやり取りについては経験が少なく、
フォローアップに課題があった。そのため、継続的な発注につなげること
が難しかった。

【ウェブサイト】 http://www.tosashoku.co.jp/ 

【取組の効果】
・通年販売される商品が複数できたほか、販路も拡大した。現在、中国では
７店の百貨店・高級スーパーにて継続的に取扱い。

現地百貨店での日本料理パフォーマン
スプロモーションの様子

現地バイヤー商談展示会

◆平成22年頃からジェトロの展示会等に積極的に参加し、アジアを中心に
海外マーケットの開拓を進めた。

◆香港、台湾のほか、中国の現地百貨店・スーパーでの定番商品化が決まるなど、
新たなマーケットへの展開に成功している。

輸出額(千円) 輸出量(P) 出荷時期

平成26年度 2,947 15,933
４～３月

平成25年度 183 2,290

宗田節だし巻き卵の素、姫かつおス
ティック 、姫かつお飯

【主な品目】

中国、米国、香港、台湾、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】
・高知県版HACCPも平成27年に取得したことから、同認証を活用しつつ更
なる輸出拡大に臨む。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロの輸出有望発掘支援サービスを活用し、専門家の助言を受け、
現地試食販売ではなく、日本の伝統的な料理パフォーマンスによるプロ
モーションを行い、定着を目的とした営業活動を行った。

【連絡先】 担当者名：細井、ＴＥＬ：0880-85-1515 

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催食品輸出商談会への参加（平成26年）、
ジェトロ輸出有望案件支援サービス 他

加工食品

高知県 土佐食（株）
『かつおスティック、だし巻き卵の素を中国、香港、米国へ』
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出の経験がなかったため、貿易手続きに手間取った。
・市場の情報が少なく、輸出候補国のニーズを把握することが難しかった。
・韓国向けルーバー材は求められるサイズ、品質が日本と異なっていた。
・言葉の壁が大きく、円滑に輸出手続きを進めることが難しかった。

【ウェブサイト】 http://www.maruwa-forest.co.jp/company/rinsan/index.html

【取組の効果】
・自社で輸出手続きを行えるようになった。
・相手国でのニーズを把握することができ、市場についてもよくわかった。
・商談を円滑に行うことができ、輸出も順調に拡大している。

海外見本市での出展ブース

輸出されたヒノキ丸太

◆利益率の高い韓国市場開拓を目的に、同国での展示会に出展したところ、
バイヤーから引き合いをきっかけに、韓国向け輸出を継続的に行う。

◆関連会社がジェトロの輸出有望案件支援サービスに採択され、専門家と
ともに韓国向け輸出に取り組み、順調に輸出量を増やしている。

輸出額(千円) 輸出量(㎥) 出荷時期

平成26年度 16,504 766
通年

平成25年度 1,004 49

ヒノキ丸太

【主な品目】

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】
・平成27年度には、輸出額を前年度の3倍に拡大することを目標としている。
・今後、丸太のほか、ルーバー材、家具等の加工した木材の輸出にもより積極的
に取り組みたい。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロ輸出有望案件支援サービスで専門家から輸出手続き等の助言を受けた。
・海外見本市等へ積極的に参加し、情報を収集した。
・韓国向けサイズに対応するため、断裁設備を導入し、自社でサイズ調整を行う
体制を整えた。

・韓国語のできる人材を雇用した。

【連絡先】 担当者名：竹村、ＴＥＬ： 088-884-1686

【活用した施策・支援】 キョンヒャンハウジングフェアへ参加（平成25～26年）、ジェトロ輸出有望案件支援サービス 他

林産物

高知県 丸和林産（株）
『 ヒノキ丸太を韓国へ 』
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【取り組む際に生じた課題】
・現地の業者に係る情報が不足しており、また情報収集の手段
も限られる。

・海外市場開拓が進む中、商流が複雑化したことで、海外での商
品管理にばらつきが見られるようになった。

【ウェブサイト】 http://www.kameizumi.co.jp/index.html  

【取組の効果】
・情報収集を経て、より戦略的に新たな国への事業展開が可能
となった。

・既に展開を進める国・地域でも、適切な商品管理が進み、ブラ
ンドイメージの向上につながるものと思料。

酒蔵の様子

亀泉酒造のロゴタイプ

◆ジェトロの輸出有望案件支援サービスの専門家による支援を受けつつ、各種商談会
等に積極的に参加。

◆結果、これまで取引のあったアジア向け輸出が拡大し、欧州向けも新規開拓に成功
した。

日本酒、リキュール

【主な品目】

韓国、香港、台湾、欧州

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の展望】
・市場としての優先順位を国・地域ごとに整理し、有望市場に重
点を置き、さらなる輸出拡大を狙う。

【生じた課題への対応方法】
・海外出張のほか、商談会等に積極的に参加し、市場のニーズ
や取引先候補の情報収集に努めた。

・ジェトロの専門家と打合せながら、海外の取り扱い業者に対し
ても適切な商品管理をするよう指導。

【連絡先】 担当者名：川澤、ＴＥＬ：088-854-0811

【活用した施策・支援】 ジェトロ主催日本酒・酒類輸出商談会への参加（平成26年）、ジェトロ輸出有望案件支援サー
ビス 他

コメ・コメ加工品

高知県 亀泉酒造（株）
『日本酒、リキュールをアジア、欧州へ』
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