
【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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