
【取り組む際に生じた課題】
• 他国産りんごの品質レベル向上と低価格を背景としたシェア拡大による県産り

んごのシェア縮小。
• 県産りんごのレベルアップに向けた生産段階での意識の醸成。

【対応の結果】
• 品質・食味がよく、台湾側からも高評価を得て、輸出量が順調に増加し、三年連

続80億円以上の輸出額を記録。
• 輸出品の知名度やブランドとしての価値向上。国内価格の安定化。

台湾卸売業者等を招へいして
の産地視察の様子

青森りんごキャンペーンでの
知事トップセールス

◆台湾の輸入業者等を招へいしての産地視察や意見交換、台湾での情報交換会を実施。
◆台湾における青森りんごキャンペーンや知事トップセールスの実施。
◆りんご生産者を台湾に派遣し、流通状況等の研修。

輸出額(百万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年産 8,131 20,182

９月～翌８月平成27年産 10,466 27,301

平成26年産 8,214 23,417

青森県 （一社）青森県りんご輸出協会、
（一社）青森県りんご対策協議会、青森県

『台湾における青森りんごブランドの確立』

りんご

【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】

【今後の課題・展望】
• 大の輸出相手国である台湾への輸出量を堅持しながら、他国へのさらなる輸

出拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
• りんごキャンペーン等での試食販売、台湾マスコミを活用したＰＲ等の効果的な

ＰＲの実施。

• りんご生産者を台湾に派遣し、台湾で流通しているりんごの品質等の把握、輸
入業者等との意見交換、りんごの店頭販売を実施し、青森りんごの立ち位置を
再確認。

【連絡先】 担当者名：本田、ＴＥＬ：017-734-9574

青果物

【活用した支援・施策】 平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち「ジャパンブランドの確立に
向けた取組」（りんごキャンペーン部分）

出典：財務省貿易統計
※各年産とも9月～翌年8月で集計。

ただし、平成28年産は7月まで。

【効果があった取組】
・台湾の輸入業者等の産地招へい
と、台湾での情報交換により、高品
質・良食味な青森りんごへの理解
が深められた。



【取り組む際に生じた課題】
• 海外の輸入業者や販売店のバイヤーに提案しても、取引に繋がりにくい。

• 既に取扱いのあるスーパーマーケット等においては、商品の品質を消費者に伝
えきれていないため売れ行きが鈍い。

【ウェブサイト】 http://www.aoren.or.jp/  

【対応の結果】
• 現地マネキンを活用したプロモーションを実施したことで、お客様に対し、商品の

魅力を伝えることができ、外国産との差別化が図られた。
• 消費者からの理解が深まったことで、取扱業者からの信頼も高まってきている。

香港商社との商談

 県及び関係団体と連携し、輸出促進事業において試飲によるプロモーションを実施。
 アオレン独自製法「密閉搾り」製品の品質が評価され、商談により販路が拡大。
 香港商社ＰＢ商品の開発と連携したプロモーション活動にて販売展開。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 7,420 318

通年平成27年度 5,460 245

平成26年度 4,877 222

りんごジュース

【主な品目】

香港、台湾、シンガポール、ベトナム等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 今後も、現地の輸入業者等と連携をしながら、継続的な試飲プロモーションを実

施することで、一層の消費拡大を図る。

【生じた課題への対応】
• 現地マネキンに試飲をしてもらいながら商品について丁寧に説明し、納得しても

らった上で、店頭での試飲プロモーションを実施した。
• 商品の品質を理解できる現地マネキンを育成し、一般消費者に試飲販売を行う。

【連絡先】 担当者名：神 ＴＥＬ：0172-33-7520 

（平成21年度より輸出開始）

青森県 ＪＡアオレン
『世界が認める青森県産りんご果汁100%ジュースへ！』

加工食品

【効果があった取組】
・量販店での試飲プロモー
ションや路線バス20台を活用

した商品ＰＲによる一般消費
者への販促。

・展示会出展による量販店等
への販路開拓。

シンガポール展示会出展
による商品ＰＲ

ベトナム量販店での試飲
会実施による販促

香港路線バス２０台を
活用した商品ＰＲ



【取り組む際に生じた課題】
• 設立当初、りんごの仕入先を確保できず、平成14年から青果物の輸出が本格化。
• 台湾へのりんご輸出量が増加し、価格競争の激化から販路の開拓が必要。
• 東日本大震災後は放射能検査証明の経費が負担増。

【対応の結果】
• 近隣自治体による農家への支援により、輸出を目的とした生産者の組織的取組

に発展。
• 輸出先が台湾、中国のほか香港やベトナム等のアジア諸国へ拡大。
• 地域密着型の事業が輸出先国の業者から評価され、販路が定着。
• これまでに開拓した輸出先と安定した取引を展開。

青果物（りんご）、冷凍水産物

【主な品目】

台湾、香港、中国、ベトナム等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• りんごの輸出先拡大には、輸出検疫条件の緩和が課題。
• これまでに輸出実績がない地域・国への販路拡大を展望。

【生じた課題への対応】
• 県や市の商談会に参加して生産者との関係を構築するとともに、海外の商談会

で販路を開拓。

• 輸出先国のニーズや地元企業の輸出相談への対応を積み重ね、青森県産品と
海外を結ぶ機会を創出。

（平成９年度から輸出開始）

青森県 （株）ファーストインターナショナル
『地域の青果物・水産物等をアジア諸国へ』

その他

【効果があった取組】
・輸出先国から青森県内にない産品の需要があった場合、県外から
調達して対応することにより、顧客離れを防ぐとともに売上も向上。

 八戸商工会議所青年部の有志を中心に平成６年、貿易商社を設立。
 八戸市を拠点に、地域に寄り添う地域密着型で事業を展開。

【ウェブサイト】 http://www.firstintl.co.jp/

【連絡先】 担当者名：取締役部長 桜庭雅紀 ＴＥＬ：0178-71-2282

りんごの販売(台湾)

輸出される冷凍鯖



【取り組む際に生じた課題】
• しめ鯖の製造工程中に生じるヒスタミンの制御。
• 輸出先国が求める衛生管理要件への対応。
• 漁獲量の減少、魚体の小型化による加工用原料の確保。

【対応の結果】
• 会社全体の衛生管理意識が高まり、加工製品の安全や安心、高品質を確立。
• 商社が輸出先国の受注数を確保することにより、輸出先を継続的に確保。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 8,360 277.4
冷凍しめ鯖は
通年、冷凍鯖
は９～11月

平成27年度 5,532 81.1

平成26年度 6,466 154.3

冷凍しめ鯖、冷凍鯖

【主な品目】

米国、カナダ、ガーナ等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 加工場を改修してEU・HACCPの認定を平成28年2月に取得し、更に高度な衛生

管理により、今後はEUを始め新たな海外販路の開拓を展望。
• 海外販路の開拓には、現地の消費者ニーズ把握が課題。

【生じた課題への対応】
• 水産総合研究センターとの共同研究でヒスタミン生成菌の制御方法を確立。
• 米国向けHACCPの認定を平成12年に取得。
• 加工製品の生産数を商社に随時報告し、商社が輸出日程等を調整。

（昭和52年度より輸出開始）

青森県 武輪水産（株）
『衛生管理を徹底し、冷凍しめ鯖を米国等へ』

水産物

【効果があった取組】
アフリカ／ガーナへの販路が

回復したこと、数量の調達や
価格を含めた条件が整ったこ
とから冷凍鯖の輸出量が増加。

 貿易商社からの受注で冷凍しめ鯖を輸出。平成22年度からは冷凍鯖も輸出を開始。
 輸出先国が求める衛生管理要件に対応するため、加工場（八戸市）を改修しHACCP

認定取得。

注：冷凍しめ鯖及び冷凍鯖の輸出を実績とした

【活用した支援・施策】 HACCP対応のための水産加工・流通施設の改修支援事業（平成25年度補正予算）

【ウェブサイト】 http://www.takewa.co.jp/

【連絡先】 担当者名：代表取締役社長 武輪 俊彦、ＴＥＬ：0178-33-0121

しめ鯖

加工用原魚の選別



【取り組む際に生じた課題】
• 現地の顧客が求めている商品ニーズを捉えることが困難。

• 日本各地のフェアが開催されているロサンゼルスでは、催事慣れしている現地
の顧客の目をひくことができず、他の地域のフェアに埋もれる。

【ウェブサイト】 http://aomori-fdc.jongara.net/ja/

【対応の結果】
• 回数を重ねることにより、商品に対するニーズを会員が把握できつつある。
• スーパーの店員も商品を理解して説明してくれるようになった。

• 食にこだわりのある人が多く、会員の商品説明により商品への理解が進み、
リピーターが増加。

アメリカ（ポートランド）で
開催した青森フェア

 青森県産品の海外輸出に積極的な県内企業6社が発起人となり2012年9月に設立。
（現在の会員数は26事業者）

 米国西海岸のスーパーマーケットにおいて青森フェアを開催。
 海外のバイヤーを招へいした商談会並びに輸出ノウハウ伝授セミナーを開催。
 海外市場に興味がありつつも、一歩前へ踏み出せない企業をサポート。

黒にんにく・りんご酢等の加工食品、化粧品等

【主な品目】

米国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の課題・展望】
• 会員が26事業者と増加し商品も多様化したことにより、ターゲットとなる国・地

域も多様化していることから、それに対応した販路の開拓。

• フェアでは、商品が生まれた地方の文化や風土に関心が高く、伝える手法に
ついてパンフレットも含め検討。

• 輸出するうえで、HＡCCP並びにFSSC22000取得が求められつつある。

【生じた課題への対応】
• フェア開催の回数を重ねることによりニーズを把握。
• 一週間のフェア開催期間中、会員自ら店頭で商品説明など現地顧客対応。
• 会場をロサンゼルスからポートランドへ移しフェアを開催。

【連絡先】 担当者名：青森県中小企業団体中央会 青森県輸出促進協議会事務局、ＴＥＬ：017-777-2325 

【活用した支援・施策】 農林水産省「平成24年度輸出拡大サポート事業（輸出に取り組む事業者向け対策）」

青森県 青森県輸出促進協議会
『加工食品を米国へ』

加工食品



【取り組む際に生じた課題】
• 産地情勢等の情報伝達が不透明（曖昧な情報がひとり歩きしている）。
• 輸出先国までのリードタイムが長く、商品品質管理に苦慮。
• 文化習慣の違いから、現地販売員の商品アピール度が低い。

【ウェブサイト】 http://ita-furusen@town.itayanagi.aomori.jp/  

【対応の結果】
• オーダーサイクルが早く、実績が増加してきたが、他産地とのシェア競争が激化

している（他国、日本国内との差別化） 。

• 天候等の影響によりオーダー数が確保できない場合でも、信頼関係があるので
クレームにならない。

香港CitySupre 中環店

販売プロモーション

 平成３年に青森県物産協会主催のイベント「青森ジャパンフェア」シンガポールヤオハ
ンに、RingoWork ブランドでりんご加工品を初出展。

 平成17年には香港の高級スーパーにアンテナショップを開設し、通年取引を実現。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 4,785 －
加工品（通年）

生果（12～１月）
平成27年度 4,212 －

平成26年度 3,342 －

りんごジュース、りんご

【主な品目】

香港、マカオ、台湾、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】

【今後の課題・展望】
• 新たな輸出先国の文化習慣や生活水準等情報収集強化を図り、日常性ニーズ

に対応出来る商品開発を進める（インドネシア、ベトナムに販路拡大を検討）。
• 世界基準（ISO等）の取得のための準備、検討。

【生じた課題への対応】
• 取引先との信頼関係強化を図るため、販売員を直接派遣し、販売プロモーション

を定期的に実施。
• 海外バイヤーを園地や加工施設に招へいし、生産現場を丁寧に説明。

【連絡先】 担当者名：齊藤収一、ＴＥＬ：0172-72-1500 

【活用した支援・施策】 青森ジャパンフェア（平成３年～16年）

（平成17年度より本格的に輸出開始）

青森県 （一財）板柳町産業振興公社りんごワーク研究所

『完熟りんごジュースを香港等へ』

加工食品

飲料元売場（メイン展示）

【効果があった取組】
・直接現地に職員を派遣し、プ
ロモーション回数を増やした。
（商品アピール活動の強化）



【取り組む際に生じた課題】
• 賞味期限がヨーグルトは17日間と短く、輸出には向かないと考えていた。
• 現地の店頭販売価格が日本の３倍以上と高値になることを懸念。

【ウェブサイト】 http://www.marumarushingo.com/

【対応の結果】
• 青森県内企業とともに、地道な規制対応やマーケティングを行うことでニューヨー

クやシアトルへの販路を開拓した。

• 冷凍状態での船便輸送に切り替えることで賞味期限が大幅に延長、かつ商品力
が高く評価され継続輸出につながった。

NYで販売された新郷村
「飲むヨーグルト」

青森県輸出促進協議会に
よるアメリカでの青森フェ
アの様子

 県内有志企業で青森県輸出促進協議会を発足（青森県中小企業団体中央会、ジェ
トロ青森も支援） し、米国で青森フェアを開催し販路開拓。

 青森フェアから派生したネットワークを活かしニューヨークやシアトルでの販路を拡大。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 200 2.5 通年

ヨーグルト、生キャラせんべい

【主な品目】

香港、米国

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 米国食品安全強化法への対応でPCQI（予防管理適格者）有資格者による食品

安全計画を策定、米国の規制対応も引き続きフォローしていく。

• マーケットや規制情報等を把握しつつプロモーション活動も続けながら、継続輸
出は元より新規販路を開拓。

【生じた課題への対応】
• 空輸から冷凍状態での船便輸送に切り替え、賞味期限が大幅に延長。
• 高値であっても市場によっては健康志向の高まりで商品力を評価。
• 動物検疫証明書の作成や、アメリカ輸入業者によるVS permit（獣疫輸入許可）

取得で商流も整う。

【連絡先】 担当者名：角岸、ＴＥＬ：0178-78-2511 

【活用した支援・施策】 県やジェトロなどの商談会、ジェトロ新輸出大国コンソーシアムなど

（平成28年度より飲むヨーグルトをアメリカに輸出開始）

青森県 新郷村ふるさと活性化公社
『ヨーグルトをアメリカへ、青森県内初輸出』

加工食品

※アメリカ向けヨーグルトの輸出額


