
【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、過去

高を記録。
• 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。

台湾卸売業者等との情報交
換会にて意見を述べる生産
者

生産者による市場調査

◆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。
◆台湾の輸入業者等に対するメルマガを活用した産地情報の発信。
◆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、ＪＡ等生産指導担当者を台湾に派遣し、流通状況等の研修。

輸出額(百万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年産 10,466 27,301
９～翌８月
９～翌８月
９～翌８月

平成26年産 8,214 23,417

平成25年産 6,195 16,561

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、ＪＡ等生産指導担当者を台湾に派遣し、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：佐藤、ＴＥＬ：017-734-9574

青果物

【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のうち
「輸出産地等による海外販売促進活動の取組」（りんごキャンペーン部分）

出典：財務省貿易統計



【ウェブサイト】 https://www.facebook.com/aomoritrading/?fref=ts

【対応の結果】
• 香港、タイをはじめとしたアジア各国への輸出量が年々増加。

JETRO主催 「日本産農水産
物・食品輸出商談会」

香港で開催された食品見本市
[Asia Fruit Logistica]

 津軽地方のりんご販売業者の若手有志が中心となり、東南アジアを中心とした、りん
ごの新規輸出先開拓を目指し、平成24年に貿易会社を設立。

 海外に向けFacebookを活用した情報発信。
 ジェトロ主催の商談会、食品見本市「Asia Fruit Logistica」等商談会、展示会に積極

的に参加し、新規輸出先を開拓。

青森県 青森トレーディング(株)
『りんごを東南アジア各国へ輸出拡大！』

りんご

【主な品目】

台湾、香港、タイ、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】

【今後の課題・展望】
• 輸出相手国の需要を今後も増やすべく、アンテナを広げて、新規開拓をしていき

たい。

• 鮮度が高く品質の良いりんごを長期間、安定的に輸出することで、生産者の収
入増につなげ、青森りんご産業の維持発展に貢献したい。

【生じた課題への対応】
• 産地に近い地の利を活かし、選果場と綿密に連絡をとり、顧客の要望に応える努

力をする。
• 地方市場が設立メンバーとなっていることから、地方市場の情報を活用して対応。

【連絡先】担当者名：大堀（オボリ）専務取締役 ＴＥＬ：0172-88-8115 

【活用した施策・支援】 JETRO主催：日本産農水産物・食品輸出商談会（平成27年）

青果物

（平成24年度から輸出開始）

【取り組む際に生じた課題】
• 旧正月等輸出のピークと国内需要のピークが重なった際に輸出商品の確保が

難しい。
• 顧客からのクレームでは、色、焼けが多い。



【取り組む際に生じた課題】
• 台湾における青森りんごの認知度は高いが、県内市町村のうち弘前市が も大

きな産地であることが知られていない。

• りんごの品質の良さは広く認知されているが、栽培・管理といった技術の高さに
裏打ちされたものだということを、百貨店バイヤーに理解してもらえていない。

【ウェブサイト】 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/nogyo/apple/index.html（弘前市りんご）

【対応の結果】
• 品質管理と品質の高さについて、百貨店幹部等の理解が得られたことから、フェ

ア開催店舗が１店舗から８店舗（平成28年度）に拡大。
現地デパートでのフェア

現地バイヤーを招いた園
地視察

 青森県の主なりんご輸出先である台湾での販路拡大を目的として、台南市において、
弘前産りんごのキャンペーン及びプロモーションを平成23年度から毎年実施。

 台湾全土で10店舗展開する百貨店（遠東百貨）の台南店にて「青森りんご 大産地
弘前フェア」を開催し、市長をはじめとしたトップセールスを展開。

 台南市中高校生等の農家等民泊受入れによる教育交流。

青森県 弘前市
『弘前産りんごを台湾南部へ』

りんご

【主な品目】

台湾

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【今後の課題・展望】
• 毎年フェアを実施し、弘前市が認知されつつあるので、「青森りんご 大産地：弘

前」の更なる認知度向上を図る。

• フェアにおいて、りんごと共にりんご加工品（ジュース、お菓子等）のプロモーショ
ンも展開する。

【生じた課題への対応】
• 弘前りんごの生産から出荷までの徹底した品質管理の状況を理解して貰うため、

百貨店のバイヤー、幹部等を弘前市に招へいし、園地や選果場を視察。

【連絡先】 弘前市農林部りんご課、ＴＥＬ：0172-35-1111 

青果物

台南市知事との記者会見



【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。

【ウェブサイト】 http://www.takewa.co.jp/

【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。

加工用原魚の選別

 貿易商社からの受注で冷凍しめ鯖の輸出を開始。
 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、加工場を改修し対米HACCP認定
取得。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 5,532 81.1
冷凍しめ鯖は
通年、冷凍鯖
は９～11月

平成26年度 6,466 154.3

平成25年度 5,948 249.2

【主な品目】 【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を開拓。

【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。

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

【活用した施策・支援】 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）

（昭和52年度から輸出開始）

青森県 武輪水産(株)
『衛生管理の徹底で、冷凍しめ鯖を米国等へ』

水産物

冷凍しめ鯖、冷凍鯖 米国、カナダ、オーストラリア等

注：冷凍しめ鯖及び冷凍鯖の輸出を実績とした

しめ鯖整形

しめ鯖



【取り組む際に生じた課題】
• 平成２年にホタテの貝毒を理由に、EU圏への輸出が禁止。
• 海外でコピー品が出回ったことが数度あり、発生源が特定できなかった。
• 平成23年の原発事故の風評被害を受け輸出が低迷し、平成25年は輸出ゼロに。

【対応の結果】
• 平成９年には対米輸出水産食品加工施設に認定。平成13年には国内初のEU向

け冷凍ホタテ輸出対応加工認定（EU・HACCP）を取得。
• EU・HACCP認定工場（冷凍ホタテ）として、震災以降のEU向け輸出が再開。

青森県野辺地漁港にて、陸奥
湾で採れたてのホタテを試食
するフランス人シェフ。

パリにて青森産ホタテを紹介

 平成26年２月、青森産EU向けホタテ輸出の再開に向け、フランス・パリでジェトロが開
催した「ホタテプロモーション in パリ」に参加。

 フランス人シェフによる青森産ホタテ料理の試食会では冷凍技術や素材の良さも高く
評価され、商談が成約。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 87,400 350

12～３月平成26年度 16,200 120

平成25年度 － －

ホタテ

【主な品目】

フランス、スペイン、イタリア

【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】
• 平成26年の120トンの輸出を足がかりに、本格的な輸出再開を目指す。

【生じた課題への対応】
• 加工施設の衛生状況の改善。
• 商品に特殊な処理を施して本物を見分けられるよう対策。
• 平成26年の「ホタテプロモーション in パリ」に参加し、パリで青森産ホタテを紹介。

【連絡先】 担当者名：笹原、ＴＥＬ：017-739-4832 

【活用した施策・支援】 平成25年度ジェトロ一県一支援事業 パリシェフ招聘及びホタテ商談会

（昭和49年度より輸出開始）

青森県 成邦商事(株)
『卵付冷凍ホタテをフランス等のＥＵへ』

水産物

※平成25年度は原発事故の影響で輸出なし



【取り組む際に生じた課題】
• 安価な他国産「黒にんにく」商品との競合。
• 単発のイベントでは、継続的取引に繋がらない。

【ウェブサイト】 http://www.aomori96229.jp/  

【対応の結果】
• 試食品の提供や商品説明などを通じて、黒にんにくに対する理解と顧客の広が

りに繋げている。
• 2016年2月末に、第１回全国黒にんにくサミットを青森市で開催。黒にんにくの

ブランド認知度の向上に賛同し、全国から280名近くの参加者が集った。

 にんにく生産者でもあり、にんにくを高温高湿で熟成させ、「黒にんにく」に加工する
六次産業に取組む企業。海外展示会等にも積極的に参加し、海外販路を開拓。

 「青森の黒にんにく」の地域団体商標取得の他、黒にんにくサミットを開催。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 3,752 6.7

通年平成26年度 2,288 7.3

平成25年度 1,980 6.4

黒にんにく

【主な品目】

米国、香港、フランス、スペイン、スイス、ベ
トナム、マレーシア、シンガポール、インド

【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】
• 海外展示会出展者は増える中で、出展枠も同様に拡大を図ってもらいたい。
• 2016年9月には世界黒にんにくサミットを青森県八戸市で開催し、国内のみなら

ず、「黒にんにく」の世界ネットワーク構築も、業界をあげて力を入れていく必要。

【生じた課題への対応】
• 青森産黒にんにくブランドの認知度向上に向けて協議会等を立ち上げ、地域団

体商標取得や黒にんにくサミットを開催。今後、国際商標取得も目指す。
• 海外販路開拓の機会を積極的に模索
• コスト削減などを輸送方法を工夫

【連絡先】 担当者名：柏崎 進一 ＴＥＬ：0178-56-5030 

【活用した施策】青森県輸出促進協議会、海外見本市出展、他

青森県 (有)柏崎青果
『黒にんにくを米国、欧州、アジアへ』

加工食品

現地スーパーでの試食販売
中の様子

世界中に広がる黒にんにく



【取り組む際に生じた課題】
• 輸出国により出荷毎に産地証明書等の提出が義務化されているため、証明書

の発行申請をしなければならない。出港に間合わせるため、急遽求められる場
合もある。

【ウェブサイト】 http://www.aoren.or.jp  

【取組の効果】
• 新たな国への輸出に関しても柔軟な対応が可能となった。

りんごジュース

【主な品目】

台湾、中国、米国等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
• 進出を検討している各国の必要とする認証、証明書の把握により、しっかりと準

備を整え販路拡大を目指す。

【生じた課題への対応方法】
• 商談時に発行申請に要する期間をお互いに把握し、事前に出荷日等の情報を

共有することで、証明書を余裕を持って準備する。

【連絡先】 担当者名：齊藤、ＴＥＬ：0172-33-7520

香港商社PB製品

モンドセレクション
金賞

（2011～2016年6連続Ｗ受賞）

国際味覚審査機構
（ＩＴＱＩ） 三ツ星

加工食品

青森県 ＪＡアオレン
『青森県産100％りんごジュースを世界各国へ』

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 5,460 245

通年平成26年度 4,877 222

平成25年度 3,288 148

 県及び関係団体と連携し取り組んでいる輸出促進事業において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、新たにベトナムへ進出。

 香港商社との取組により開発したPB製品の販売も好調。

（平成21年度より輸出開始）



【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） 。

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) 出荷時期

平成27年度 4,212
加工品（通年）

生果（12～１月）
平成26年度 3,342

平成25年度 3,785

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）。

【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。

【連絡先】 担当者名：齊藤収一、ＴＥＬ：0172-72-1500 

【活用した施策・支援】 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 (一社)板柳町産業振興公社りんごワーク研究所

『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）



【取り組む際に生じた課題】
• 通関書類の整備。
• 梱包、輸送方法。
• 支払方法。

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

【対応の結果】
• 書類を揃え、不備なく通関。
• アイテムによっては一部損傷。
• 想定を超える手数料が発生。

見 本

熟青森県産成にんにく
元気くん５個パック

青森県産熟成にんにく
元気くん２００ｇパック

見 本

 (一社)東京食料審査機構との連携。
 ＵＡＥ等イスラム教の方へ向けたＨＡＬＡＬ認証を取得。
 国内の展示会に出展し商品をＰＲ。
 農林水産省輸出促進ロゴマークの使用による日本品質のアピール。

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成28年度 0.3 ４～８月

熟成黒にんにく

【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】
• 現地での販売拡大。
• 商品が破損しないための梱包の工夫。
• 継続販売にあたっての支払い方法、条件。

【生じた課題への対応】
• 青森県庁からの支援。
• 運送会社からの情報得て、梱包試験をして確認。
• 取引銀行からの支援。

（平成２８年度より輸出開始）

青森県 (有)天間林流通加工
『熟成黒にんにくを台湾へ』

加工食品

【活用した支援・施策】青森県庁輸出支援

【連絡先】 ＴＥＬ：0176-68-3861 



【取り組む際に生じた課題】
• 相手の信用情報や、本気度の把握。
• 契約や取引条件の交渉。
• 規制情報の確認。

【ウェブサイト】http://www.arpajon.co.jp/

【対応の結果】
• 輸出契約を締結（４月に2,500箱の輸出）。
• 上海の富裕層向け専用売り場にて販売を予定。
• 平成27年度は現地からの発注タイミングにより減少と想定(26年度に前倒し)。
• 平成28年度から、中国上海へ輸出開始。

主力商品の「朝の八甲田」

海外での試食販売の様子

 社長自ら営業し、商談会等でバイヤーとの関係性を深め、商談成果を伸長。

 今回は、上海在住のマレーシア人実業家が贈答で食した「朝の八甲田」に惚れ込み、
以来、5年越しで、輸出契約を締結。

 平成28年度から、中国上海へ輸出開始。

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 130 0.5

通年平成26年度 300 1.2

平成25年度 114 0.5

冷凍洋菓子「朝の八甲田」

【主な品目】

中国、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】

【今後の課題・展望】
• 上海の百貨店などで、取引先企業が売り場を40箇所近く増設予定。
• 将来的には、アルパジョンが監修した焼き菓子を提供することも検討。
• 商標、ブランド登録の対応。

【生じた課題への対応】
• 相手と、相互に行き来し面談などを通じた確認。
• ジェトロへの相談や、弁護士による契約書の精査。
• 商社等を通じた規制等の確認。

【連絡先】 担当者名：佐藤、ＴＥＬ：0178-21-2151 

【活用した施策】青森県輸出促進協議会、自治体主催展示商談会参加（県・市）、ジェトロ貿易相談、他

青森県 (有)アルパジョン
『冷凍洋菓子を中国、米国、シンガポールへ』

加工食品



【取り組む際に生じた課題】
• 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経営に影響。

【ウェブサイト】 http://www.firstintl.co.jp/

【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。
• 平成27年度は販路の開拓等により、りんご、冷凍水産物の輸出量が増加。

青森フェア（ハワイ）

青森フェア（ロサンゼルス）

 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。
 県や市、地元企業と連携して「青森フェア」を主催し、積極的に販路を拡大。

【主な品目】 【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】
• 地元自治体等と連携して平成26年に設立した「ＡＯＭＯＲＩ県産品輸出推進協議

会」を中心に県内事業者と連携し、事業拡大と地域経済の振興を図る。
• 潜在的な需要が見込める地域、特に米国向けの販路拡大。

【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。

• 青森県産品を扱う地元企業の販路開拓のため、ハワイとロサンゼルスで「青森
フェア」を主催。

【連絡先】 担当者名：取締役ゼネラルマネージャー 吉田悦子、ＴＥＬ：0178-71-2282

（平成９年度から輸出開始）

りんご、冷凍水産物 台湾、香港、中国等

りんごの販売(台湾)

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


