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INTRODUCTION
COMPANY
• 株式会社 平松食品

創業 大正１１年（１９２２年）

１９８８年 株式会社に組織変更

２０００年 ＨＡＣＣＰ対応の御津工場稼動

２００４年 ＩＳＯ９００１：２０００認証取得

ＩＳＯ９００１－ＨＡＣＣＰ適合認定

２００５年 愛知ブランド企業認定

ＩＳＯ２２０００ 認証取得

２００７年 愛知県ＨＡＣＣＰ認定

地域産業資源活用事業計画認定

２０１２年 農商工連携事業計画認定

２０１５年 「がんばる中小企業・小規模事業者３００社」に認定

２０１７年 ＦＳＳＣ２２０００認証取得

２０１８年 地域未来牽引企業認定

２０１８年 食品衛生優良施設厚生労働大臣表彰 2



INTRODUCTION
COMPANY

御津工場

（生産設備面積：約１６００㎡）

２０００年９月稼動

• 株式会社 平松食品

本社：愛知県豊橋市梅薮町

工場：愛知県豊川市御津町

製造品目：魚介類のつくだ煮・甘露煮

（７種類 ３８品目）

従業員数：１４０名

（内時間給者９０名）

生産量 ：約３ｔ／日

より高品質で安全なつくだ煮をめざして

・先代からの教え：正直なものづくり

・衛生的な工場・衛生教育
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“世界の食卓につくだ煮を”

・縮小する“胃袋”

・変化する食習慣

・縮小するつくだ煮マーケット

海外マーケットへ展開

・海外マーケットの調査・研究
・海外マーケットでの販売促進
・日本へ新しいつくだ煮として発信

国内マーケットへ展開

・海外の評価＝“黒船”
・国内で再評価
・新しい和食で再発信
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“世界の食卓につくだ煮を”

Point１．EXPORTER,INPORTERを固めて着手する

Point２．継続して取り組む － 最低3年は続けていく

Point３．現地の食文化・食シーンを考慮し提案する

Point４．JETRO等行政機関、志の同じ仲間と連携する
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“世界の食卓につくだ煮を”

Phase１．調査・研究 ２００６ ～ ２００７

Phase２．現地食文化との融合 ２００8 ～ ２０１０

Phase 3．愛知県食品輸出研究会 ２０１１ ～ ２０１５

Phase ４．JAPANブランド事業Ⅱ ２０１６ ～
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“世界の食卓につくだ煮を”

手段 ターゲット 基本戦略

展示会・商談会 バイヤー
・販路の獲得
・商品の評価
・情報収集 等

催事 現地消費者

・価格帯の確認
・嗜好の確認
・消費者意識の確認
・購買行動の確認 等
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 会の目的

愛知県に主たる事業所を置く、輸出志向の高い食品関連企業

および一次生産者が集い、愛知の食を世界に広め、海外販路

の確立をめざします。

 会員企業（令和元年５月現在）

○ 正会員４４社

(株)平松食品 (株)金トビ志賀 日東醸造(株) (株)宏昌食料研究所 (株)まるや八丁味噌

飯田農園 磯田園製茶(株) 岩田食品(株) 魚彦江松加工センター (株)遠州屋

太田油脂(株) 小笠原製粉(株) (株)おとうふ工房いしかわ (株)尾張製粉 (株)カネナカ

キムラ漬物(株) (有)木村農園 (株)グルメストーリー コーミ(株) 小島農園

三栄鶏卵(株) 七福醸造(株) スギ製菓(株) (株)鈴波 (株)角谷文治郎商店

(株)高章食品 (株)瀧川オブラート 立石海苔店 土筆屋(株) DIES Café

豊橋糧食工業(株) 永井海苔(株) 名古屋市南部食鶏加工協同組合 (株)南山園

日興薬品工業(株) ヒオキ食品(株) (株)秀農業 丸石醸造(株) (株)マルキヤ

丸トポートリー食品(株) (有)丸文岩瀬商店 (有)まんてん．(株)メイカイフーズ

ヤマサちくわ(株)

○ アドバイザー
中小企業基盤整備機構中部本部 ＪＥＴＲＯ名古屋

(株)トーカン (株)今村ジョイントベンチャー 東陽倉庫(株) (株)J&C

愛知県食品輸出研究会
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“平成と令和の狭間で” ≪ 平松食品 ≫

2017年 2月 アメリカ・ロサンゼルス催事（初西海岸催事）
3月 FSSC22000認証取得

11月 ベトナムFOOD EXPO出展（初ベトナム）

2018年 2月 アメリカ・ロサンゼルス催事
5月 Seafood Expo Global 出展（初EUマーケット）
7月 アメリカ・LA,SF催事（NO MSG商品投入）

2019年 1月 Winter Fancy Food Show出展（初西海岸展示会）
4月 JETRO ハンズオン支援採択
5月 Seafood Expo Global 出展
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“平成と令和の狭間で” ≪愛知県食品輸出研究会≫

2016年 6月 平成28年度JAPANブランド育成支援事業採択

2017年 2月 平成28年度JAPANブランド育成支援香港事業実施
6月 平成29年度JAPANブランド育成支援事業採択

2018年 1月 平成29年度JAPANブランド育成支援NY事業実施
3月 平成29年度JAPANブランド育成支援香港事業実施
7月 平成30年度JAPANブランド育成支援事業採択

2019年 1月 平成30年度JAPANブランド育成支援NY事業実施
2月 平成30年度JAPANブランド育成支援香港事業実施
6月 令和元年度JAPANブランド育成支援事業採択
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行政の支援を活用

2020

2015

2010

2005

2000

ISO9001
HACCP

ISO22000

FSSC22000

・経営革新計画認定（1999）

・愛知ブランド企業認定（2004）

・経営革新計画認定（2018）

・経営力向上計画認定（2016）

・愛知県HACCP認証（2007）

・優良施設知事表彰（2009）

・がんばる中小企業300社認定（2015）

・地域未来牽引企業認定（2017）

・優良施設日本食品協会会長表彰（2014）

・JAPANブランド事業認定（2006）

・地域資源活用事業計画認定（2009）
・地域資源活用事業計画認定（2008）

・地域資源活用事業計画認定（2011）
・地域資源活用事業計画認定（2010）

・農商工連携事業計画認定（2013）
・輸出環境整備事業計画認定（2013）
・輸出環境整備事業計画認定（2014）

・輸出環境整備事業計画認定（2015）
・ものづくり補助金事業計画採択（2016）
・ものづくり補助金事業計画採択（2017）
・ものづくり補助金事業計画採択（2018）

・食品産業農林水産大臣表彰（2005）

・ふるさと食品食糧局長表彰（2013）

・食品衛生優良施設厚生労働大臣表彰（2018）
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