
 

 

平 成 2 8 年 ５ 月 1 9 日 

株式会社日本政策金融公庫 
 

 

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）農林水産事業が国産農水産物・食品の海外販

路開拓を後押しする「トライアル輸出支援事業」（別紙１参照：以下、「本事業」とい

う。）の平成 27年度の支援実績は、輸出先６ヶ国・地域、件数 41件にのぼりました。 

本事業は、平成 25 年度から取り組んでいますが、開始後３年での累計支援実績が

８ヶ国・地域（シンガポール、香港、マレーシア、米国、台湾、中国、タイ、カナダ）

で、件数が 117件と、100件を突破しました。 

日本公庫では、引き続き本事業を通じてお取引先の農林漁業者・食品企業の海外展

開を積極的に支援していきます。 
 

＜ポイント＞ 

○ 平成 27年度は６ヶ国・地域において 41件の輸出を支援 

平成 27 年度の本事業の実績は、６ヶ国・地域（シンガポール、マレーシア、米

国、香港、台湾、カナダ）において 41件のトライアル輸出を支援しました。 

支援先を県別で見ると、今年度は新たに滋賀県、大阪府、奈良県、島根県、佐賀

県のお取引先が本事業を利用したことにより、３年の累計で 30 道府県となり、本

事業が全国で定着しつつあります。 

 

 

 

 

 

 
 

○ 国・地域別ではシンガポールが最多、輸出品目では米、お茶など 

平成 27年度の輸出国・地域別の実績は、昨年度に引き続きシンガポールが 15件

（昨年度 18件）と最多で、次いでマレーシア 11件（同８件）、米国８件（同４件）、

香港４件（同５件）となっています。 

輸出品目では米、お茶、イチゴ、さつまいも、大根などの野菜のほか、あんぽ柿、

さつま揚げなどの加工品や水産物（ブリ）などの輸出支援を行いました（27 年度

の支援内容一覧は別紙２、具体的な支援事例は別紙３を参照）。 

 

 

 
「トライアル輸出支援事業」、開始３年で 100件を突破 

～ 国産農水産物・食品の海外販路開拓を積極的に後押し ～ 

ニュースリリース 

25年度 26年度 27年度 累計

輸出国・地域数 4 7 6 8

支援件数 31 45 41 117

支援先の道府県数 13 20 16 30

※輸出国・地域及び支援先の道府県の累計は年度ごとの重複を除く



 

 

○ あんぽ柿、さつま揚げ、ワサビなど伝統的商品が継続輸出へ 

平成 27 年度に支援した 41 件のうち、８件（注）が次年度以降の継続取引が濃厚

となり、その多くがあんぽ柿、さつま揚げ、ワサビといった日本の伝統的な食品と

なりました。米、お茶といった既に海外で浸透している日本産食品以外にも、これ

ら日本の伝統的食品が海外で浸透し始めていることは、現場農業者に元気を与えて

います。 

現に、本事業を利用した熊代敬三氏（奈良県五條市）は、「日本の伝統的な食材

であるあんぽ柿が香港で受け入れられることがわかった。香港市場にあんぽ柿が

浸透するように活動を強化していきたい」と述べています。 

また、３年の累計実績では、支援件数 117件のうち 25件が、本事業で開拓した

販路により継続輸出（継続輸出率 21％）となり、果物（果実ジュース含む）が９

件と最多で、次いで米（同６件）、野菜（同４件）となっています。 

（注）本事業利用後に、提携貿易商社から追加の注文が見込まれているものを集計 

 

○ 提携貿易商社は今後の輸出支援に意欲的 

本事業のカギを握る提携貿易商社のうち、株式会社スーパークーリングラボ

（大阪府門真市）の営業所長、市川雅一氏も、「日本公庫から紹介いただいた農業

者は、これまで我々が見つけることのできなかった食材を扱っている場合が多く

魅力的だ。トライアル輸出支援事業を利用することで、輸出を実現できる農業者

も多いはずであり、引き続き協力していきたい」とコメントされています。 

 

○ 平成 28年度は新たにマカオの貿易商社と契約し輸出支援拡大 

平成 28 年度の「トライアル輸出支援事業」について、新たに契約したマカオ

の貿易商社を含め、計 13 社（27 年度は 12 社）と本事業に関する契約を４月 20

日付で締結（詳細は別紙４）しており、輸出支援の拡大を目指します。 



  

○トライアル輸出支援事業とは 

日本公庫農林水産事業では、平成 25年度から顧客支援の一環として農産物など

の海外販路開拓を後押しする「トライアル輸出支援事業」を実施しています。 

農林水産物・食品の輸出ノウハウを持つ貿易商社と連携することにより、輸出に

意欲のある取引先をご支援しています。 

 

【輸出スキーム図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※[支援対象者] 

①農林漁業者又は食品企業で、日本公庫農林水産事業資金のご利用のある方 

②これまで輸出実績がない国に対して、輸出を取り組もうとしている方 

 

【具体的な支援の流れ】 

・日本公庫が、輸出に意欲のある農林漁業者・食品企業と貿易商社とのマッ

チングを行い、貿易商社が事前にトライアル輸出が可能かどうかの見極め

を実施。 

・輸出可能と判断した場合には、貿易商社が以下の(a)～(d)まで一貫したサ

ポートを実施。 

(a) 輸出前の事前準備（ラベル表示作成指導等）支援 

(b) 検疫や税関における各種の手続き支援 

(c) 海外の販売先との商品価格交渉などの側面支援 

(d) 輸出後の販売状況のフィードバック 

 

別紙１ 

※ 



  

○27年度の支援内容一覧 

輸出国・地域 

 

25年度 

支援 

件数 

 

26年度 

支援 

件数 

27年度 

支援 

件数 

27年度の 

主な輸出品目 

シンガポール ７件 １８件 １５件 

・玄米 

・果物（メロン、リンゴ） 

・野菜（イチゴ、大根） 

・茶 

・加工食品（干し芋、ワサビ、乾物（小魚）） 

・水産（ブリ） 

マレーシア - ８件 １１件 

・野菜（イチゴ、大根） 

・農産物（きのこ） 

・茶 

・加工食品（ミカンジュース、たまねぎドレッシ

ング、ジンジャーサイダー、干し芋、ワサビ） 

米 国 ７件 ４件 ８件 

・茶 

・加工食品（たまねぎドレッシング、ワサビ、梅

エキス、さつま揚げ） 

香 港 １４件 ５件 ４件 

・果物（柿） 

・茶（有機） 

・加工食品（あんぽ柿、梅エキス） 

台 湾 ３件 ５件 ２件 
・米 

・野菜（さつまいも） 

☆カナダ - - １件 ・加工食品（たまねぎドレッシング） 

中国 - ４件 - - 

タイ - １件 - - 

 

計 

 

３１件 ４５件 ４１件  

 ☆は 27年度に初めて輸出支援を行った国 

別紙２ 



 

○27年度 具体的な支援事例 

支援事例① 

貿易会社名 

輸出国・地域 

株式会社 スーパークーリングラボ（所在地：大阪府） 

香港 

支援内容 当社の主力地域である香港において、市場での売れ行きを調査。 

企業名 

商品名 

氏名：熊代 敬三（奈良県五條市） 

商品名：あんぽ柿 

 

成果 
商品の売れ行きが好調であったことから、追加発注が決定。日本食品が浸透して

いる香港では、日本の伝統的な食品を受け入れる素地があることを確認。 

支援事例② 

貿易会社名 

輸出国・地域 

弓場貿易株式会社（所在地：鹿児島県） 

米国 

支援内容 
米国のスーパーにさつま揚げを輸出。通関に必要な書類のとりまとめや輸送する

際の商品の納品方法等をアドバイス。 

企業名 

商品名 

企業名：株式会社 立石食品（鹿児島県鹿児島市） 

商品名：さつま揚げ 

 

成果 
現地では、目新しい商品であったため消費者の反応がよく、継続した取引に向け

検討を重ねる方向となった。  

 
 

別紙３ 



 

○28 年度 提携の貿易会社一覧（概要） 

貿易商社名 
（本社所在地） 

輸出国 支援 

対象 
地域 

取扱品目：赤字は取り 

       扱い優先品目 
ＰＲポイント等 

㈱ファーストインター

ナショナル（青森県） 

台湾、香港、 

シンガポール 

東北 農産物（リンゴ、桃、ナ

シ） 

農産加工品 

アジア、東南アジアに幅広くネット

ワークあり。 

ジェイシンパートナ

ーズ㈱ 

（東京都） 

中国本土 全国 農水産加工品、飲料

（アルコール含む） 

上海に提携企業を複数有してお

り、華東地域の日系・現地系小売

店にネットワークあり。 

㈱ＲＥ＆Ｓ ＪＡＰＡＮ  

（大阪府） 

シンガポール、

マレーシア、ロ

シア、マカオ 

全国 農水産物、農水産加工

品、畜産物（※） 

シンガポールに現地法人を有して

おり、小売店（アンテナショップ）、

飲食店事業も実施。 

㈱スーパークーリン

グラボ 

（大阪府） 

香港 全国 農産物、農産加工品、

菓子、飲料 

香港に自社店舗を有しており、ま

た通販での販売を手掛けており、

幅広に取り扱い可能。 

㈱ウィズ・プロデュ―

ス（大阪府） 

香港、台湾、

タイ、シンガ

ポール 

全国 農産物（果物、野菜）

農産加工品 

香港のパートナーの輸入業者

は、現地系・日系小売店にネット

ワークあり。 

クラウン貿易㈱ 

（兵庫県） 

北米、ＥＵ、ア

ジア 

全国 農水産加工品（賞味期

限は 180日以上） 

特に北米全域にネットワークあ

り。 北米向けはHACCP対応商品

を希望。 

愛媛エフ・エー・ゼッ

ト㈱ 

（愛媛県） 

シンガポール 

マレーシア 

中国

四国

九州 

農水産物、農水産物加

工品（冷凍加工品）、

飲料（アルコール） 

シンガポールのパートナーの輸入

業者は、現地飲食店を中心にネッ

トワークあり。マレーシアでは現地

飲食店に加え、小売販売も可能。 

㈱ニュウズ 

（愛媛県） 

台湾 全国 果物  台湾の小売店向けを中心に販路

あり。 

㈱芙蓉トレーディン

グ（福岡県） 

香港 九州 農産物、農水産加工

品、畜産物（※）、果物 

香港のパートナーの輸入業者

は、香港の大手小売店とネットワ

ークあり。 

弓場貿易㈱ 

（鹿児島県） 

北米 九州 農水産物、農水産加工

品 

米国の小売店に定期販路を確立

している。 

テイサン国際有限

公司 

（台湾） 

台湾 全国 米、加工食品 台湾の輸入業者であり、日本産

米の輸入取り扱いは台湾でトップ

クラス。 

仁美国際股份有限

公司（SGM）  

（台湾）  

[28年度 新規] 

台湾 全国 農水産加工品 台湾の輸入業者。現在台北市内

でベーカリー店を運営、本年 7月

に直営海鮮飲食店がオープン予

定。 

和偉食品貿易 有

限公司 （マカオ） 

[28年度 新規] 

マカオ 全国 農水産物、農水産加工

品 

マカオの輸入業者。日本側の代

理店は関西にあり。マカオの飲食

店や小売店への販路あり。 

（※）畜産物は、輸出国からの輸出認証施設等を取得している申し込み者のみ、対応が可能。 

別紙４ 


