
 

 

平 成 2 9 年 ５ 月 1 6 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 28 年度の支援実績は、輸出先 6 ヶ国・地域、件数 37 件となり、平成 25

年度に取組みを開始してからの支援件数は 154件となりました。 

平成 28 年度の動向としては、以前から輸出が盛んなシンガポールなどの地域で支

援件数が減少し、新たに支援を開始したマカオでの支援件数が伸長しました。 

平成 29年度は、「従来から日本産食材に興味が強かったが十分に支援が浸透してい

なかったタイ、ロシアに対する輸出支援」と「賞味期限の短い野菜など生鮮品に対す

る輸出支援」を強化すべく、日本公庫は新たに貿易商社等３社と提携を結びました 

（詳細は別紙２）。 

日本公庫は、引き続き本事業を通じて、農水産業者・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 28年度は６ヶ国・地域において 37件の輸出を支援 

平成 28 年度の本事業の実績は、6 ヶ国・地域（台湾、シンガポール、マレーシ

ア、マカオ、米国、香港）において 37件の輸出支援を実施しました。 

平成 25 年の本事業開始以降、累計で９ヶ国・地域に対して 154 件の輸出支援を

実施。また、支援先の所在地は 36 都道府県におよび、本事業が全国的に定着しつ

つあります。 

 25年度 26年度 27年度 28年度 累計 

輸出国・地域 4 7 6 6 9 

支援件数 31 45 41 37 154 

○ 輸出先は台湾が最多、新たにマカオへの輸出支援を開始 

平成 28年度の輸出先別の支援実績は、台湾が 10件（昨年度２件）と最多で、次

いでシンガポールが８件（昨年度 15件）、マレーシア８件（同 11件）、マカオ５件

（同 0件）、米国３件（同８件）、香港３件（同４件）となりました。 

台湾及びマカオの支援件数増加は、平成 28 年度に台湾・マカオを主要エリアと

する貿易商社と提携を開始したためです。台湾・マカオ輸出支援の対象品目は茶、

果物などの農産物、ジュース、調味料などの加工品が中心となりました（28 年度

の支援内容一覧は別紙３）。 

 
国産農水産物・食品の輸出支援事業、開始４年で 150件を突破 

～平成 29 年度は、タイ・ロシアへの輸出支援を強化 ～ 

ニュースリリース 



○ 平成 29年度は新たに３社の貿易商社と提携し輸出支援を拡大 

平成 29 年度の「トライアル輸出支援事業」について、日本公庫は新たに３社

の貿易商社と提携を結び、輸出支援事業にかかる貿易商社の提携先は計 13社とな

りました。これにより、「タイ」、「ロシア」等に対する輸出支援が可能になったほ

か、野菜など生鮮品の輸出支援の強化が図られます。引き続き、輸出地域及び品

目の拡充を図りつつ、輸出支援の拡大を目指します。 

 

【 新たに提携を結んだ貿易商社の概要 】 

① 北海道総合商事株式会社 

【概要】北海道銀行などの道内企業９社からなる平成 27 年に設立した貿易会

社。北海道という地域特性を活かし、ロシアへの輸出を中心に活動。

平成 29年度は、ベトナムへの食品輸出を見込む。 

【主要取扱品目】食品全般 

【主要輸出国】ロシア、ベトナム（予定） 

 

② 株式会社藤生  

【概要】群馬県伊勢崎市に所在し、青果・総合食料品卸として昭和 22 年に創

業。シンガポール、マレーシアに現地法人を構え、シンガポール、マ

レーシア伊勢丹の生鮮品売り場の専門職にて運営を担う。 

【主要取扱品目】青果物、青果加工品 

【主要輸出国】シンガポール、マレーシア、香港、マカオ 

 

③ OTENTO（THAILAND）  

【概要】日タイ両国の農業ビジネスを発展させるべく平成 19 年に設立。日本

スタイルの野菜栽培技術を駆使し、安心・安全で美味しい農産物をお

客様へ届けるとともに、日本の農産品の輸入販売を行う。 

【主要取扱品目】農産品、農産加工品 

【主要輸出国】タイ 

 

 

 

 

 

 

  



 

○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

欲のある取引先を支援しています。 

 

【輸出支援スキーム図】 

 

※[支援対象者] 

①農水産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水産業者・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 

※ 

③商品の出荷 

      ⑤売行き状況をフィードバック 

②事業委託・ 

生産者マッチング 



 ○29 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 

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） 

中国主要各都市に代理店あり。小売

店、料理店、ECなど複数販路で輸出

中。 

㈱ＲＥ＆Ｓ ＪＡＰ

ＡＮ  

（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。 

㈱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 

全国 農水産物、農水産物

加工品（果物、野菜、

冷凍加工品）、飲料

（アルコール含む） 

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 農産物、農産加工

品、その他食品全般   

台湾の小売店向けを中心に販路あ

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）  

Ｈ28 年度新規 

台湾 全国 農水産加工品 台湾の輸入業者。 

約 5年前に設立し、現在、ベーカリ

ーや海鮮飲食店、長崎ちゃんぽんな

どの直営店舗をもつ。 

和偉食品貿易 有限

公司 （マカオ） 

Ｈ28 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。 

北海道総合商事㈱ 

（北海道） 

 

Ｈ29 年度新規 

ロシア、 

ベトナム（予定） 

北海道

中心 

食品全般 平成 27年に設立した貿易会社。北

海道という地域特性を活かし、ロシ

アへの輸出を中心に活動。平成 29

年度は、ベトナムへの食品輸出を見

込む。 

㈱藤生（群馬県） 

 

Ｈ29 年度新規 

シンガポール、

マレーシア、香

港、マカオ 

全国 青果物、青果加工品 シンガポール、マレーシアに現地法

人を構え、シンガポール、マレーシ

ア伊勢丹の生鮮品売り場の専門職

にて運営を担う。 

OTENTO（THAILAND） 

 

Ｈ29 年度新規 

タイ 全国 農産品、農産加工品 日本スタイルの野菜栽培技術を駆

使し、安心・安全で美味しい農産物

をお客様へ届けるとともに、日本の

農産品の輸入販売を行う。 

（※）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２ 



○28年度の支援内容一覧 

 

輸出国・地域 

26年度 

支援 

件数 

27年度 

支援 

件数 

28年度 

支援 

件数 

28年度の 

主な輸出品目 

台 湾 ５件 ２件 １０件 

・米 

・野菜（南瓜、にんにく） 

・加工食品（調味料、海産珍味（塩辛等）、ジュ

ース、ジャム） 

シンガポール １８件 １５件 ８件 

・茶 

・果物（いちご、シャインマスカット） 

・加工食品（干し芋、ごま団子、ジャム） 

マレーシア ８件 １１件 ８件 

・果物（リンゴ、柿、シャインマスカット） 

・加工食品（ひやむぎ、豆加工品、えのきスープ、

ジャム） 

マカオ 

☆ 
- - ５件 

・茶 

・果物（白いちご） 

・加工食品（あんぽ柿、乾燥野菜、ジュース） 

米 国 ４件 ８件 ３件 
・有機玄米茶 

・加工食品（えのきスープ、麺） 

香 港 ５件 ４件 ３件 
・ゆず茶 

・加工食品（バウムクーヘン、とまとゼリー） 

カナダ - １件 - - 

中国 ４件   - 

タイ １件   - 

 

計 

 

４５件 ４１件 ３７件  

 ☆28年度新たに支援した地域・国 

別紙３ 


