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１．日本公庫の主な海外展開支援メニュー
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【サポートメニュー】

主なサポートメニュー

【融資メニュー】

ご利用いただける主な資金

資金の使いみち

農業者向け（設備資金、運転資金ともに利用可能）
国内における工場や機械の取得などの設備資金及び運転資金

農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）

食品産業者向け（設備資金のみ利用可能）
国内における工場や施設、機械の取得などの設備資金

食品産業品質管理高度化促進資金（HACCP資金）
水産加工資金
中山間地域活性化資金

【運転資金】農業者のみ利用可能
事前準備に必要な資金

（海外向けパンフレット作成費、海外担当スタッフの雇用費、
サンプル輸送費、海外展示会への出展費等）
実際に輸出する際に必要な資金

（ 輸出事業拡大に伴う雇用費、商標登録費、海外渡航費等）

【設備資金】農業者、食品産業者両方が利用可能
実際に輸出する際に必要な資金

（輸出向けの製造開始に伴う工場拡張、輸出用パッケージ変
更に伴う機械購入、ＨＡＣＣＰ対応施設の整備等）

アグリフードEXPO（東京・大阪）

公庫提携貿易商社等との相談コーナーを設置

ジェトロ主催の海外商談会を同時開催

＜例＞ アグリフードEXPO東京2017

海外で開催される商談会への出展サポート
出展前から出展後までのフォロー

＜例＞ H29/2 Winter Fancy Food Show
（サンフランシスコ）

H29/8 Food Expo（香港）

海外現地販売会の開催
公庫提携貿易商社の協力により、公庫取引先の商品を
海外で販売

＜例＞ H29/11 台湾現地販売会・現地視察

各種情報発信
公庫の海外展開支援の取り組みや、ジェトロバンコク
事務所出向職員等からの情報を定期的に発信



「アグリフードEXPO」は平成18年度から開催しており、

販路拡大を目指す農業者や食品製造業者とバイヤーの間を

つなぐ、ビジネスマッチングの機会を提供するための全国

規模の展示商談会です。

全国各地から国産農産物にこだわった農業者や食品製造

業者が多数出展し、来場したバイヤーとの間で活発な商談

が行われています。

※引合件数 ： 商談会終了後も継続して商談を行う予定の件数

【開催データ】 東京2017 大阪2017 東京2016 大阪2016

出展者数
（うち北海道）

703先

（36先）

454先

（9先）

681先

（32先）

429先

来場者数 13,247名 15,262名 14,410名 15,490名

商談件数
（うち引合件数）

44,689件

（7,600件）

32,082件

（5,249件）

36,728件

（7,004件）

24,626件

（5,033件）

● 概要

（１）アグリフードEXPO（東京・大阪）

＜「アグリフードEXPO東京2017」の様子＞

※
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（１）アグリフードEXPO（東京・大阪）
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貿易商社 相談内容 相談件数

① 仁美国際股份有限公司 台湾向け食品輸出のご相談 １０件

② ㈱藤生
シンガポール・マレーシア・香港・マカオ向け
食品輸出のご相談

９先

③ 愛媛エフ・エー・ゼット㈱
シンガポール・マレーシア向け
食品輸出のご相談

６件

④和偉食品貿易 有限公司 マカオ向け食品輸出のご相談 ８件

⑤ 日本貿易振興機構
（JETRO）

食品輸出全般のご相談 １６件

計 ４９件

● 海外相談会（アグリフードEXPO東京2017） 概要



（１）アグリフードEXPO（東京・大阪）
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● 出展者の声（輸出）

輸出のロゴマークを背面板に貼り付けたことで、輸出関係のバイヤーから、「輸出の取

り組みもされているんですか？」等の質問を受け、輸出商談のきっかけ作りにも繋がり

ました。

カナダとの取引が始まりそうです。国内でも招待していたバイヤー２件を含め、６件も

の受注が決まり、その他、４件程良い方向で話が進められそうです。

カナダ向け、マレーシア向け輸出のお話しをいただきました。

ヨーロッパ、香港、シンガポール、台湾の商社から、乾物・さつまいもパウダーの輪出に

ついて、問合せをいただきました。

ヨーロッパ、香港、シンガポール、台湾の4地域の商社から、国内からも２、３０社から問
合せを頂いています。

輸出に関して３件の引き合いがあり、２件交渉中です。輸出に取り組みたいと思ってい
たので、国内の移送手段のことなど、今後のステップアップが期待できるので、非常に
有意義でした。



（１）アグリフードEXPO（東京・大阪）
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● 出展者の声（全般）

３年前に就農し初参加ですが、出展に当たり商品のコンセプトや特徴等について
改めて考える良い機会になりました。
でも、一番嬉しかったのはEXPO出展で信用度が増したのか、集荷も行う地元の大
規模農業法人から声を掛けられ、翌週から出荷できたことです。先方は千葉から
の仕入れコストが抑えられ、当方は従来の２倍近い単価となり喜んでいます。今
後も規模拡大を図って行く予定です。

５回目の出展となりますが、以前に増しバイヤーの質が高まっている気がします。
また、バルーンで地域や特設コーナーを分かり易くする等毎回工夫の跡が見られ
ます。「フリー商談スペース」を利用しているのを見て、次回出展する際は、う
まく活用したいと思います。

「商品展示コーナー」を見てブースへいらしてくださったという方が多かったです。
会場が広いので、じっくり見て回る時間の無いバイヤーは、まず「商品展示コー
ナー」を見て、目星をつけてから来てくださるようで、商談のきっかけとしては、
たいへん良いコーナーであると思います



（２）海外商談会への出展サポート
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● 海外商談会への出展支援

ジェトロが運営するジャパンパビリオン内に公庫ブースを出展。

公庫ブースに出展する公庫取引先に対し、出展前から出展後までフォロー。

出展前 : 出展に係る事務手続きの支援

出品物輸送のフォロー（公庫提携貿易商社の紹介等）

会期中 ： 公庫職員の帯同出張

出展ブースのサポート（お手伝い）

商談会アシスタント（兼簡易通訳）の手配・配備

事後商談 ： 貿易商社、現地バイヤー等との商談設定（可能な限り）



（３）海外現地販売会の開催

8

●海外現地販売会

①公庫提携貿易商社が取引先の商品を買い取り、商品を輸出（トライアル輸出支援事業を活用）

②一定期間、提携貿易商社が運営する小売店等で順次販売 ⇒現地視察も実施
③販売状況（売れ行き、消費者の声等）を後日フィードバック
【輸出までのイメージ】

【現地視察の主な内容】
①輸出した商品が販売（予定）される小売店等視察
②スーパー、青果市場等視察
③現地業者との意見交換・商談

＜「台湾現地視察2017」の様子＞



（４）各種情報発信
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情報メニュー 概要 収集先

ＡＦＣフォーラム
農林漁業や食品産業を取り巻く最新のテーマや全国の優れた経

営事例を紹介するオピニオン誌です。
公庫ホームページ

アグリ・フードサ

ポート

お客さま向けに融資制度の紹介やイベント情報の詳細をお知ら

せしています。
公庫ホームページ

各種レポート

担い手農業者の決算動向や景況調査、食品企業の景況調査、食

品に関する消費者の意識や購買行動に関する調査など専門性の

高い情報を取りまとめ、プレスリリースやホームページを通じ

てご紹介しています。

公庫ホームページ

最新技術情報

（技術の窓）

国や都道府県の農業試験研究機関で農業技術の発展に貢献して

きたベテランの専門家による最新の農業経営・技術に関する情

報をホームページを通じてご紹介しています。

公庫ホームページ

情報戦略クリップ
時事のトピックス、政策動向などに関する簡易レポートで、Ａ

４（１～２枚）で解説しています。

公庫支店農林水産事業へ

お問い合わせください。



（５）融資メニュー（海外展開に係る資金）
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【農業者向け】

【食品産業者向け】

資金、ご利用いただける方
・農業経営基盤強化資金（スーパーL）
認定農業者

融資限度額 ・個人３億円（特認６億円） ・法人１０億円（特認２０億円）

返済期間 ・２５年以内（うち据置期間１０年以内）

資金使途
・国内における工場や機械の取得などの設備投資
・運転資金（規模拡大に伴うもの等）

資金、ご利用いただける方

・食品産業品質管理高度化促進資金（HACCP資金）
HACCP導入や衛生管理等の事業を行う食品製造・加工業者の方
・水産加工資金
水産加工業を営む事業者の方
・中山間地域活性化資金
中山間地域の農林畜水産物を使用して製造・加工・販売を行う方

融資限度額 ・負担額の８０％以内（一部資金については金額限度があります。）

返済期間 ・１０年超１５年以内（うち据置期間３年以内）

資金使途
・国内における工場や施設、機械の取得などの設備投資
※運転資金はご利用いただけません。



２．トライアル輸出支援事業
（１）概要
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● 事業の目的
初めての輸出を支援
日本公庫農林水産事業のお客様が行う海外販路開拓を支援するため、

輸出の事前準備から、輸出手続き、販売支援といった一貫した輸出支援
サポートを行う事業。
輸出体制の構築をサポート
当事業により、海外への販路開拓を望むお客様が、海外市場における

ニーズの把握、輸出体制の確立を図っていくことを目的とする。

● 支援対象者
日本公庫農林水産事業に現に残高を有する先で、かつ、今後、農水産物
または農水産加工品の輸出に取り組む意向のある農水産業者・食品企業
（個人・法人を問わない）。
これまで定期的に輸出をしていない市場（輸出未開拓の国）を対象に輸
出を取り組む者（過去にトライアル輸出支援の利用先に対しては、同じ
輸出国への支援は不可）

（注） 商品の特性、輸出相手国の検疫・輸入規制、貿易会社との価格交渉等の商談によっては、当
支援を受けられない場合があります。



（２）イメージ
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● 日本公庫と貿易会社が仲介することで、初めての輸出実現を目指します



※ 畜産物は、輸出国からの輸出認証施設を取得している申し込み者のみ、対応が可能。
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№ 貿易商社名（本社所在地） 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

1 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）

2 ㈱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（※）

3 ㈱ウィズプロデュース 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

4 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）

5 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（冷凍加工品）、飲料
（アルコール）

6 ㈱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

7 弓場貿易㈱ 鹿児島県 北米 九州 農水産物、農水産加工品

8 テイサン国際有限公司 台湾 台湾 全国 米、加工食品

9 仁美国際股份有限公司（SGM） 台湾 台湾 全国 農水産加工品

10 和偉食品貿易有限公司 マカオ マカオ 全国 農水産物、農水産加工品

11 北海道総合商事㈱ ※Ｈ29新規 北海道 ロシア、ベトナム（予定） 北海道中心 食品全般

12 ㈱藤生 ※Ｈ29新規 群馬県 シンガガポール、マレーシア、香港、マカオ 全国 青果物、青果加工品

13 OTENTO ※Ｈ29新規 タイ タイ 全国 農産品、農産加工品

14 ゴハンスタンダード㈱ ※Ｈ29新規 東京都 越境ＥＣを利用し各国へ輸出 全国 農食品全般

15 ㈱ワールド・ラビット ※Ｈ29新規 鳥取県 台湾、他 山陽、山陰 農水産物、農水産加工品

（３）Ｈ29年度貿易商社一覧
～1５社と協力～



（４）貿易商社一覧（所在地図）
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（５）Ｈ28年度輸出支援件数
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提携貿易商社
国内10社（青森、東京、大阪、兵庫、愛媛、福岡、鹿児島）、
海外3社（台湾、マカオ）

輸出国・地域 台湾、シンガポール、マレーシア、マカオ、米国、香港

輸出支援件数 37件

主な輸出商品

台湾 ：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：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 ：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 ：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 ：有機玄米茶、加工食品（えのきスープ、麺）
香港 ：ゆず茶、加工食品（バウムクーヘン、とまとゼリー）
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【輸出支援】
【農業生産法人 A社（鹿児島県）】
業種：施設野菜
売上：60百万円
課題：人口減少下での販路維持・拡大

農業経営サポート委嘱事業取組みのきっかけ

・４０代の経営者であるＢ氏は、今後の日本の人口減少等を考慮し、自身が５５歳になる

までに海外への販路拡大及び定着を計画。

・公庫支店担当者が経営者の“想い”を把握し、農業経営サポート委嘱事業を紹介。

支援内容

≪支援地域≫マカオ

（選定理由：FOODEXPO香港の日本公庫取引先ブースに出展することで、香港への輸
出は実現したが、近隣地域への販路拡大に課題であったため、マカオへの

輸出が強い貿易商社を紹介）

≪支援内容≫輸出手続きのサポート、販路開拓に係るアドバイス等

サポート内容とサポートを受けた後の取組み

・（公庫）貿易商社が訪日するタイミングを捉え、Ａ社との面談をアレンジ。

・（公庫・貿易商社）現地販売先への提案時に必要となる価格や出荷可能量等について

事前準備を依頼。

・（貿易会社）輸出が実現するように現地販売先に商品提案。輸出後に、販売結果等を

Ａ社にフィードバック。

効果 顧客・支店の声

・現地取引先がＡ社圃場を視察するなど連携が深化。海外向けに特化した生産も開始。

≪顧客の声≫“想い”があっても、１農業生産法人が新しい活動を行うのは大変。公庫の
金融以外のサポートはありがたい。

≪支店の声≫Ａ社の輸出が実現することで、一緒に生産販売を行っている仲間の農業者
の生産意欲向上や販路拡大にもつながっているようです。


