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----------------------------------------------------------------------------
１．農林水産物・食品関連海外見本市の出品者募集について
----------------------------------------------------------------------------

　当省補助事業の事業実施者である独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）では、
現在、下記のとおり農林水産物・食品輸出関連海外見本市の出品者を募集しています
。詳しくは各イベントの出品者募集ＵＲＬをご参照の上、ご応募下さい。

=============================[出品者募集中]=================================

　○「Speciality & Fine Food Fair 2014」（英国・ロンドン）
　　ジャパンパビリオン

　　英国・ロンドンにて開催される「Speciality & Fine Food Fair 2014」は、
　　英国最大級の高級食材見本市であり、英国市場への販路開拓を目指す我が
　　国企業等にとって効果的な見本市です。ジェトロは、農林水産省の補助金
　　事業として本見本市に「ジャパンパビリオン」を設置することにより、日
　　本の食品・飲料等の魅力を国際的にアピールするとともに、英国市場への
　　新規参入・販路拡大を目指す我が国企業等を支援することで、英国更には
　　欧州全体への輸出拡大を目指します。是非、ジャパンパビリオンへの出品
　　をご検討下さい。

　【会期】2014年9月7日（日）～9月9日（火）　　　
　【開催地】英国・ロンドン
　【会場】ロンドン Olympia Exhibition Centre
　【出品対象物】EUで販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した加工
　　　　　　　　品及び日本国内で生産された他国産原料を使用した加工品
　【出品料】無料
　【募集小間数】10小間 (1小間あたり約7～8平方メートル)（予定）
                ※小間割形式ではありません。

　【申込締切】2014年6月13日（金）※応募書類必着

　　詳細、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140421472/



　　■お問い合せ：
　　ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：森、長谷川）
　　Tel：03-3582-5546/Fax：03-3582-7378
　　E-mail：afb-sfff@jetro.go.jp 

=============================[出品者募集中]=================================

　○高級食材見本市「SIAL 2014」（フランス・パリ）ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、フランス・パリで開催される世界最大級の高級食材見本市
　　「SIAL 2014」にジャパン・パビリオンを設置、わが国食品・飲料等の魅
　　力を国際的にアピールするとともに、フランスを含む欧州市場への新規
　　参入・販路拡大をめざすわが国企業を支援します。是非この機会に出品
　　をご検討ください。 

　【会期】2014年10月19日（日）～23日（木）
　【開催地】フランス・パリ
　【会場】Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
　【出品対象物】EUで販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した
　　　　　　　　加工品及び日本国内で生産された他国産原料を使用した
　　　　　　　　加工品
　【出品料】
　　・通常出品料： 160,000円（会員割引料金〔注〕144,000円）　　　　
　　・国費を財源とした他の補助金等を利用する場合の出品料：480,000円
　　　　　　　　　　　　　　（会員割引料金〔注〕432,000円）
　　〔注〕お支払いいただいている年会費を年間割引の上限とします。　
　【募集小間数】30小間 (1小間：9平方メートル)（予定）

　【申込締切】2014年6月18日(水）※応募書類必着

　　詳細、お申込はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140512482/

　　■お問合せ：
　　農林水産・食品事業課　担当：島瀬、井上、田原
　　Tel：03-3582-5546／Fax：03-3582-7378
　　E-mail：afb-sial@jetro.go.jp

=============================[出品者募集中]=================================

　○食品見本市「PIR　2014」（ロシア・モスクワ）ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、ロシア・モスクワにて開催される食品見本市「PIR 2014」
　　において、ジャパンパビリオンを設置・運営します。

　　「PIR 2014」は、ロシア最大級の総合食品見本市であり、ロシア市場への販
　　路開拓を目指す我が国企業等にとって効果的な見本市です。本見本市にジ
　　ャパンパビリオンを設置することで、日本産農林水産物・食品の魅力を国
　　際的にアピールするとともに、ロシア市場への新規参入・販路拡大をめざ
　　す我が国企業等を支援し、ロシアさらにはヨーロッパ全体への輸出拡大を目
　　指します。

　【会期】2014年9月23日（火）～26日（金）
　【開催地】ロシア・モスクワ
　【会場】Crocus-Expo International Exhibition Center
　【出品物の要件】ロシアで販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用し



　　　　　　　　　た加工品及び日本国内で生産された他国産原料を使用した
　　　　　　　　　加工品
　【出品料】80,000円（会員割引料金　[注]　72,000円）
　　※但し、国費を財源とした他の補助金等を利用する場合は240,000円
　　　　　　　　　　（会員割引料金　[注]　216,000円）
　　[注]　お支払いいただいている年会費を年間割引の上限とします。
　【募集小間数】8小間 (1小間：約6平方メートル（予定）)
　【申込締切】2014年6月25日（水）

　　詳細、お申込はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140525301/

　　■お問い合せ：
　　ジェトロ農林水産・食品事業課 (担当：宇野、小松)
　　Tel：03-3582-5546／Fax：03-3582-7378
　　E-mail：afb-pir@jetro.go.jp

=============================[出品者募集中]=================================

　○「FHC China 2014」（中国・上海）ジャパン・パビリオン

　　ジェトロは、中国・上海で開催される中国最大級の総合食品見本市
　　「FHC China 2014」にジャパン・パビリオンを設置し、日本産食品・飲料
　　等の魅力を国際的にアピールするとともに、中国市場への新規参入・販路
　　拡大をめざす企業・団体を支援します。 
　　是非、ジャパン・パビリオンへの出品をご検討下さい。

　【会期】2014年11月12日（水）～11月14日（金）
　【開催地】中国・上海
　【会場】上海新国際博覧中心
　【募集小間数】25小間
　【出品内容】中国で販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した加工品
　　　　　　　及び日本国内で生産された他国産原料を使用した加工品
　【出品料】
　　＜日本円＞
　　　通常出品料：170,000円/小間（会員割引料金〔注〕　153,000円）
　　　補助なしの出品料：510,000円/小間（会員割引料金〔注〕　459,000円）
　　　〔注〕お支払いいただいている年会費を年間割引の上限とします。　
　　＜人民元＞
　　　通常出品料：RMB10,188/小間
　　　補助なしの出品料：RMB30,564/小間
　　
　【申込締切】2014年7月4日（金）※応募書類必着

　　お申し込み・詳細はこちら↓　　
　　http://www.jetro.go.jp/events/fhc2014

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　■お問い合せ：
　　ジェトロ海外見本市課（担当：中島、長谷、多田、内藤） 
　　Tel: 03-3582-5183／Fax：03-3505-0450 
　　E-mail：fab6@jetro.go.jp

----------------------------------------------------------------------------
２．JETROによるセミナー、研修、商談会、見本市出展の年間計画（平成26年度）の
 更新のお知らせ



----------------------------------------------------------------------------

　農林水産省は、輸出に取り組む事業者に対し、独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）を通じて、継続的かつ一貫したビジネスサポートを提供します。

　JETROにおいて公表しております平成26年度に予定しているセミナー、研修、国内
商談会、海外商談会及び海外見本市への出展の年間計画が更新されましたので、お知
らせします。

【セミナー、研修、国内商談会、海外商談会及び海外見本市への出展の年間計画（平
　成26年５月30日版）】
　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/pdf/event_schedule_20140530.pdf

　JETROホームページのトップページからご覧になる場合は、「産業別情報」の
「農林水産物・食品」→「イベント情報」の一番下の「（農林水産・食品分野）
２０１４年度出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナーの計画」となり
ます。

----------------------------------------------------------------------------
３．東日本大震災について～韓国の輸入規制の変更について～
----------------------------------------------------------------------------　

　東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う韓国の輸入規制について、平成26
年５月21日に長野県長野市、軽井沢市の「こしあぶら」に出荷制限が設定されたこと
により、５月22日に韓国政府から、「長野県産こしあぶら」に対して「暫定輸入中断
措置」を行った旨公表されました。

　　詳細については、以下のホームページを御参照ください。

【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策 > 東京電力福島
　第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について > 韓国
　向け輸出証明書の申請手続き等について】
　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/korea_gaiyo_140530.pdf

----------------------------------------------------------------------------
４．畜産物の輸出に係る施設の追加情報について
----------------------------------------------------------------------------　

　畜産物の輸出に係る施設について、以下とおり、対象施設が更新されました。詳細
については、各ホームページをご参照下さい。

（１）EU向けに輸出する食肉の認定処理施設（平成26年５月30日現在）

　追加施設：株式会社　群馬県食肉卸売市場（群馬県佐波郡玉村町）
　　　　　　施設番号　G-1

　　　　　　株式会社　阿久根食肉流通センター　スターゼンミートプロセッサー株
　　　　　　式会社阿久根工場（鹿児島県阿久根市）
　　　　　　施設番号　K-3

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類（牛、
　豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/eu_beef.pdf

（２）香港向けに輸出する家きん卵に係る取扱施設（平成26年５月28日現在）



　追加施設：旭川ポートリー株式会社　GPセンター（北海道旭川市）
　　　　　　施設番号　PEASAC001

　　　　　　西美濃鶏卵販売農業協同組合　GPセンター（岐阜県大垣市）
　　　　　　施設番号　PEGIF001

　　　　　　有限会社よしわエッグファーム（山口県宇部市）
　　　　　　施設番号　PEYMG002

　　　　　　株式会社肥後ポートリー　幾久富農場　GPセンター（熊本県合志市）
　　　　　　施設番号　PEKUM006

　　　　　　株式会社肥後ポートリー　美里農場　GPセンター
　　　　　　（熊本県下益城郡美里町）
　　　　　　施設番号　PEKUM007

　名称変更：株式会社岩手ファーム（岩手県盛岡市）
　　　　　　施設番号　PEMORC001
　　　　　　（変更前：有限会社岩手ファーム）

　施設取消：馬場飼料株式会社　中郡養鶏場　GPセンター（熊本県下益城郡美里町）
　　　　　　施設番号　PEKUM004

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 家きんの畜産物の輸出 > 家きん（鶏、
　うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目
　）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/hk_egg_ex.pdf

（３）メキシコ向けに輸出する牛肉の認定処理施設（平成26年５月27日現在）

　追加施設：株式会社ミヤチク　高崎工場（宮崎県都城市）
　　　　　　施設番号　M-1

　　　　　　株式会社ミヤチク　都農工場（宮崎県児湯郡都農町）
　　　　　　施設番号　M-2

（注）施設番号M-1,M-2については、今後、厚生労働省にて公印等の登録が行われる
　　予定です。現在は、これら２施設からの輸出はできませんので、ご注意くださ
　　い。（平成26年5月27日）

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類（牛、
　豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/mx_beef.pdf

（４）香港向けに輸出する豚肉及び家きん肉の選定施設（平成26年５月27日現在）

　追加施設：丸トポートリー食品株式会社（愛知県豊橋市）
　　　　　　施設番号　THC

　名称変更：株式会社　ウェルファムフーズ　霧島事業所（鹿児島県霧島市）
　　　　　　施設番号　KGAD
　　　　　　（変更前：丸紅畜産株式会社　霧島事業所）

　　　　　　スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場



　　　　　　三沢ポークセンター（青森県三沢市）
　　　　　　施設番号　AOSP
　　　　　　（変更前：スターゼンミートプロセッサー株式会社　三沢工場）

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類（牛、
　豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/hk_pork_poultry_ex.pdf

（５）マカオ向けに輸出する牛肉の認定処理施設（平成26年５月21日現在）

　名称変更：スターゼンミートプロセッサー株式会社　青森工場
　　　　　　三戸ビーフセンター（青森県三戸郡三戸町）
　　　　　　施設番号　AO-1
　　　　　　（変更前：スターゼンミートプロセッサー株式会社　三戸工場）

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類（牛、
　豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/mo_beef.pdf

----------------------------------------------------------------------------
 発　行
----------------------------------------------------------------------------

［農林水産物等輸出促進メールマガジン］
　発行：農林水産省　食料産業局　輸出促進グループ
　住所：〒100-8950　東京都千代田区霞が関１－２－１
　代表：03-3502-8111（内線4330）
　直通：03-6744-7045
　FAX：03-6738-6475

　このメールマガジンに関するご意見・ご要望又は転載を希望する場合は、
当グループまでお問合せ下さい。

----------------------------------------------------------------------

　当メールマガジン及びバックナンバーは、以下の輸出促進対策ホームページ
に掲載しています。
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_mailmaga/archive.html

　お知り合いに「農林水産物等輸出促進メールマガジン」をご紹介下さい。

　当メールマガジンの配信登録、配信変更及び配信解除等は、以下のホーム
ページから手続することができます。
　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html


