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----------------------------------------------------------------------------
１．平成26年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事業（被災地産品を中心と
 した日本食品輸出回復のためのプロモーション（台湾シンポジウムにおける情報発
 信））の公示について
----------------------------------------------------------------------------　

【事業概要】
　各国・地域における輸入規制対象地域の農林水産物等の輸入規制緩和に資する世論
形成を目的として、日本からの農林水産物・食品の輸出額が大きく、現在も５県に対
して輸入停止措置がなされている台湾において、シンポジウム、イベント等を通じて
、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県（以下「被災地」と
いう。）産の農林水産物等を含む日本産の農林水産物等が持つ魅力、日本食文化の魅
力、日本産の農林水産物等に係る安全確保の取組等を発信する。

【公募期間】
　平成26年６月19日(木)～平成26年７月４日(金)

【説明会】
　平成26年６月25日(水)  11時00分～ 
　農林水産省食料産業局第４会議室（北別館６階　ドアＮｏ.北605）

　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 > ご意見・お問い合わせ > 調達情報・公表事項 > 委託事業参加者の公募
　 > 委託事業参加者の公募（広報）> 平成26年度日本食・食文化の世界的普及プロ
　ジェクト事業（被災地産品を中心とした日本食品輸出回復のためのプロモーション
　（台湾シンポジウムにおける情報発信）】
　http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/syokusan/140619_1.html

----------------------------------------------------------------------------
２．農林水産物・食品関連セミナー、商談会及び海外展示会の参加者募集について
----------------------------------------------------------------------------

　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・食品輸出関連セミナー、商談会及び海外展示会の参



加者を募集しています。詳しくは各イベントの参加者募集ＵＲＬをご参照の上、ご応
募下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━ セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

=============================[参加者募集中]=================================

　○「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー　in　岡山

　　農林水産物・食品の輸出を進める上で、海外バイヤーとの商談会に参加す
　　ることは有効な方法です。しかし、限られた時間の中で成約に結びつける
　　ためには、事前の準備から、商談本番での売り込み・交渉、さらに
　　は、商談終了後の対応まで、一連の流れを効果的に進めることが大切であ
　　り、加えて貿易実務の知識が求められます。 

　　その状況を踏まえ、ジェトロ岡山では、輸出商談スキルセミナーを開催し
　　ます。まず、第1部として、過去にジェトロが実施した商談事例から見えて
　　きた、商談で成果を出すための重要ポイントを、商談の事前から事後の流
　　れに従って体系的に説明するとともに、第2部では、実際に輸出商談に取り
　　組むにあたっての基礎的な貿易実務について解説します。 

　　農林水産物・食品の輸出を目指す事業者の皆さまにご参考になる内容とな
　　っておりますので、是非ご参加ください。 

　【日時】第1部：2014年7月2日（水）14時～16時30分
　　　　　第2部：2014年7月3日（木）10時～16時30分
　【場所】ピュアリティまきび（岡山市）
　【定員】40名（先着順）
　【申込締切】2014年6月27日（金）

　　※本セミナー第2部は農林水産省補助事業として実施します。
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140605567-event

=============================[参加者募集中]=================================

　○「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー　in　青森
　　もう一度基礎から学ぶ商談ノウハウ

　　ジェトロ青森では、ジェトロが過去に実施した農林水産物・食品の輸出商
　　談事例から見えてきた、商談で成果を出すための重要ポイントを、商談前
　　後の流れに従って体系的に説明するセミナーを開催します。 

　　農林水産物・食品輸出において、海外バイヤーとの商談会への参加は有効
　　な方法ですが、限られた時間の中で成約まで到達するためには、事前の準
　　備から商談本番での売り込み・交渉の仕方、さらには商談終了後の対応ま
　　で、一連の流れを効果的に進めることが大切となります。 

　　農林水産物・食品の輸出をめざす事業者の皆さま、是非、本セミナーにご
　　参加下さい。

　【日時】2014年7月11日（金）13時30分～15時30分
　【場所】八戸プラザホテル（八戸市）
　【定員】20名（先着順）
　【申込締切】2014年7月9日（水）

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。



　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140610678-event

━━━━━━━━━━━━ 商談会・見本市・ミッション ━━━━━━━━━━━━

=============================[参加者募集中]=================================

　○日本産農林水産物・食品の海外販路開拓商談会　
　「食品輸出商談会 at アグリフードEXPO東京/ジャパン・インターナショナル・
　　シーフードショー」

　　ジェトロでは、2014年8月の「アグリフードEXPO東京2014」および「ジャパ
　　ン・インターナショナル・シーフードショー」の会期に合わせ、食品輸出
　　商談会を開催します。本商談会は、日本産食材の輸入に　強い関心をもつ
　　バイヤーを海外から招き、海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体
　　を対象として開催するものです。

　　世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路拡大を
　　お考えの皆様は、是非ご参加ください。

　【会期】2014年8月20日（水）10：00～17：30
　　　　　　　　8月21日（木） 9：30～12：00
　　　　　※事前予約制、商談時間は1回40分間。
　【会場】東京ビッグサイト 西2ホール
　　　　　http://www.bigsight.jp/index.html
　【参加バイヤー】欧州、アジア、中南米のバイヤー
　　　　　　　　（輸入卸売業・小売業等）27社
　　　　　　　　　※外国人バイヤーとの商談には通訳がつきます（無料）。          
 
　【対象者】農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通(輸出)事業者等
　【定員】100社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年6月26日（木）17時（予定）※締切厳守
  　
　　※掲載開始（5月27日（火））以降、6月5日（木）付で「海外バイヤー
　　　一覧」を一部修正しました。詳細はホームページにてご確認ください。

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓　　
　　http://www.jetro.go.jp/events/agrifood2014/
　　
　　■お問い合せ：
　　ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：若林、山神、源田、菱川）
　　Tel：03-3582-5546／Fax：03-3582-7378 
　　E-mail：afb_agrifood@jetro.go.jp

=============================[参加者募集中]=================================

　○食品輸出商談会 in 千葉

　　ジェトロ千葉では、2014年8月の「アグリフードEXPO東京2014」および
　　「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」に合わせ、海外バ
　　イヤーとの食品輸出商談会を千葉市内で開催します。 

　　本商談会は、日本産食材の輸入に強い関心をもつバイヤーを海外から招き、
　　海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象として開催するもの
　　です。欧州・アジアからバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路拡



　　大をお考えの皆様は、是非ご参加ください。

　【日時】2014年8月22日（金）9時～17時（予定）
　【会場】ホテルグリーンタワー幕張（千葉市）
　【定員】15社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年6月27日（金）17時　※締切厳守

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140522553-event

=============================[参加者募集中]=================================

　○東北食品輸出商談会 in 青森

　　ジェトロ青森では、2014年8月の「アグリフードEXPO東京2014」および
　　「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」に合わせ、海外バ
　　イヤーとの食品輸出商談会を八戸市内で開催します。 

　　本商談会は、日本産食材の輸入に強い関心をもつバイヤーを海外から招き、
　　海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象として開催するもの
　　です。 世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路
　　拡大をお考えの皆様は、是非ご参加下さい。

　【日時】2014年8月23日（土）9時～17時
　【会場】八戸グランドホテル（八戸市）
　【定員】20社程度（先着順）
　【申込締切】2014年6月30日（月）

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140526459-event

=============================[参加者募集中]=================================

　○東北食品輸出商談会 in 仙台

　　ジェトロは東北地域の水産加工品等の輸出を促進するため、宮城県、仙台
　　市および関係商工会議所等と連携し、仙台駅前にて商談会を開催します。 

　　東京での「「アグリフードEXPO東京2014」／「ジャパン・インターナショ
　　ナル・シーフードショー」」におけるマッチング商談会（8月20日～21日開
　　催）に参加した海外バイヤーのうち、東北での商談会を希望したバイヤー
　　が来県します。水産品・水産加工食品の購買に意欲的な海外食品バイヤー
　　との貴重な直接の商談機会となりますので、是非ご参加ください。

　【日時】2014年8月25日（月）9時～17時
　【会場】ホテルモントレ仙台（仙台市）
　【定員】15社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年6月27日（金）17時　※締切厳守

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140509774-event



=============================[参加者募集中]=================================

　○食品輸出商談会 in 岡山

　　ジェトロでは、2014年8月の「アグリフードEXPO東京2014」および「ジャパ
　　ン・インターナショナル・シーフードショー」に合わせ、海外バイヤーと
　　の食品輸出商談会を岡山市内で開催します。 

　　本商談会は、日本産食材の輸入に強い関心をもつバイヤーを海外から招き、
　　海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象として開催するもので
　　す。 世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路拡
　　大をお考えの皆様は、是非ご参加下さい。
　　
　【日時】2014年8月25日（月）9時～18時（予定）
　【会場】岡山コンベンションセンター（岡山市）
　【定員】35社・団体（先着順）
　【申込締切】2014年6月26日（木）17時

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140523279-event

=============================[参加者募集中]=================================

　○食品輸出商談会 in 山梨

　　ジェトロ山梨では、2014年8月の「アグリフードEXPO東京2014」および
　　「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」に合わせ、海外バ
　　イヤーとの食品輸出商談会を甲府市内で開催します。 

　　本商談会は、日本産食材の輸入に強い関心をもつバイヤーを海外から招き、
　　海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象として開催するもの
　　です。 世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路
　　拡大をお考えの皆様は、是非ご参加下さい。
　　
　【日時】2014年8月25日（月）9時30分～17時30分（予定）
　【会場】古名屋ホテル（甲府市）
　【定員】15社・団体
　【申込締切】2014年6月26日（木）17時　※締切厳守

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140522237-event

=============================[参加者募集中]=================================

　○食品輸出商談会 in 和歌山

　　ジェトロ大阪本部では、農水産物及び加工食品等の海外販路開拓を支援す
　　るため、欧州、アジアなどから、海外バイヤー5社程度を招へいし、下記の
　　通り、和歌山市内においてビジネス商談会を開催します。 

　　本商談会は、国内にいながら自社の商品を海外のバイヤーに直接紹介し、
　　新たな海外販路開拓につなげる絶好の機会ですので、是非、参加をご検討
　　ください。
　　



　【日時】2014年8月26日（火）9時30分～17時30分（予定）
　【会場】ホテルアバローム紀の国（和歌山市）
　【定員】25社・団体程度
　【申込締切】2014年6月27日（金）17時　※締切厳守

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申し込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140523012-event

=============================[参加者募集中]=================================

　○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 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）

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　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

=============================[参加者募集中]=================================

　○「China Fisheries & Seafood Expo 2014」（中国・青島）
　　ジャパンパビリオン

　　中国・青島にて隔年開催される「China Fisheries & Seafood Expo」
　　（CFSE）は、1,000社以上が出品するアジア 大級の水産専門見本市であり、
　　中国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、本見本市に「ジャパンパビリオン」を設置することにより、
　　日本の水産品の魅力を国際的にアピールするとともに、中国及びその他



　　アジア市場への新規参入・販路拡大を目指す我が国企業等を支援し、さら
　　なる輸出拡大を目指します。

　【会期】2014年11月5日（水）～7日（金）
　【開催地】中国・青島
　【会場】Qingdao International Convention Center
　【募集小間数】7小間（1小間：9平方メートル）（予定） 
　【申込締切】2014年7月11日（金）※応募書類必着

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申込はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140527544-event

　　■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-cfse@jetro.go.jp 

=============================[参加者募集中]=================================

　○「香港インターナショナルワイン＆スピリッツフェア 2014」（中国・香港）
　　ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、香港にて開催される見本市、「香港インターナショナルワイ
　　ン＆スピリッツフェア 2014」において、ジャパンパビリオンを設置・運営
　　します。

　　「香港インターナショナルワイン＆スピリッツフェア 2014」は、アジア
　　 大級の酒類専門見本市であり、酒類の流通が活発化する香港市場への日
　　本産酒類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、香港市場への新規参入・
　　販路拡大をめざす企業等を支援し、香港更にはアジア全体への輸出拡大を
　　目指します。

　　※日本産酒類ジャパンパビリオンのうち、清酒コーナーのみ日本酒造組合
　　　中央会との共催。

　【会期】2014年11月6日（木）～8日（土）
　【開催地】中国・香港
　【会場】香港コンベンション＆エキシビション・センター
　【出品物の要件】香港で販売可能な日本産酒類
　【出品料】100,000円
　　　　　（ジェトロメンバーズ、農水産情報研究会割引料金　90,000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300,000円　　　
　　　　　　※日本酒造組合中央会組合員の割引料金は日本酒造組合中央会
　　　　　　　までお問合せ下さい。
　【募集小間数】23小間 (1社当り：間口約1.5m×奥行約3m)

　　■お申込み方法： 
　　以下のジェトロのウェブサイトより、必要事項を登録するとともに、出品
　　申込書のご提出をお願いします。詳細については、出品案内書をご確認下
　　さい。なお、出品者については、出品案内書に記載の選定基準に基づいて
　　選考した結果、決定することとなります。　決定した出品者については、
　　別途ご連絡します。

　　＜URL＞http://www.jetro.go.jp/events/item/20140522736



　【申込締切】2014年6月30日（月）　

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　■お問合せ先：
　　ジェトロ農林水産・食品事業課 (担当：河野、酒井)
　　TEL: 03-3582-5546／FAX: 03-3582-7378
　　E-mail: afb-hkws@jetro.go.jp

=============================[参加者募集中]=================================

　○「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 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

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。

　　詳細、お申込はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/fhc2014

　　■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

----------------------------------------------------------------------------
３．平成26年４月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について
----------------------------------------------------------------------------

　平成26年４月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると11.3％増の
499億円となりました。
　平成26年１～４月の農林水産物・食品の輸出額は1,851億円となり、昨年（平成25
年１～４月）に比べても12.7％の増加となりました。その主な国別内訳は、以下のと
おりです。
                                                  （単位：億円）
│国・地域名  │平成25年1－4月│平成26年1－4月│増減額│増減率│
│世界        │　　　 　1,642│　　 　  1,851│   209│ 　13%│



│米国        │           231│           276│    46│   20%│
│香港        │           339│           381│    42│   12%│
│台湾        │ 　    　　224│ 　    　　265│    41│   19%│
│中国        │           168│           196│    29│   17%│
│　アセアン  │　     　　313│ 　   　 　316│     3│    1%│
│　　ベトナム│ 　　    　107│ 　　    　102│   ▲5│  ▲4%│
│　  タイ　　│     　　　100│    　 　　 92│   ▲8│  ▲8%│
│韓国        │     　　　122│ 　    　　120│   ▲2│  ▲2%│
                                      （出典：財務省「貿易統計」）

  参考：為替レート
　平成25年4月：１米ドル＝ 93円、平成26年4月：１米ドル＝ 102円
                   （出典：日本銀行資料「基準外国為替相場」）　　
　
　さらに詳しい輸出実績をお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さ
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 > 農林水産物・
　食品の輸出に関する統計情報】
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html

----------------------------------------------------------------------------
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）シンガポール向けに輸出される牛肉の認定施設（平成26年６月９日現在）

　厚生労働省より、シンガポール向け食肉取扱施設リストを修正した旨連絡がありま
したのでお知らせします。

　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/sg_beef_pork.pdf

（２）香港向けに輸出される豚肉の選定施設（平成26年６月９日現在）

　名称変更：三重県松阪食肉衛生検査所（三重県松坂市）
　　　　　　施設番号　MIE-3
　　　　　　（変更前：津保健所）

　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

（３）タイ向けに輸出される牛肉の認定処理施設（平成26年６月９日現在）

　追加施設：東京都立芝浦屠場　株式会社　ウスネ（東京都港区）
　　　　　　施設番号　TT-7

　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）
　　　　　　施設記号：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/th_beef.pdf

（４）EU向けに輸出される食肉の認定処理施設（平成26年６月12日現在）

　追加施設：サンキョーミート株式会社　有明ミート工場（鹿児島県志布志市）
　　　　　　施設番号　K-2

　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

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


