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----------------------------------------------------------------------------
１．農林水産物・食品関連セミナー及び商談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及び商談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]=================================

　○食品輸出セミナー「英国・フランスの日本食品市場」

　　ジェトロでは、海外に配置している食品専門家（農林水産・食品コーディ
　　ネーター）や現地駐在員による食品輸出セミナーを開催しています。

　　今回は、英国、フランスについて、現地在住の講師2名が食品市場のトレ
　　ンドや現地商習慣などの食品輸出ビジネスの創出・拡大に役立つ情報をご
　　提供します。是非、ご参加下さい。

　【日時】2014年7月29日（火）9時30分～12時10分
　【場所】ジェトロ本部（東京）5階展示場
　【定員】120名（先着順）
　【申込締切】2014年7月25日（金）※定員に達し次第、締め切り

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。
　
　　詳細、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140627632/

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

　○商談会事前セミナーと個別相談会（無料）
　（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、「ジェトロ食品輸出商談会 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」の開催に先立ち、
　　海外バイヤーとの商談に向けた事前セミナーおよび個別相談会を開催いた
　　します（農林水産省補助事業）。

　　また個別相談会では、事前に予約をいただいた方からのご相談に対して、
　　ジェトロのアドバイザーが個別面談にて回答します。

　　今回、ジェトロの商談会にお申し込みされていない方であっても、将来商
　　談会への参加に関心をお持ちの事業者様（農林漁業者、農業法人、食品加
　　工業者、流通（輸出）事業者等）のお申し込みも受け付けておりますので、
　　この機会に是非ご参加ください。

　【日時】2014年7月30日（水）
　　　　　13時～15時30分（12時30分開場）商談会事前セミナー
　　　　　15時30分～16時30分　個別相談会
　【場所】ジェトロ本部　5階A会議室（東京都港区赤坂1丁目12-32　アーク森ビル）
　　　　　http://www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html

　【内容】
　　1.商談会事前セミナー 
　　　輸出の基本的な知識、海外バイヤーとの商談に臨むに当たっての事前準
　　　備、商談の円滑な進め方等について、実際の事例を交えながら、ジェト
　　　ロのアドバイザーが解説します。 

　　　テーマ：「農林水産物・食品の輸出に関する基礎知識と商談会活用法」 
　　　　　　　（仮題）
　　　講師：ジェトロ農林水産・食品部 農林水産・食品アドバイザー
　　　　　　小出　秀幸 
　　　定員：50名 

　　2.個別相談会 
　　　個別相談会は「ジェトロ食品輸出商談会 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」にお申し込みを頂
　　　いた事業者様を優先させていただきます。 
　　　　　※1社につき30分間。 
　　　　　※ご参加は事前予約制です。 
　　　定員：6社 

　【主催】ジェトロ 
　【参加費】無料　 
　【申込締切】2014年7月25日（金）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、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140623429/

　　■お問い合わせ先： 
　　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]=================================

　○食品輸出セミナー「タイ・フィリピンの日本食品市場」

　　ジェトロでは、海外に配置してる食品専門家（農林水産・食品コーディネ



　　ーター）や現地駐在員による食品輸出セミナーを開催しています。

　　今回は、タイ、フィリピンについて、現地在住の講師2名が食品市場のトレ
　　ンドや現地商習慣などの食品輸出ビジネスの創出・拡大に役立つ情報をご
　　提供します。是非、ご参加下さい。

　【日時】2014年8月8日（金）13時30分～16時20分
　【場所】ジェトロ本部（東京）5階ABC会議室
　【定員】120名（先着順）
　【申込締切】2014年8月6日（水）※定員に達し次第、締め切り

　　※本セミナー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/events/item/20140708283/

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

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

　○日本産農水産物・食品輸出商談会　in　バンコク

　　ジェトロは、日本産農水産物・食品の市場拡大を図るため、バンコクで
　　商談会を開催します。 

　　タイは、日本からの農林水産・食品輸出が第6位（2013年、金額ベース）で
　　あり、日本食レストランが約1,800 店 （2013年4月、ジェトロバンコク・
　　JROタイ国支部共同調査）と数多く存在しています。また、在留邦人数が
　　55,634人（2012年10月）にも上り、訪日タイ人も急増（2013年は前年比74%増）
　　していることから、日本食への関心も高まっています。今回ジェトロでは、
　　現地バイヤー（輸入業者、小売業者、レストラン関係者など）との商談会と
　　企業訪問を実施します。タイ市場への参入もしくは販路拡大にご関心のある
　　事業者の皆様は、是非この機会をご活用下さい。

　【開催期間】2014年10月15日(水)～16日(木)　
　【開催場所】タイ・バンコク市内
　【定員】30社
　【対象】タイにおいて、日本産農水産物・食品のＰＲ及び同地域への輸出に
　　　　　関心のある企業・農業法人・生産者団体
　【対象品目】牛肉、水産物、青果物、加工品
             (詳細は「募集要項」をご確認下さい。)
　【内容】(1)オリエンテーション、企業訪問・市場視察（希望者のみ）
　　　　　(2)商談会 
　【開催形式】現地集合・現地解散型
　　　　　　※日本－バンコク間の往復航空券及び宿泊ホテルの手配・
　　　　　　　費用負担については、各自でお願い致します
　【費用負担】≪主催者(ジェトロ)負担≫
　　　　　　　商談会実施経費、企業訪問アレンジ費用、通訳費等

　　　　　　　≪参加者各自負担≫ 
　　　　　　　日本⇔バンコクの航空券代（燃油サーチャージ、空港税・
　　　　　　　出入国税、保安料、航空保険料含む）、宿泊費、企業訪問や
　　　　　　　市場視察時以外の移動に伴う交通費、食事代、
　　　　　　　商談に使用するサンプル、梱包・輸送費
　　　　　　　その他、上記「主催者（ジェトロ）負担」に定める以外の経費等

　【申込締切】2014年7月25日(金)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、お申込みはこちら↓　
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140618493/

----------------------------------------------------------------------------
２．平成26年５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５月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると2.4％増の
469億円となりました。
　平成26年１～５月の農林水産物・食品の輸出額は2,320億円となり、昨年（平成25
年１～５月）に比べても10.5％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1－5月│平成26年1－5月│増減額│増減率│
│世界        │　　　 　2,100│　　 　  2,320│   220│ 　10%│
│米国        │           293│           352│    59│   20%│
│香港        │           443│           485│    42│   10%│
│台湾        │ 　    　　266│ 　    　　317│    50│   19%│
│中国        │           211│           244│    33│   16%│
│韓国        │     　　　162│ 　    　　155│   ▲7│  ▲5%│
│　アセアン  │　     　　414│ 　   　 　404│  ▲10│  ▲2%│
│　　ベトナム│ 　　    　138│ 　　    　126│  ▲12│  ▲9%│
│　  タイ　　│     　　　138│    　 　　122│  ▲15│ ▲11%│
                                      （出典：財務省「貿易統計」）

  参考：為替レート
　平成25年5月：１米ドル＝ 95円、平成26年5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

----------------------------------------------------------------------------
３．中国向け活水産物の輸出証明書について
----------------------------------------------------------------------------

　今般、中国政府との協議の結果、中国向けに輸出される活水産物についての輸出証
明書の発行体制が整い、８月１日（金）より、水産庁及び発行体制が整備された道府
県において、同証明書を発行することとなりました。

　詳細につきましては、以下のホームページをご参照下さい。　

【ホーム（水産庁） > 分野別情報 > 中国向け輸出活水産物の取扱いについて】
　http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/chinakassui.html

----------------------------------------------------------------------------
４．香港向けに輸出される家きん肉の選定施設一覧の更新について
----------------------------------------------------------------------------

　香港向けに輸出される家きん肉の選定施設一覧が、平成26年７月７日付けで更新さ
れました。

　名称変更：株式会社ウェルファムフーズ　岡山事業所（岡山県新見市）



　　　　　　施設記号　MTO
　　　　　　（変更前：丸紅畜産株式会社　岡山事業所）

　　　　　　株式会社児湯食鳥八代工場（熊本県八代市）
　　　　　　施設番号　NKJ
　　　　　　（変更前：株式会社児湯食鳥八代支店）

　証明書発行機関変更：株式会社児湯食鳥八代工場（熊本県八代市）
　　　　　　　　　　　施設番号　NKJ
　　　　　　　　　　　（変更後）熊本県食肉衛生検査所
　　　　　　　　　　　（変更前) 熊本県八代保健所

　　　　　　　　　　　株式会社チキン食品（熊本県玉名郡南関町）
　　　　　　　　　　　施設番号　CKJ
　　　　　　　　　　　（変更後）熊本県食肉衛生検査所
　　　　　　　　　　　（変更前）熊本県有明保健所

　　　　　　　　　　　株式会社熊本チキン（熊本県山鹿市）
　　　　　　　　　　　施設番号　KKJ
　　　　　　　　　　　（変更後）熊本県食肉衛生検査所
　　　　　　　　　　　（変更前）熊本県山鹿保健所

　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 > 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_pork_poultry_ex.pdf

----------------------------------------------------------------------------
５．食料産業レター（第15号）の発行について
----------------------------------------------------------------------------

　平成26年７月15日付けで、食料産業レター(７月第15号）を発行しました。
　
　「食料産業レタ－」は、食料産業行政が目指す方向性や、具体的な施策、新たな
ビジネスの種等に関する情報を継続的に提供していきます。同時に、皆様からも、
「食料産業レター」の内容や食料産業行政へのご意見をいただきながら、双方向で
の情報交換ができるツールとして育てていきたいと考えています。

　【第15号の内容】
　１．「地理的表示」を知的財産として登録・保護　地理的表示法が成立しました！
　２．特定農産加工法が平成31年６月30日まで延長されました
　３．報告 「農観連携交流会」が開催されました
　４．報告 「日本食・食文化が切り拓く健康長寿産業シンポジウム」が
　　開催されました
　５．地方だより 「バイオマスを生かした杜市づくり真庭！」 ～中国四国農政局～
　６．幹部のつぶやき 「投機の場？それとも、事業リスクを回避できる道具？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～星川  泰輝　商品取引グル－プ長～

　「食料産業レター」の記事は、以下のホームページをご覧ください。ホームページ
からメールによる配信登録も可能です。

【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 食料産業レター】
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/index.html

----------------------------------------------------------------------------
６． 近の輸出関連記事の紹介



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

　インターネット上に掲載された農林水産物・食品の輸出関連の記事を紹介します。
記事の詳細については、各社にお問い合せ下さい。

　・かんきつ輸出先マレーシア重点　えひめ愛フード総会
　 (愛媛新聞　H26.６.17)
　・近畿のぶどう・もも・いちご輸出が過去 高
　 (LogisticsToday　H26.６.19)
　・夕張メロン、海外で勝負へ　北海道人気の香港に輸出
　 (朝日新聞　H26.６.19)
　・県産日本酒　輸出量が過去 高
　 (新潟日報　H26.６.20)
　・高まる日本産品需要　ジェトロが県産品10点を重点輸出支援
　 (エコノミックニュース　H26.６.24)
　・全漁連、シンガポールに和食店＝水産物輸出拡大目指す
　 (時事通信　H26.６.24)
　・ロンドンで本物の和牛ＰＲ　欧州輸出本格化を受け試食会
　 (SankeiBiz　H26.６.25)
　・林農水相、ベトナムで和牛ＰＲ＝海外輸出拡大へてこ入れ
　 (時事通信　H26.６.25)
　・大日本印刷など、北海道産野菜をインドネシアへ輸出
　 (日本経済新聞　H26.６.25)
　・四角スイカ輸出好調　ＪＡ香川県
　 (日本農業新聞　H26.６.26)
　・輸出戦略委が初会合　産地越え連携体制　農水省
　 (日本農業新聞　H26.６.27)
　・ニッカ、１４年上期のウイスキー輸出量６割増＝新興国向けも検討
　 (時事通信　H26.７.２)
　・神戸瑞穂本舗、冷凍パスタ輸出拡大　米スーパー大手に供給
　 (日本経済新聞　H26.７.５)
　・関空、食品輸出マーケティング&ブランディングスクールを開催
　 (FlyTeam　H26.７.５)
　・霜降りの宝石欧州へ…神戸ビーフ輸出
　 (読売新聞　H26.７.８)
　・海外輸出を支援契約商社を拡大　日本公庫
　 (農業協同組合新聞　H26.７.８)
　・桃　船便で輸出倍増　コスト７０％減　東アジア向け　岡山大など試験
   (日本農業新聞　H26.７.８)
　・「淡路島たまねぎ」香港へ　本格輸出始まる
　 (神戸新聞　H26.７.８)
　・三重）松阪牛を米国に試験輸出へ　協議会で表明
　 (朝日新聞　H26.７.９)
　・純米酒「ＫＩＢＯ」米へ輸出　陸前高田の酔仙酒造
   (河北新報　H26.７.10)
　・下妻のナシ　タイ輸出へ　現地訪れ商談展開
　 (東京新聞　H26.７.10)
　・ナタネ油を海外輸出、食の安全に需要
　 (十勝毎日新聞　H26.７.15)
　・「ドリンクゼリー」中東に輸出へ　伊達・山吉青果食品
　 (福島民友　H26.７.16)
　・旭川の男山、日本酒を南米・モンゴルへ　輸出比率２割に拡大
　 (日本経済新聞　H26.７.17)

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


