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----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年度輸出促進関連予算概算要求の概要について
----------------------------------------------------------------------------

　平成27年度予算概算要求では、輸出の拡大などグローバルな「食市場」を獲得する
ための予算を以下のとおり要求しています。

　＜ポイント＞
　・　「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会を司令塔
　　とし、品目別輸出団体や日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）を通じたオールジャパ
　　ンでの輸出促進体制の下で、国産農林水産物・食品の輸出を促進します。
　・　同戦略に基づき、諸外国の規制へ対応するため、動植物検疫協議に資する調査
　　などを実施するとともに、輸出先国の求める衛生条件を満たす施設等を整備する
　　など、輸出対応型生産体制を強化し、輸出環境を整備します。
　・　食産業のグローバル化に向け、人材育成や環境整備を図るとともに、日本食・
　　食文化の普及や「食」がテーマのミラノ国際博覧会での出展を行っていきます。

　　主な事業内容は以下のとおりです。

　１．輸出戦略実行事業
　２．輸出戦略の実行に向けた輸出促進体制の強化
　３．輸出総合サポートプロジェクト
　４．グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進［新規］
　５．食品産業グローバル展開インフラ整備事業
　６．国際農産物等市場構想推進事業［新規］
　７．輸出対応型施設の整備
　８．輸出促進に資する動植物防疫体制の整備
　９．日本食・食文化普及推進総合対策
　10．ミラノ国際博覧会政府出展委託事業
　11．（関連対策）食品の品質管理体制強化対策事業



　12．（関連対策）輸出用ＧＡＰ等普及推進事業［新規］

　各事業の概要等については、以下のホームページをご覧ください。

【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策】
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/27_youkyu.pdf
（参考：農林水産省全体の予算）
【ホーム > 組織・政策 > 予算、決算、財務書類等】
　http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html

----------------------------------------------------------------------------
２．【出品者募集】「世界のハブ都市における日本食・食文化情報発信拠点の設置」
事業（UAE：ドバイ）における日本産品試験販売等の出品者の募集について
----------------------------------------------------------------------------

　今年度の農林水産省の委託事業として、UAE（ドバイ）において、日本食の普及と
併せて日本農林水産物等の需要の喚起を図ることを目的として、日本食・食文化の情
報発信拠点を設置します。
　現在、情報発信拠点への出展者を募集しています。農林水産物・食品の海外輸出を
お考えの方は、是非この機会をご活用ください。
　なお、御不明な点があれば、以下の連絡先にお問い合わせください。

【設置場所】UAE（ドバイ）
【募集締切】10月２日（木）
【設置期間】平成26年９月16日（火）～２月14日（土）（予定）
【連絡先】　日本食・食文化情報発信拠点(UAE)出展事務局
　　　　　　（株式会社テー・オー・ダブリュー内）
　　　　　　電話：03-3431-7083 （土・日・祝祭日を除く10:00～17:00)

　※　募集に係る詳細は、以下のホームページ（外部リンク）をご覧ください。
　　　http://www.nihonshoku-dubai.com/info/

----------------------------------------------------------------------------
３．農林水産物・食品関連セミナー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]=================================

　○香港向け「酒類輸出」セミナー

　　ジェトロでは、現地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）による香港向け酒類輸出セミナー開催します。

　　香港は、日本の農林水産物等総輸出額の約4 分の1 （金額ベース）が輸出
　　される海外で最大規模の日本食市場であるとともに、ワインをはじめ、世
　　界各国の酒類が集まるアジア最大級の貿易港です。

　　本セミナーは、ジェトロがジャパンパビリオンを設置するアジア最大級の
　　酒類専門見本市Hong Kong International Wine &Spirits Fair 2014への
　　出展戦略にも触れる内容となりますが、香港向け日本産酒類輸出にご関心
　　のある皆様は、是非ご参加ください。



　【日時】2014年9月19日（金）13時30分～15時30分
　【場所】ジェトロ本部（東京）5階ABCD会議室
　【内容】香港の酒類市場の概要、現地輸入制度と手続き、日本産酒類の現地
　　　　　評価、輸出・販路拡大のヒント、事例紹介等
　【定員】100名（先着順）※Hong Kong International Wine & Spirits Fair
          2014の出品者以外でも参加可能です。 
　【申込締切】2014年9月12日（金）

　　※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、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140804689/

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

　○食品輸出セミナー「台湾の日本食品市場」

　　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、台湾について現地在住の講師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。

　　※2014年2月26日に開催したセミナーと同様の講演内容となります。

　【日時】2014年9月19日（金）13時～14時50分
　【場所】ジェトロ本部5階展示場（港区赤坂1-12-32アーク森ビル5階）
　【定員】120名（先着順）
　【参加費】無料
　【申込締切】2014年9月16日（火）

　　※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/20140807559/

　■お問合わせ先：
　農林水産・食品企画課（担当：佐川、大塚、若杉）
　Tel：03-3582-4966
　E-mail：afa-seminar@jetro.go.jp

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

　○食品輸出マーケティング・スクール（広島）

　　ジェトロ広島では、「食品輸出マーケティング・スクール」を開催します。
　　本スクールでは、マーケティングの基本的な考え方と具体的事例、市場調
　　査手法、ブランディングの基本等を解説するとともに、ワークショップを
　　通じて、輸出戦略の立案方法を学んでいただけます。中国地方では、広島
　　のみの開催となります。食品輸出にご関心の方は是非ご参加ください。

　　【日時】2015年9月25日（木）10時～17時25分
　　　　　　2015年9月26日（金）9時～17時30分
　　【場所】中小企業基盤整備機構 中国本部 会議室
　　　　　　（広島市中区八丁堀５番７号 広島KSビル３階）
　　【講師（予定）



　　　　　公益財団法人流通経済研究所 主任調査研究員 折笠 俊輔 氏
　　　　　徳永製菓株式会社 代表取締役 上迫 豊 氏（輸出取り組み事例紹介）
　　　　　ケーエス商会株式会社 代表取締役 鈴木 隆 氏（輸出取り組み事例紹介）

　　【参加費】無料
　　【定員】30名（先着順）
　　【申込締切】2014年9月24日（水）16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/20140820301/

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

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

　○「Winter Fancy Food Show 2015」（サンフランシスコ）ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、サンフランシスコで開催される米国西海岸最大級の高級食材
　　見本市「Winter Fancy Food Show 2015」にジャパン・パビリオンを設置
　　し、わが国の食品・飲料等の魅力を国際的にアピールするとともに、米国
　　市場への新規参入・販路拡大をめざす企業を支援します。ぜひ出品をご検
　　討ください。

　【会期】2015年1月11日（日）～1月13日（火）
　【開催地】米国・サンフランシスコ
　【会場】Moscone Center
　【募集小間数】30小間（1小間：9平方メートル）（予定）
　　　　　　　※必ずしも小間割形式とは限りません。

　【出品対象】米国内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】130,000円 
　　　　　（ジェトロ・メンバーズ・農林水産情報研究会 割引：117,000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390,000円
　　　　　（ジェトロ・メンバーズ・農林水産情報研究会 割引：351,000円）

　【申込締切】2014年9月19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/20140815631/

　■お問合わせ先：
　農林水産・食品事業課（担当：島瀬、井上）
　TEL: 03-3582-5546 / FAX: 03-3582-7378
　E-mail:afb-wffs@jetro.go.jp

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

　○食品見本市「Sirha 2015 」（フランス・リヨン）ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、フランス・リヨンにて開催される食品見本市「Sirha 2015」
　　において、ジャパンパビリオンを設置・運営します。

　　フランス・リヨンで開催される「Sirha2015」は、世界各国から18万人以上



　　の来場者（2013年実績）が集まる世界最大級の外食産業向け見本市です。
　　また世界各国から1万8千人以上のシェフが新しいトレンドを求めて集まる
　　ことからも、フランスのみならず、EUへの販路開拓も期待される絶好の機
　　会です。本見本市にジャパンパビリオンを設置することによりフランス及
　　びEU市場への新規参入や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】2015年1月24日（土）～28日（水）
　【開催地】フランス・リヨン
　【会場】 Eurexpo
　【募集小間数】15小間 (1小間：約9平方メートル)

　【出品物の要件】EU域内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】130,000円　
　　　　　（ジェトロメンバーズ、農林水産情報研究会割引料金　117,000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390,000円
　　　　　（ジェトロ・メンバーズ・農林水産情報研究会 割引：351,000円）

　■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。

　＜URL＞http://www.jetro.go.jp/events/item/20140808305/

　【申込締切】2014年9月12日（金）　

　■お問合せ先：
　農林水産・食品事業課 (担当：小松、田原、廣田)
　TEL: 03-3582-5546 / FAX: 03-3582-7378
　E-mail:afb-sirha@jetro.go.jp

----------------------------------------------------------------------------
４．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８月29日版）】
　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/pdf/event_schedule_20140829.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。

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



５．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）ベトナム向けに輸出される家きん肉等の登録施設（平成26年７月25日）

　追加施設：新潟ポートリー事業協同組合（新潟県新発田市）
　　　　　　施設記号　NGTB

　名称変更：福島エーアンドエーブロイラー株式会社（福島県本宮市）
　　　　　　施設記号　FK1
　　　　　　（変更前：福島エーアンドエーブロイラー株式会社本社工場）

　　　　　　株式会社ウェルファムフーズ岡山事業所（岡山県新見市）
　　　　　　施設番号　MTO
　　    　　（変更前：丸紅畜産株式会社岡山事業所）

　　　　　　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）
 
　施設取消：千葉チキン処理加工協同組合又は有限会社千葉チキンフーズ
　　　　　　施設記号　CB2

　　　　　　株式会社成塚食品
　　　　　　施設記号　SI2

　　　　　　有限会社笹原食鳥
　　　　　　施設番号　OI1

　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/vn_poultry.pdf

（２）マカオ向けに輸出される牛肉等の認定施設（平成26年８月１日）

　追加施設：四日市市食肉センター（三重県四日市市）
　　　　　　施設記号　YC-1

　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

（３）香港向けに輸出される豚肉及び家きん肉の選定施設（平成26年８月12日）

　追加施設：株式会社ヤマショウフーズ青森工場（青森県十和田市）
　　　　　　施設記号　AOYA

　証明書発行機関変更：三沢市食肉処理センター（青森県三沢市）



　　　　　　施設記号　AOMS
　　　　　　（変更後）十和田食肉衛生検査所三沢支所
　　　　　　（変更前）十和田食肉衛生検査所

　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

（４）香港向けに輸出される家きん卵の取扱施設（平成26年８月27日）

　追加施設：株式会社ホソヤ（静岡県菊川市）
　　　　　　施設番号　PESHZ002

【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

（５）香港向けに輸出される豚肉及び家きん肉の選定施設（平成26年９月１日）

　証明書発行機関変更：日本フードパッカー株式会社　青森工場
　　　　　　　　　　　（青森県上北郡おいらせ町）
　　　　　　　　　　　施設記号　AONF
　　　　　　　　　　　（変更後）十和田食肉衛生検査所
　　　　　　　　　　　（変更前）三八地域県民局

　　　　　　　　　　　スターゼンミートプロセッサー株式会社（青森県三沢市）
　　　　　　　　　　　施設記号　AOSP
　　　　　　　　　　　（変更後）十和田食肉衛生検査所三沢支所
　　　　　　　　　　　（変更前）上北地域県民局

　住所変更：株式会社　境食鳥（茨城県猿島郡境町）
　　　　　　施設記号　IB1
　　　　　　（変更後）茨城県猿島郡境町内門６５５番地
　　　　　　（変更前）茨城県猿島郡境町内門６５１番地
 
　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

----------------------------------------------------------------------------
６．最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。

　・「大宜味長寿水」中国へ輸出
　 (沖縄タイムス　H26.７.31)
　・しょうゆ・茶、豪に輸出　埼玉県知事の訪問で内定



　 (日本経済新聞　H26.８.６)
　・レタス輸出先拡大　シンガポールで試験　長野県川上村
　 (日本農業新聞　H26.８.７)
　・県産農産物、輸出拡大へ　タイのバイヤー招き商談　千葉県が初開催
　 (千葉日報　H26.８.７)
　・山形の尾花沢すいか、香港へ輸出　20年ぶりの再挑戦
　 (日本経済新聞　H26.８.12)
　・県産米輸出、大幅増の見通し　レストランや小売に販路
　 (岩手日報　H26.８.15)
　・震災後初、福島県産コメを輸出…シンガポールへ
　 (読売新聞　H26.８.18)
　・四季園など「花木包んだこけ玉」を輸出
　 (日本経済新聞　H26.８.19)
　・食品見本市で１４件成約　県出展 知事、輸出増に「手応え」
　 (中日新聞　H26.８.19)
　・最大級の農産・加工品商談会＝輸出も後押し－政策公庫
　 (時事通信　H26.８.20)
　・「純国産」で市場開拓　和牛統一マーク　輸出強化へ採用拡大
　 (日本農業新聞　H26.８.21)
　・夕張メロン、輸出１２００箱　香港中心、市農協「初年度まずまず」
　 (北海道新聞　H26.８.21)
　・「ぴゅあ」人気上々　和牛香港輸出後押し２７日に２号店　全農ミートフーズ
　 (日本農業新聞　H26.８.22)
　・日田ナシ輸出増へ勢い　相手国、品種を増やす
　 (大分合同新聞　H26.８.22)
　・日本酒の輸出額最高　１～６月、アジアで高級品人気
　 (日本経済新聞　H26.８.22)
　・福島）県産モモとナシ、インドネシアへ　海外販路広がる
　 (朝日新聞　H26.８.23)
　・伊賀越、「天然醸造」しょうゆを米国へ輸出
　 (日本経済新聞　H26.８.23)
　・はとむぎ茶タイに輸出　ＪＡしらかわが出発式
　 (福島民報　H26.８.26)
　・種商がハラール認証　米卸、雑穀加工で国内初　鳥栖市
　 (佐賀新聞　H26.８.26)
　・「ナシの甘さちょうどいい」　タイ大使ら下妻の選果場など視察　茨城
　 (MSN産経ニュース　H26.８.26)
　・宮城産ホヤ、香港に輸出へ
　 (河北新報　H26.８.29)
　・県産米、英へ輸出本格化　全農とくしま３トン出荷
　 (徳島新聞　H26.８.29)
　・県有明海漁協とのり商社交流会　輸出可能性など考察
　 (佐賀新聞　H26.８.30)
　・農水産物輸出増へ　ジェトロ支援策
　 (MSN産経ニュース　H26.９.１)

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