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----------------------------------------------------------------------------
１．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]=================================

　○食品輸出に向けた「ハラール認証セミナー」（神戸）

　　人口増加・経済成長の著しさから、近年、市場としての注目が集まるイス
　　ラム市場では、食品・医薬品・化粧品等はイスラム教で「許されたもの」
　　を意味する「ハラール」であることを求められる場合があり、その認証取
　　得および考え方の理解がイスラム市場向け輸出にあたっての課題となって
　　います。

　　ジェトロ神戸では、「ハラール」についての基礎知識、各国で異なる認証
　　制度、市場実態等に関するジェトロ調査に基づき、ハラール市場開拓の考
　　え方と留意すべきリスクなどについて、ジェトロのアドバイザーが具体的
　　事例を交えて解説するセミナーを開催します。
　　また本セミナーでは、ハラールについてより深く理解するため、ユダヤ教
　　の戒律「コーシャ」に基づく食規定ついても簡単にご紹介します。 
　　この機会に、是非本セミナーにご参加下さい。

　【日時】2014年9月25日（木） 15時～16時30分（受付開始：14時30分）
　【場所】神戸商工貿易センタービル 14階　神戸貿易協会　第1会議室
　　　　（神戸市中央区浜辺通5丁目1-14）
　【プログラム】
　　　15：00～15：05　主催者挨拶 
　　　15：05～16：05　講演「ハラール市場‐認証の基礎情報を踏まえて‐」
　　　　　　　　　　　ジェトロ 農林水産・食品企画課アドバイザー　村山 貢 



　　　16：05～16：30　質疑応答 
　　　16：30～17：30　個別相談会（事前予約制、先着2社）
　　　　　　　　　　　※ご希望の方はジェトロ神戸まで相談内容をメールで
　　　　　　　　　　　　送付し、お申込みください。 
　【主催・共催】＜主催＞ジェトロ神戸
　　　　　　　　＜共催＞ひょうご・神戸国際ビジネススクエア（神戸市、
　　　　　　　　　　　　ひょうご海外ビジネスセンター）、神戸商工会議所
　【参加費】無料
　【定員】50名　※先着順・定員になり次第、締め切り
　【申込締切】2014年9月22日（月）

　　※本事業は農林水産省補助事業として実施します。
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kobe/events/20140904390-event

=============================[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。

　　海外に商品を売るためには、「顧客（海外バイヤー・消費者）が何を求め
　　ているか」というニーズを知り、どの層を対象とするかターゲットを決め、
　　それに合わせてどのように商品を売っていくかという視点に立って戦略を
　　たてること（マーケティング）が重要です。 　　

　　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。

　　これまで海外向け食品輸出に取り組んできたものの、想定通りに成果が出
　　ていない方や、今後食品輸出に取り組みたいが、どの国へ、どう売り込む
　　べきか輸出戦略が描けていない方のご参加をお待ちしています。なお、中
　　国地方では、広島のみの開催となります。

　【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）

　　※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/

　　■お問合わせ先：
　　ジェトロ広島（担当：伊藤、中根）
　　Tel：082-535-2511／Fax：082-535-2516



　　E-mail：hir@jetro.go.jp

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

　○食品輸出マーケティング・スクール（仙台）

　　ジェトロ仙台では、食品輸出をテーマとして、マーケティングの基本的な
　　考え方と具体的事例の解説、ワークショップを通じての輸出戦略の立て方
　　の学習からなるスクールを、2日間に亘って開校します。

　　海外に商品を売るためには、「顧客（海外バイヤー・消費者）が何を求め
　　ているか」というニーズを知り、どの層を対象とするかターゲットを決め、
　　それに合わせてどのように商品を売っていくかという視点に立って戦略を
　　たてること（マーケティング）が重要です。
    
    これまで海外向け食品輸出に取り組んできたものの、想定通りに成果が出
　　ていない方、食品輸出に取り組みたいがどの国へ売り込むべきか輸出戦略
　　が描けていない方の、本スクールへのご参加をお待ちしています。

　【日時】2014年10月7日（火）、8日（水）　9時30分～18時30分
　【場所】仙台第一生命タワービル11階 C会議室
　　　　　（仙台市青葉区一番町4丁目6－1）
　【講師】（予定）
　        公益財団法人流通経済研究所 主任調査研究員　加藤 弘之 氏
　　　　　株式会社一ノ蔵 執行役員　浅見 周平 氏
　　　　　株式会社カネダイ 常務取締役　小野寺 正喜 氏
　【参加費】無料
　【定員】40名（先着順）
　【申込締切】2014年10月3日（金）

　　※2日間連続のご参加が前提となります。

　　※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/20140829370/

　　■お問合わせ先：
　　ジェトロ仙台（担当：河内、早川、一條）
　　Tel：022-223-7484／Fax：022-262-6230
　　E-mail：sen@jetro.go.jp

━━━━━━━━━━━━ 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（下関）

　　ジェトロ山口では、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、下関市内で食品輸出商談会を開催します。
　　輸出の糸口を見つけたい方、より一層の販路開拓を目指す皆様にとって海
　　外バイヤーと直接商談できる絶好の機会ですので、是非ご参加ください。

　【日時】2014年11月21日（金）9時～17時（予定）
　　　　　※事前予約制。商談時間は1回40分間。
　　　　　※商談時間割はジェトロにて決定し後日連絡します。



　【会場】下関グランドホテル（下関市）
　【参加バイヤー】北米、欧州、アジア等の日本食品関連企業 14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】農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通(輸出)事業者等
　【参加費】無料
　【定員】50社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年10月1日（水）12時（正午）※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/jetro/japan/yamaguchi/events/20140812047-event

=============================[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（九州（福岡））

　　ジェトロ福岡では、わが国農林水産物・食品の輸出促進活動の一環として、
　　海外バイヤーとの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くも
　　ので、海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象としています。 
　　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11月25日（火）10時～16時50分 (予定)
　　　　　※事前予約制。商談時間は1回40分間。
　【会場】ホテルセントラーザ博多（福岡市）
　【参加バイヤー】北米、欧州、アジア等の日本食品関連企業　15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】農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通(輸出)事業者等
　【参加費】無料
　【定員】50社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年10月1日（水）12時(正午)（予定）※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/events/item/20140818561/

=============================[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（沖縄）

　　ジェトロでは、11月の「沖縄大交易会」の会期に合わせ、日本産食材の輸
　　入に強い関心をもつ海外バイヤーを沖縄に招聘し、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、食品商談会を開催します。
　　世界各国から、有力なバイヤーが集まる機会ですので、是非ご参加下さい。
 
  ※沖縄大交易会に参加される方も別途、お申し込みが必要です。

　【日時】2014年11月27日（木）　13時～18時30分
　　　　　2014年11月28日（金）　12時30分～17時
　【会場】宜野湾市立体育館（沖縄県宜野湾市）
　【参加バイヤー】北米、欧州、アジア等の日本食品関連企業 13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】農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通(輸出)事業者等



　【参加】無料
　【定員】50社・団体程度　※先着順・定員になり次第締め切り
　【申込締切】2014年9月26日（金）正午　※時間厳守

　　※本商談会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/20140827037/

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

　○食品見本市「Gulfood 2015」（UAE・ドバイ）ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイで開催される中東 大級の総合
　　食品見本市「Gulfood 2015」にジャパンパビリオンを設置し、わが国食品・飲料
　　等の輸出促進・販路拡大を目指します。 

　　欧州およびアジアからのアクセスも良いため、富裕層市場をターゲットに、中東
　　諸国以外の国からも多数来場します。販路開拓を目指すわが国企業にとって大変
　　効果的な見本市です。是非、ジャパンパビリオンへの出品をご検討ください。

　【会期】2015年2月8日(日)～12日(木)
　【開催地】アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイ
　【会場】Dubai World Trade Centre
　【出品物の要件】アラブ首長国連邦（UAE）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】180,000円　（ジェトロメンバーズ、農林水産情報研究会割引料金　　
　　　　　　162,000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540,000円　
　【募集小間数】15小間 (1小間：間口約3m×奥行約3m)
　【申込締切】2014年10月17日（金）

　　詳細、お申込はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140827616/

----------------------------------------------------------------------------
２．【来場者募集】「Food EXPO Kyushu（国内外食品商談会）」の開催について
----------------------------------------------------------------------------

　ジェトロ福岡、福岡市、福岡県、福岡県商工会連合会、福岡商工会議所は、福岡・
九州の地場食品企業と、国内外の企業との商談の機会を設けるべく、展示商談会
「Food EXPO Kyushu（国内外食品商談会）～from Fukuoka to the global market～」
の開催を予定しています。

　福岡・九州の優れた農産品、水産物、加工食品を発掘する絶好の機会になりますの
で、ご関心のある皆様は、是非ご来場ください。

【主催】Food EXPO Kyushu 実行委員会
　　　　（ジェトロ福岡、福岡市、福岡県、福岡県商工会連合会、福岡商工会議所）
【日時】平成26年10月７日（火）～９日（木）10時～17時（ 終日は16時まで）
【会場】福岡国際センター（福岡市博多区築港本町2-2）
【来場者対象】国内外の食品製造業，商社、食品流通企業、中食・外食関係者、ホテ
              ル、通販等のバイヤーの皆様
              ※来場には事前登録が必要です。
【出展者】農林水産物、食品を扱う九州・沖縄地域の事業者143社



　※　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.food-expo-kyushu.jp/

　■お問合わせ先：
　Food EXPO Kyushu実行委員会事務局（福岡商工会議所商工振興本部）
　TEL: 092-441-1119 / FAX: 092-441-1149

----------------------------------------------------------------------------
３．日本-カナダの有機同等性の相互承認について
----------------------------------------------------------------------------

　９月17日、日本とカナダは、両国の有機制度が同等の水準にあることを相互に認め
ました。これにより、来年１月から、有機JAS製品のカナダへの輸出が容易になりま
す。

　多くの国では「有機（オーガニック）」の表示が規制されており、有機認証を受け
た製品のみにこれらの表示が認められています。このため、有機製品を輸出する場合
には、輸出先国の有機制度による認証を受ける必要があります。
　今回の、日本-カナダの合意により、日本で生産された有機ＪＡＳ製品（農産物、
農産物加工食品）は、カナダの有機制度による認証を受けなくとも、「organic」と
表示してカナダへ輸出することができるようになります。
　なお、日本の有機制度が自国の有機制度と同等であると認めている国は、カナダの
ほか、米国、ＥＵ加盟国、スイスです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。

【ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 日本又はカナダの有機制度による認証を
　受けた有機農産物等に「organic」等と表示して両国間での輸出入が可能となるこ
　とについて】
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/140917.html

----------------------------------------------------------------------------
４．平成26年７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７月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると7.6％増の475
億円となりました。
　平成26年１～７月の農林水産物・食品の輸出額は3,315億円となり、昨年（平成25
年１～７月）に比べても9.9％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1－7月│平成26年1－7月│増減額│増減率│
│世界        │　　　 　3,016│　　 　  3,315│   298│ 　10%│
│米国        │           428│           501│    73│   17%│
│香港        │           639│           702│    63│   10%│
│中国        │           287│           345│    57│   20%│
│台湾        │ 　    　　392│ 　    　　443│    51│   13%│
│ＥＵ        │     　　　155│ 　    　　181│    26│   17%│
│　アセアン  │　     　　591│ 　   　 　594│     4│    1%│
│　　ベトナム│ 　　    　178│ 　　    　170│   ▲8│  ▲5%│
│　  タイ　　│     　　　213│    　 　　204│  ▲10│  ▲4%│
│韓国        │     　　　231│ 　    　　224│   ▲7│  ▲3%│

                                      （出典：財務省「貿易統計」）

  参考：為替レート



　平成25年7月：１米ドル＝ 101円、平成26年7月：１米ドル＝ 101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

----------------------------------------------------------------------------
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）タイ向けに輸出される牛肉の認定処理施設（平成26年９月10日）

　追加施設：新宮食肉センター　たつの市新宮食肉センター（兵庫県たつの市）
　　　　　　施設記号　HG-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/th_beef.pdf

（２）ベトナム向けに輸出される牛肉及び豚肉等の認定処理施設（平成26年９月12
　　　日）

　追加施設：日本フードパッカー株式会社道南工場（北海道二海郡八雲町）
　　　　　　施設記号　HV-1

　　　　　　岩見沢市精肉センター/スターゼンミート
　　　　　　プロセッサー株式会社石狩工場（北海道岩見沢市）
　　　　　　施設記号　HV-2

　　　　　　日本フードパッカー株式会社青森工場（青森県上北部おいらせ町）
　　　　　　施設記号　AO-2

　　　　　　三沢市食肉処理センター／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）
　　　　　　施設記号　AO-3

　　　　　　和光ミートセンター／株式会社アグリス・ワン和光
　　　　　　ミートセンター牛肉加工室（埼玉県和光市）
　　　　　　施設記号　SA-1

　　　　　　東京都立芝浦屠場／株式会社イヌイ（東京都港区）
　　　　　　施設記号　TV-18

　　　　　　加古川食肉センター／加古川ミートセンター（兵庫県加古川市）
　　　　　　施設記号　HG-1

　　　　　　鹿児島食肉センター／食肉センター内加工センター
　　　　　　（鹿児島県鹿児島市）
　　　　　　施設記号　KC-1



　名称変更：高野畜産株式会社（東京都港区）
　　　　　　施設記号　TV-10
　　　　　　（変更前）TAKANO CHIKUSAN. Corp.
　　　　　　（変更後）TAKANO CHIKUSAN Corp.

　名称及び住所表記変更：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）
　（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
　　　　　　STARZEN MEAT PROCESSOR Co.,Ltd. Sannohe Plant
        　　23-1,Nakatsutsumi,Tonai,Sannohe-machi,Sannohe-gun,Aomori,Japan
　（変更後）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
　　　　  　STARZEN MEAT PROCESSOR Co.,Ltd. Aomori Plant Sannohe Beef Center
        　  23-1,Nakatsutsumi,Tonai,Sannohe-machi,Sannohe-gun,Aomori,JAPAN
 
　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/vn_beef_pork_ex.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９月16日）

　追加施設：株式会社　三和食鶏（茨城県古河市）
　　　　　　施設記号　IB4

　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

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


