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----------------------------------------------------------------------------
１．東日本大震災について～バーレーン向け日本産食品の輸入規制の緩和について～
----------------------------------------------------------------------------

　東京電力福島第一電子力発電所事故の発生に伴い、バーレーン向けに輸出される食
品について、検査機関が発行する放射性物質検査結果報告書（以下「報告書」という
。）の提出が義務づけられておりましたが、今般、以下のとおり、報告書に代えて輸
出事業者の実績に基づく簡素な証明書でも可とすべく、規制の内容が緩和されました
のでお知らせします。

============================================================================
・過去に報告書を提出し、バーレーン向けに食品を輸出した実績のある業者について
　は、報告書の提出を不要とします。

・代わって、農林水産省に対し、過去の輸出実績について届出を行って輸出事業者証
　明書の交付を受け、当該証明書の写しを添付することとします。
============================================================================

　なお、過去にバーレーン向けの食品輸出実績のない業者は、初回の輸出については
従来どおり報告書の添付を要しますが、問題が生じなければ、２回目以降は上記同様
、輸出事業者証明書の写しの添付をもって足りることとなります。

　今回の決定を反映したバーレーン向けに輸出される食品の輸入規制については、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 > 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 > 食品
　等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について > バーレーン向け輸出事業
　者証明書の届出手続等について】
　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/bahrayn_shoumei.html

----------------------------------------------------------------------------
２．東日本大震災について～米国の輸入規制の緩和について～
----------------------------------------------------------------------------



　東京電力福島第一電子力発電所事故の発生に伴う米国向け食品の輸入規制について
、今般、以下のとおり緩和されましたので、お知らせします。

　１．福島県、茨城県及び栃木県の３県産の「肉類を除く農産品」（輸入停止品目を
　　除く）は、「米国の食品安全基準に違反していないことの証明」（以下「安全証
　　明」という。）を添付すれば輸出できることになっており、「肉類を除く農産品
　　」の範囲について、米国当局と協議を行ってきました。

　２．今般、安全証明を要する「肉類を除く農産品」は「生鮮野菜及び果実」とする
　　ことについて合意したため、輸入停止品目に該当しない福島県産の茶、茨城県産
　　の米及び大豆、栃木県産の米、大豆及び茶等については、安全証明なしに輸出す
　　ることが可能となりました（これらの品目は米国到着時にサンプル検査の対象と
　　なります）。

　緩和後の輸入規制の概要については、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 > 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 > 食品
　等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について > 米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/usa_shoumei.html

----------------------------------------------------------------------------
３．ロシア向け牛肉の輸出について
----------------------------------------------------------------------------　

　平成16年6月以降、農林水産省は厚生労働省と連携して、ロシア政府当局との間に
おいて、牛肉輸出解禁のための検疫協議を進めてきました。

　今般、ロシア政府当局より通知があり、まずは我が国の２施設からの輸出が認めら
れることとなりました。

　このため、当該２施設からの輸出開始に向け、厚生労働省とともに、輸出に必要な
衛生証明書の発行手続きを定めることとします。

〈ロシア向け輸出施設（2施設、ロシア連邦動植物衛生監督庁のホームページの登録
　施設リストに掲載中）〉

　・加古川食肉センター（兵庫県） 
　・神戸市立食肉センター（兵庫県） 

　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 > 報道・広報 > 報道発表資料 > ロシア向け牛肉の輸出について】
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/141212.html

----------------------------------------------------------------------------
４．豪州向け日本産ぶどうの輸出について
----------------------------------------------------------------------------

　豪州向け日本産ぶどうについては、農林水産省から解禁要請を行い、両国間で技術
的な協議を重ねてきたところですが、今般豪州において、検疫条件が設定され、平成
26年12月16日付けで日本産ぶどうの輸出が解禁されました。
　
　詳細については、以下のホームページをご参照下さい。

【ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 豪州向け日本産ぶどうの輸出について】
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/141216.html



----------------------------------------------------------------------------
５．農林水産物・食品関連セミナー、商談会及び海外見本市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、商談会及び海外見本市の参
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「シンガポールの日本食品市場」（東京）

　　ジェトロでは、食品輸出ビジネスの創出・拡大を目的に、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）や現地駐在員を講師
　　とする海外市場セミナーを開催しています。今回、シンガポールにおける
　　食品市場のトレンドや現地商習慣等に係るセミナーを以下のとおり開催し
　　ます。ぜひご参加ください。 
　　
　【日時】2015年1月15日（木）13時30分～15時
　【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】2015年1月13日（火）
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141208145/

　　※本セミナー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・食品企画課（担当：阿部、大塚、佐川）
　　TEL：03-3582-4966

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

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

　○ジェトロ食品輸出商談会 in 大阪

　　ジェトロでは、日本産農林水産物・食品の輸出促進の取り組みの一環とし
　　て、日本食材の輸入に関心をもつバイヤーを海外から招き、第8回「アグリ
　　フードEXPO 大阪 2015」及び第12回「シーフードショー大阪」の会期に合
　　わせて食品輸出商談会を開催します。

　　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、是非お申し込み下さい。 

　【日時】2015年2月19日（木）9時30分～18時（予定） 
　　　　　2015年2月20日（金）9時30分～12時（予定） 
　　　　　　※事前予約制、商談時間は1社40分間
　【場所】ATCアジア太平洋トレードセンター O's棟 南館 6階
　　　　　コンベンションルーム1（大阪市住之江区南港北2-1-10） 
　【商談先】17社（予定）　米国、欧州、アジア等の日本食品取扱い関連企業
　　　　　　（輸入卸売業・小売業等）



　【定員】120社・団体程度
　　　　　※応募書類に基づき、海外バイヤーが商談の可否を検討、商談希望
　　　　　　相手を選定した結果を踏まえて、商談マッチングを行います。
　　　　　　募集定員を超える申込みがあった場合、海外バイヤーとのマッチ
　　　　　　ングが不成立となった場合など、ご希望に添えない場合がござい
　　　　　　ますので、あらかじめご了承ください。
　【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
　【参加費】無料
　【申込締切】2014年12月24日（水曜）12時　※必要書類必着
　　　　　　（応募多数の場合、早期締切の可能性あり）

　　＜主催＞日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部
　　＜共催＞（株）日本政策金融公庫、（一社）大日本水産会

　　詳細、お申込はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141023255/

　　※ 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：
　　ジェトロ大阪本部 事業推進課（内容担当：鈴木、申込担当：上田） 
　　Tel：06-4705-8602／Fax：06-4705-8650 
　　E-mail:os_agri@jetro.go.jp

　　※なお、大阪商談会参加バイヤーは、その後、各地の商談会に参加します。
　　◎焼津　：ジェトロ食品輸出商談会（水産物） in 焼津（2/23, 24）
　　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141111911/
　　◎名古屋：ジェトロ食品輸出商談会 in 名古屋（2/24）
　　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141118292/
　　◎高知　：ジェトロ食品輸出商談会 in 四国（2/24）
　　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141120829/

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

　○ジェトロ食品輸出商談会 at「FOODEX JAPAN 2015」

　　ジェトロでは、日本産農林水産物・食品の輸出促進に向けた活動の一環と
　　して、日本食材の輸入に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・団体の方々を対象に、FOODEX JAPAN 2015
　　の会期に合わせて食品輸出商談会を開催します。 
　　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、是非お申し込み下さい。 

　【日時】2015年3月5日（木）～6日（金）両日とも10時～17時30分 
　　　　　※事前予約制、商談時間は1回40分間 
　【場所】幕張メッセ 国際会議場 2階 コンベンションホール 
　　　　　（住所：千葉市美浜区中瀬 2-1）
　　　　　http://www.m-messe.co.jp/access/index.html 
　【商談先】北米、中南米、欧州、アジアの日本食品関連企業（輸入卸売業
　　　　　　・小売業等）　30社（予定） 
　　　　　　※外国人バイヤーとの商談には通訳がつきます（無料）。
　【定員】150社・団体程度（予定） 
　　　　　1バイヤー当たりの商談件数は14件（2日間合計）
　　　　　応募書類に基づき、海外バイヤーが商談の可否を検討、商談 
　　　　　希望相手を選定した結果を踏まえ、商談マッチングを行います。 
　【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
　【参加費】無料



　【申込締切】 2014年12月26日（金）17時　※締切厳守 

　　詳細、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141125453/

　　※ 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：
　　農林水産・食品事業課 (担当：若林、菱川、青沼、清水、宮北) 
　　TEL:03-3582-5546
　　E-mail:afb_foodex@jetro.go.jp

　　※なお、本商談会に参加するバイヤーの多くは、以下の地域で開催される
　　　商談会のいずれかに参加予定です。
　　　商談会ごとに書類提出先・申込締切日等が異なります。
　　　詳細を各募集ページにてご確認のうえ、お申し込みください。

　　　◎岩手：「東北食品輸出商談会」 in 岩手（3/10）
　　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141205111/
　　　◎茨城：「ジェトロ食品輸出商談会」 in 茨城（3/10）
　　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141205390/
　　　◎新潟：近日募集開始予定　（3/10）
　　　　　　　（http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/）
　　　◎島根：「食品輸出商談会」 in 山陰 2015（3/12）
　　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141205651/
　　　◎宮崎：近日募集開始予定　（3/9）
　　　　　　　（http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/）

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

　○インド 大級の国際食品見本市「AAHAR 2015（インド・ニューデリー）」
　　ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、インド・ニューデリーにて開催される食品見本市「AAHAR 2015」
　　に日本食をPRするジャパンパビリオンを設置します。本見本市はインド 大
　　級の国際食品見本市であり、インド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。インドへの新規参入・販路拡大をお考えの企
　　業様等におかれては、この機会に本見本市への出品をぜひご検討ください。

　【会期】 2015年3月10日（火）～14日（土）
　【会場】 Pragati Maiden, New Delhi （インド・ニューデリー）
　【出品対象物】インドで販売可能な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
　　　　　　　　※出品者が出品物の品質管理に責任を持つこと。
　　　　　　　　※制度上、日本からインドへ輸出可能なものに限る。
　【定員】6社・団体程度
　【出品料】 無料 
　　　　　　（ただし、輸送費、渡航費等については出品者の負担となります。
　　　　　　詳細は下記ウェブサイトにてご確認ください。）
　【募集締切】 2014年12月24日（水）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URL：
　　以下のウェブサイトより、出品案内書をご確認下さい。
　　<URL> http://www.jetro.go.jp/events/item/20141031913/



　　■お問合せ先：
　　【インドおよび第3国からのお問合せ】
　　　　ジェトロ・ニューデリー事務所（担当：原、梅木）
　　　　TEL：91-11-4168-3006 ／FAX：91-11-4168-3003
　　　　Email：afb-aahar@jetro.go.jp
　　【日本からのお問合せ】
　　　　ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：島瀬、井上）
　　　　TEL：03-3582-5546／FAX：03-3582-7378
　　　　Email： afb-aahar@jetro.go.jp

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

　○日本産農水産物・食品輸出商談会　in　トルコ

　　ジェトロは、日本産農水産物・食品の市場拡大を図るため、トルコで商談
　　会を開催します。 
　
　　2013年12月24日、日本の厚生労働省が発行する自由販売証明書の有効性が
　　確認され、今まで難しいとされていたトルコへの輸出が植物由来の特定品
　　目に限り、可能となりました。これを機にジェトロでは、初めてトルコに
　　て、現地卸売業者、レストラン関係者等との商談会（ネットワーキング）
　　を開催します。トルコでの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】2015年3月17日(火)～19日(木)　
　【場所】トルコ・イスタンブール市内
　【定員】10社
　【対象】イスタンブールにおいて、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】植物性生産品および調整食料品、飲料、アルコール類等

　　※対象品目および必須条件等詳細は募集要項をご確認ください。
　
　【内容】(1)オリエンテーション、ブリーフィング
　　　　　(2)商談会 
　【開催形式】現地集合・現地解散型
　　　　　　　※日本－イスタンブール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、通訳費等
　　　　　　　≪参加者各自負担≫ 
　　　　　　　日本⇔イスタンブールの航空券代（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、商談会参加に
　　　　　　　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】2015年1月16日(金)17時

　　詳細、お申込みはこちら↓　
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141118464/

    ※ 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・食品企画課（担当：石井、飯塚、清水）
　　TEL：03-3582-4966



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

　○食品見本市「Seafood Expo Global 2015 （ベルギー・ブリュッセル）」
　　ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、ベルギー・ブリュッセルにて開催される水産関連見本市
　　「Seafood Expo Global　2015」において、ジャパンパビリオンを設置・
　　運営します。

　　本見本市は、70カ国以上から1,600以上の出展者が参加する世界 大級の
　　水産専門見本市であり、欧州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。EU向け水産品・水産加工品輸出は農林水産省の
　　策定する国別品目別輸出戦略にも合致します。ついては、本見本市にジャ
　　パンパビリオンを設置することにより、日本産水産品・水産加工品の魅力
　　を当該地域において積極的にアピールするとともに、欧州市場への新規参
　　入・販路拡大を目指す我が国企業等を支援することで輸出拡大を目指しま
　　す。この機会に是非、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4月21日(火)～23日(木)10時～18時（ 終日のみ16時まで）
　【会場】Brussels Exhibition Center　（ベルギー・ブリュッセル）
　【出品対象物】EUで販売可能な日本産の水産品、日本産原料を使用した水産
　　　　　　　　加工品、及び他国産原料を使用し日本国内で加工した水産加
　　　　　　　　工品等。
　　※なお、Seafood Expo Globalは水産見本市となりますので、水産品をご
　　　出品される企業様を優先させていただきます。
　【募集小間数】15小間程度　（1小間：約9平方メートル)
　【出品料】250,000円
　　　　　　（ジェトロメンバーズ、農水産情報研究会割引料金　225,000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750,000円
　　　　　　（ジェトロメンバーズ、農水産情報研究会割引料金　675,000円）
　【申込締切】2014年12月19日（金）書類必着

　　■詳細・申込URL：
　　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。
 　　(URL) http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20141117398-event

　　■お問合せ先：
　　ジェトロ農林水産・食品事業課 (担当：島瀬、河浦)
　　TEL:03-3582-5546 / FAX:03-3582-7378

----------------------------------------------------------------------------
６．平成26年10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10月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると16.5％増の
562億円となりました。
　平成26年１～10月の農林水産物・食品の輸出額は4,893億円となり、昨年（平成25
年１～10月）に比べても10.4％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1－10月│平成26年1－10月│増減額│増減率│
│世界      │　　 　 　4,431│　 　 　  4,893│   462│ 　10%│
│中国      │            400│            495│    95│   24%│



│米国      │            675│            763│    88│   13%│
│香港      │            967│          1,048│    82│    8%│
│台湾      │ 　    　 　578│  　    　　642│    64│   11%│
│アセアン  │ 　     　　826│  　   　 　869│    43│    5%│
│　ベトナム│  　　    　238│ 　 　    　243│     5│    2%│
│　タイ　　│      　　　292│     　 　　294│     1│    1%│
│ＥＵ      │      　　　230│ 　     　　263│    33│   15%│
│韓国      │      　　　318│ 　     　　332│    14│    5%│

                                      （出典：財務省「貿易統計」）

  参考：為替レート
　平成25年10月：１米ドル＝ 98円、平成26年10月：１米ドル＝ 103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

----------------------------------------------------------------------------
７．香港向けに輸出される殻付き家きん卵の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------　

　厚生労働省より、香港向けに輸出される殻付き家きん卵の取扱施設一覧を更新した
旨連絡があったので、お知らせします。

　追加施設：株式会社霧島エッグ末吉GPセンター（鹿児島県曽於市）
　　　　　　施設番号　PEKGS003

　　　　　　株式会社霧島エッグ霧島GPセンター（鹿児島県霧島市）
　　　　　　施設番号　PEKGS004

　施設取消：有限会社北海道種鶏農場グランファームGPセンター
　　　　　　施設番号　PEHOK006

　詳しくは、次のＵＲＬをクリックしてください。
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html

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


