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----------------------------------------------------------------------------
１．輸出証明書の申請手続きのオンライン化について
----------------------------------------------------------------------------

　輸出証明書の発行については、これまで、紙により申請書を作成し、審査を行う拠
点に当該書類提出していましたが、平成27年２月からインターネットによる申請が可
能となります。

　～システム利用のメリット～

（１）インターネットを利用してシステムにアクセスし、申請に必要な情報を入力す
　　ることに加え、根拠資料を電子化して登録することで、申請手続きが行えます。
（２）いつでも申請手続きを行うことができます。（※システムの停止時間を除きま
　　す。）
（３）申請した証明書については、最寄の地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖
　　縄総合事務局、地域センターで受け取ることができます。

　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 > 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 > 輸出
　証明書の申請手続きのオンライン化について】
　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html

----------------------------------------------------------------------------
２．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]=================================

　○食品輸出商談会事前セミナーおよび個別相談会
　　(食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2015) 



　　ジェトロでは、「食品輸出商談会 at FOODEX JAPAN 2015」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。 
　　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。但し、個別相談会（事前予約制）
　　は前記商談会のお申し込み者を優先させていただきますので、予めご了承
　　下さい。 

　【日時】2015年2月3日（火）（12時30分開場）
　　　　　　13時～15時30分　商談会事前セミナー 
　　　　　　15時30分～16時30分　個別相談会（事前予約制）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1社につき30分間） 
　【場所】ジェトロ本部　5階A会議室（港区赤坂1丁目12-32アーク森ビル） 
　【内容】セミナーでは、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）  
　【参加費】無料　 
　【定員】商談会事前セミナー　50名 
　　　　　個別相談会　6社 

　【申込締切】2015年2月2日（月）17時 

　　詳細、お申込みはこちら↓ 
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20141210110/

　　※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：若林、青沼） 
　　TEL：03-3582-5546 / FAX：03-3582-7378
　　E-mail:afb_foodex@jetro.go.jp 

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

　○食品輸出セミナー「インドの日本食品市場」（東京）

　　ジェトロでは、海外に配置する食品専門家（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食品輸出セミナー・シリーズの一環とし
　　て、インドにおける食品市場のトレンドや現地商習慣など、食品輸出ビジ
　　ネスの創出・拡大に役立つ情報をご提供するセミナーを開催します。
　　是非、ご参加ください。 
　　
　【日時】2015年2月9日（月）13時30分～15時20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】2015年2月5日（木）
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20150105270/

　　※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：



　　農林水産・食品企画課（担当：柴田、大塚、佐川） 
　　Tel：03-3582-49 / Fax：03-3582-7378 
　　E-mail：afa-seminar@jetro.go.jp

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

　○農林水産省補助金事業・ジェトロ　米国食品安全強化法セミナー：
　　「米国向け食品輸出関連事業者必見～米国食品安全強化法への対応はでき
　　ているか～」（東京・神戸）

　　米国食品安全強化法（FSMA）は、2015年後半以降に規則が最終化され法律
　　が義務化される予定となっています。具体的には(1)対米輸出をする食品の
　　製造等にあたっては、危害要因分析とリスクに応じた予防的措置を定めた
　　計画を策定し、これを実行する義務（HACCPの考え方をほぼ全食品に拡大）、
　　(2)米国の輸入業者に製造された食品が安全であることを検証する義務が新
　　たに課されるとともに、(3)FDAによる外国施設の検査が強化されることに
　　なります。これらの規定の施行により、米国の輸入業者における対応のみ
　　ならず、米国に輸出を行う食品を取り扱う企業、団体、食品安全の認証団
　　体など幅広い関係者の対応が必要となることが必至と見込まれています。
　　このため、セミナーではこれまで公表された規則案の整理をし、あわせて
　　関連の業界団体・企業によるFDAへの対応状況ついて報告します。
　　加えて、米国を輸出戦略の重点国にも挙げている農林水産省から、日本政
　　府のFSMAへの対応方針や取り組みについて紹介します。是非、ご参加下さ
　　い。
　　
　≪東京≫
　【日時】2015年2月16日（月）13時～17時（12時30分受付開始）
　【場所】ホテルオークラ東京　曙の間（本館1階）
　　　　　東京都港区虎ノ門2丁目10番4号　TEL：03-3582-0111
　　　　　http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/information/access/
　【定員】300名程度（先着順）

　　＜主催＞日本貿易振興機構（ジェトロ）

　≪神戸≫
　【日時】2015年2月17日（火）13時～17時（12時30分受付開始）
　【場所】神戸国際会館セミナーハウス（8階802、803号室）
　　　　　兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号　TEL：078-230-3196
　　　　　http://www.kih.co.jp/access/index.html
　【定員】70名程度（先着順）

　　＜主催＞日本貿易振興機構（ジェトロ）
　　＜後援＞ひょうごの美味し風土拡大協議会

　≪両会場（共通）≫
　【参加費】無料
　【申込締切】2015年2月6日（金）

　　詳細、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/events/20141211965-event

　　※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：
　　農林水産・食品調査課（担当：長谷川、菅、今野、高松）



　　Tel：03-3582-5186
　　E-mail：afc-seminar@jetro.go.jp

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

=============================[出品者募集中]=================================

　○食品見本市「THAIFEX　2015（タイ・バンコク）」　ジャパンパビリオン

　　タイでは、近年の日本食ブームにより、高品質な日本産農林水産物・食品
　　が人気を集めており、同国の富裕層などを対象にしたプレミアム市場は今
　　後の有望な輸出市場と見込まれています。バンコクにて開催される
　　「THAIFEX 2015」は、タイ最大級の国際総合食品見本市であり、タイのみ
　　ならず海外からも多くのバイヤーが訪れ、タイ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。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、日本の食品・飲料等の魅
　　力を国際的にアピールするとともに、タイ市場への新規参入・販路拡大を
　　目指す企業等を支援することで、タイ更にはアジア全体への輸出拡大を目
　　指します。

　【会期】2015年5月20日（水）～24日（日）
　　※ジャパンパビリオンは専門業者のみ入場可能なトレードデイ（20日～22日）
　　　に出展します。
　【開催地】タイ・バンコク 
　【会場】IMPACT展示会場（タイ・バンコク郊外の大型展示会場）
　【出品物の要件】タイ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、及び他国産原料を使用し、日本国内で加工した加
　　　　　　　　　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　
　　　　　※割引料金とは、農水産情報研究会会員及びジェトロメンバーズ会
　　　　　　員向け特別料金（10％割引）。
　　　　　※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】46小間 (1小間：間口約3m×奥行約3m)
　　※必ずしも小間割形式とは限りません。また、間口、規模等については設
　　　計等の関係により、変更となる可能性があります。

　【申込締切】2015年1月28日（水）17時

　　■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。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/20141226335/

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

=============================[出品者募集中]=================================

　○食品見本市「FOOD TAIPEI　2015（台湾・台北）」ジャパンパビリオン



　　台湾・台北市にて開催される「FOOD TAIPEI 2015」は、台湾最大級の食品
　　見本市であり、台湾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。
　　前回の本見本市でジェトロが実施した来場バイヤーアンケートでは、
　　【日本産食品購入時の重要ポイント】として「味の良さ」、「安全性」、
　　「価格」に次いで、「新奇性・珍しさ」という回答が多数を占めました。
　　そこで今回は、台湾未発売、発売後半年以内、新しいフレーバーなど、台
　　湾ではまだ目新しくて珍しい「新商品の出品」に対する広報、宣伝支援を
　　別途予定しています。
　　台湾市場での日本産農林水産物・食品をさらに浸透させるため、これまで
　　輸出実績のある日本産食品のみならず、「新商品の市場開拓」を支援する
　　ことで、日本産農林水産物・食品の更なる輸出拡大を目指します。

　【会期】2015年6月24日(水)～27日(土)
　【開催地】台湾・台北 
　【会場】台北世界貿易センター南港展示ホール
　【出品物の要件】台湾で販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した
　　　　　　　　　加工品およ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】75,000円
　　　　　（ジェトロメンバーズ、農林水産情報研究会割引料金　67,500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225,000円　
　　　　　※割引料金とは、農水産情報研究会会員及びジェトロメンバーズ会
　　　　　　員向け特別料金（10％割引）。
　　　　　※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】 60小間 (1小間：間口約3m×奥行約3m)
　　※必ずしも小間割形式とは限りません。また、間口、規模等については設
　　　計等の関係により、変更となる可能性があります。

　【申込締切】2015年1月29日（木）17時必着

　　■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。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/20141202797/

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

=============================[出品者募集中]=================================

　○米国東海岸最大級の高級食材見本市「Summer Fancy Food Show 2015
　　（米国・ニューヨーク）」ジャパンパビリオン

　　ジェトロは、米国・ニューヨークにて開催される高級食材見本市「Summer 
　　Fancy Food Show 2015」にジャパンパビリオンを設置します。本見本市は
　　米国東海岸最大級の高級食材食品見本市であり、情報の発信都市・ニュー
　　ヨークで開催されることもあり、知名度も高く、米国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。米国への新規参入・販
　　路拡大をお考えの企業等におかれては、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6月28日（日）～6月30日（火）
　【会場】Jacob K. Javits Convention Center （米国・ニューヨーク）
　【出品対象物】米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、及び他国産原料を使用し、日本国内で加工した加工品
　【募集小間数】15小間
　【出品料】（1小間あたり）
　　　　　　100,000円
　　　　　（ジェトロメンバーズ、農林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　300,000円
　　　　　（ジェトロメンバーズ、農水産情報研究会割引料金　270,000円）

　【募集締切】2015年2月10日（火）17時　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/events/item/20150107949/

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

----------------------------------------------------------------------------
３．平成27年度予算について
----------------------------------------------------------------------------

　１月14日（水）に、平成27年度予算が閣議決定されました。

　平成27年度予算（輸出促進関連）においては、「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・
食品の輸出を促進することとしています。

　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 > 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/tosyo_27.pdf

----------------------------------------------------------------------------
４．香港向け牛肉の輸出について
----------------------------------------------------------------------------

　香港への牛肉輸出については、これまで「30か月齢未満」であることが条件に含ま
れていました。
　このため、平成25年2月以降、農林水産省は厚生労働省と連携して、香港政府当局
との間において、月齢制限撤廃のための検疫協議を進めてきました。
　今般、香港政府当局との間において検疫協議が全て終了し、30か月齢以上の牛肉を
含めた全ての月齢の牛肉輸出が認められることとなりました。
　平成27年1月23日より、輸出に必要となる衛生証明書様式の発行を開始しました。

 <参考：現在の輸出条件>

・香港向け牛肉輸出条件等について(動物検疫所ホームページ) 



　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

・対香港輸出食肉の取扱要領等について(厚生労働省ホームページ) 
　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hacc
p/other/yusyutu_syokuniku/index.html

----------------------------------------------------------------------------
５．タイ向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

　タイ向けに輸出される牛肉の取扱施設一覧を更新した旨連絡がありましたので、お
知らせします。

　追加施設：池田町食肉センター（と畜場）（北海道中川郡池田町）
　　　　　　十勝ハンナン株式会社（食肉処理場）（北海道中川郡池田町）
　　　　　　施設番号　HO-5

　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/exguuteirui2.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


