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

　東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う米国向けの日本産食品の輸入規制
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。

・輸入停止の対象品目の縮小
　福島、岩手、宮城及び茨城の一部品目（※）について、輸入停止が解除されました
（証明書の添付も不要）。

　※福島県…ワサビ、水産物（アカガレイ、ホウボウ、ホシザメ、マガレイ、キタム
　　　　　　ラサキウニ、サヨリ、フナ）
　　岩手県…ソバ
　　宮城県…ソバ、水産物（ヒラメ、ヒガンフグ）
　　茨城県…茶、水産物（ニベ、ヒラメ、マダラ）

・検査証明の対象品目の縮小
　福島、茨城及び栃木の生鮮野菜及び果実について、検査証明の対象から除外されま
した。

　今回の決定を反映した米国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 > 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

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

　○「日本茶、コメ・コメ加工品」輸出促進セミナー（東京）

　　ジェトロ農林水産・食品部では、「日本茶、コメ・コメ加工品」輸出促進
　　セミナーを開催します。

　　近年、農林水産物・食品の「輸出」に関心が高まっています。
　　人口減少の進行などを背景として、国内市場の縮小が見込まれる一方、
　　「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、健康的で安心、安全
　　な日本の食品に対する海外からの関心は高まっています。
　　こうした中、ジェトロでは日本茶・コメ・コメ加工品の輸出について、
　　新概況、輸出にあたっての動向・課題を始めとする基礎知識、輸出事例、
　　ジェトロのサポートメニューなど、輸出に必要な基礎知識や全体像、参考
　　情報やヒントをご提供します。
 
　【日時】2015年3月23日（月）13時30分～15時30分（受付開始：13時） 
　【場所】泉ガーデン　コンファレンスセンター7階　Room5
　　　　　（〒106-0032 東京都港区六本木1-6-1)
　【講師】ジェトロ　農林水産・食品調査課長　長谷川　直行
　　　　　　　　　　農林水産・食品企画課長  村橋　靖之
　【参加費】無料
　【定員】30名　※定員に達し次第、締め切ります。 
　【申込締切】2015年3月20日（金）

　　■お問い合わせ先：
　　ジェトロ農林水産・食品企画課 (担当：小池) 
　　TEL: 03-3582-4966 / FAX: 03-3582-7378
　　E-mail: afa-honbu@jetro.go.jp

　　※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/20150306610/

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

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

　○日本産農水産物・食品輸出商談会 in シカゴ

　　ジェトロ・シカゴ事務所と在シカゴ日本国総領事館は、米国シカゴ市内で、
　　日本食品の商談会イベントを行います。

　　主にシカゴを中心に米国中西部の卸、小売、レストラン等のバイヤー等と
　　商談する機会を提供します。
　　また、イベント来場者の日本食の関心を高めるため、日本食品に関するセ
　　ミナーも同時に開催する予定です。日本食品の海外販路拡大を目指す企業・
　　団体は、是非、奮ってご参加ください。

　【日時】2015年6月16日（火）14時～17時（予定）
　【場所】米国（シカゴ）



　　　　　Kendall College（900 N. North Branch St., Chicago）（予定）
　【定員】約20社
　【対象】次のすべてを満たす企業・団体
　　　(1)シカゴに販売網を持つ卸業者・輸入業者への販売ルートを既に持ち、
　　　　当該卸業者・輸入業者の協力が得られていることが望ましい。
　　　　ただし、日本酒以外の商品であれば、販売ルートを持っていない場合
　　　　でも輸出業者の紹介を行える状態になっている等、イベント来場者が
　　　　買付けを行うことができる具体的な連絡先を明示できるのであれば、
　　　　出展可能。（なお、シカゴに販売網を持っていない中で出展を行う場
　　　　合には、サンプルの持ち込みに際し、当該国・州の規制を遵守するこ
　　　　とに各自で責任を有すること。）
　　　(2)持ち込む日本食品は、普及イベントの来場者から注文があれば、米国
　　　　内の各州の規制対応を含め、速やかに販売可能な状態であること。
　　　(3)英語での商品説明をできる方が、イベント当日に参加可能であること。
　　　（サンプル準備・渡航費・滞在費はすべて自己負担）
　【対象品目】アルコール類、米国での販売が認められている食品全般
　　　　　　　（緑茶、魚介類、めん類他食品加工品等）
　【内容】シカゴを中心に米国中西部の卸、小売、レストラン等バイヤーとの
　　　　　商談 
　【開催形式】現地集合・現地解散型
　　　　　　　※日本－シカゴ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≫
　　　　　　　　商談会会場費、セミナー開催費等
　　　　　　　≪参加者各自負担≫ 
　　　　　　　　シカゴまでの航空券代（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、会場までの移動に
　　　　　　　　伴う交通費、食事代、商談に使用するサンプル・試食用食材
　　　　　　　　費、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4月15日（水）17時必着
　　　　　　（シカゴへの販路の現状、お申し込み順などを総合的に考慮して、
　　　　　　　主催者にて選考を行います。
　　　　　　　応募多数の場合、締め切り前に募集を終了することがあります。）

　　詳細、お申込みはこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20150220618/
　
　　※「日本産農水産物・食品輸出商談会 in シカゴ　参加者募集のご案内」を
　　　必ずお読み下さい。

　　■お申込み・企画・内容について：
　　ジェトロ　農林水産・食品企画課　（担当：飯塚、石井、清水）
　　TEL:03-3582-4966 / FAX:03-3582-7378 
　　E-mail: afa_mission@jetro.go.jp

----------------------------------------------------------------------------
３．JETROによる平成27（2015）年度農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商
 談会、国内商談会、セミナーの計画について
----------------------------------------------------------------------------　

　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、平成27（2015）年度の農林水産物・食品分野出展海外見本市の計
画がウェブ上で公表されておりましたが、これに加え、海外商談会、国内商談会、セ
ミナーの計画につきましても公表されましたので、お知らせします。



【平成27（2015）年度農林水産物・食品分野出展海外見本市、海外商談会、国内商談
　会、セミナーの計画（平成27年３月５日版）】
　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/pdf/2015event_schedule_150305.pdf

----------------------------------------------------------------------------
４．平成27年１月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について
----------------------------------------------------------------------------

　平成27年１月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると45.5％増の
549億円となりました。
　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26年１月│平成27年１月│増減額│増減率│
│世界        │　　   　378│   　    549│   172│ 　46%│
│香港        │          79│         131│    52│   65%│
│台湾        │ 　       65│ 　      103│    38│   58%│
│米国        │          61│          72│    11│   18%│
│中国        │          26│          48│    22│   86%│
│韓国        │        　25│ 　       37│    12│   47%│
│　アセアン  │　      　60│ 　     　89│    29│   48%│
│　　ベトナム│  　    　17│ 　 　  　28│    11│   67%│
│　  タイ　　│  　　　  19│     　   25│     6│   34%│
│ＥＵ        │      　  24│ 　       24│     0│  ▲2%│

                                      （出典：財務省「貿易統計」）

  参考：為替レート
　平成26年１月：１米ドル＝ 105円、平成27年１月：１米ドル＝ 119円
　　　　　　　　（出典：税関「税関長公示レート」を基に農林水産省作成）

　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．EU域内に輸出するペットフードの製造事業場の適合事業場登録簿について
----------------------------------------------------------------------------

　EU域内に輸出するペットフードの製造事業場の適合事業場登録簿が更新されました
ので、お知らせします。

　更新施設：チキリキン食品株式会社（静岡県焼津市）
　　　　　　承認番号　EU Pet No.15

　EU域内に輸出するペットフードの適合事業場登録簿は、次のＵＲＬをクリックして
ください。
　http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/pdf/eu_export_petfood.pdf

----------------------------------------------------------------------------
６．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
----------------------------------------------------------------------------

　香港向けに輸出される殻付き家きん卵の取扱施設一覧が更新されましたので、お知
らせします。



　追加施設：有限会社カンナンファーム（兵庫県丹波市）
　　　　　　施設記号　PEHYG003

　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


