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----------------------------------------------------------------------------
１．タイが日本産食品の輸入規制を撤廃！
----------------------------------------------------------------------------

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、諸外国・地域から、日本産の農林
水産物・食品の輸出に関し、産地証明等の添付を義務付けられているところです。
平成27年５月１日より、タイ向け日本産食品等の輸出に際し、イノシシなど一部の野
生動物の肉を除いて、この規制が撤廃されましたので、ご案内いたします。

今回の輸入規制の変更内容を反映したタイの輸入規制の概要については、以下のＵＲ
Ｌ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 > 
　　タイ向け輸出証明書等の概要について】
　　　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/tai_gaiyou_150501.pdf

----------------------------------------------------------------------------
２．家きん及び家きん由来の肉、卵等の輸出検疫証明書の発行一時停止を解除！
----------------------------------------------------------------------------

平成27年４月24日、国内において確認された高病原性鳥インフルエンザの清浄化を宣
言しました。
平成26年12月16日に、同病の疑似家畜が確認されたことから、我が国から輸出される
家きん及び家きん由来の肉、卵等について、各国の受入れが確認できるまでの間、輸
出検疫証明書の発行を一時停止していました。平成27年４月24日付けで、国際獣疫事
務局（ＯＩＥ）に対し、同病の清浄化を宣言し、動物検疫所では輸出検疫証明書の発
行を再開することになりました。

なお、一部これらの輸入を停止している国・地域がありますので、詳細については、
以下のＵＲＬをご参照ください。
　http://www.maff.go.jp/aqs/topix/ex/suspension.html



----------------------------------------------------------------------------
３．シンガポール向け食用卵の輸出再開について
----------------------------------------------------------------------------

シンガポール政府は、昨年12月以降の我が国での高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡ
Ｉ）発生を踏まえ、沖縄県産以外の食用卵の輸入を停止していました。
今般、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）の規定に基づき我が国がＨＰＡＩの清浄国となった
ことを受け、平成27年４月28日以降、全国の認定生産農場からの輸出が可能となりま
した。

最新の認定生産農場リストは次のＵＲＬからご確認ください。
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html

----------------------------------------------------------------------------
４．香港向けに輸出される豚肉及び家きん肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

５月１日（金）、香港向けに輸出される豚肉及び家きん肉の取扱施設一覧のリストに
新規追加がありましたので、ご案内いたします。

　新規施設：しばたパッカーズ株式会社（施設記号：NGTB）

新しいリストは、次のＵＲＬからご確認ください。
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

----------------------------------------------------------------------------
５．「日本酒の大規模プロモーションに向けた調査」報告書の掲載について
----------------------------------------------------------------------------

みずほ情報総研株式会社に委託し、日本酒における海外消費者向けプロモーション活
動に資する情報の調査を実施いたしました。
その報告書をホームページに掲載しておりますので、ご案内いたします。

　【調査内容】
　　・海外における日本酒や他のアルコール飲料のプロモーションの実態
　　・海外においてＰＲ活動を実施できる事業者やメディア関係者
　　・海外における日本酒の認知度やイメージ　　　　　　　　　　　　　など

　【対象国】
　　米国、英国、フランス

海外で、日本酒のＰＲ事業を展開している、又は展開可能な事業者等を、その実績と
共に一覧（連絡先も掲載）にしているほか、各種の情報を整理しております。
是非ご活用下さい。

詳細は、以下のＵＲＬをご参照ください。
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/26syu.html

----------------------------------------------------------------------------
６．【Ｆａｃｅｂｏｏｋ】ロンドンにおける日本産農林水産物・食品の輸出促進イベ
　　ント掲載について
----------------------------------------------------------------------------

５月５日(火)、イギリス・ロンドン市内のホテルで開催された日本産農林水産物・食



品の輸出促進のためのイベントの様子を、食料産業局のＦａｃｅｂｏｏｋに掲載いた
しました。
本イベントでは、林農林水産大臣が、重点品目の輸出団体と共にトップセールスを行
い、日本産品の魅力をＰＲしました。

詳細は、以下のＦａｃｅｂｏｏｋページをご覧ください。
　https://www.facebook.com/maff.shokusan

----------------------------------------------------------------------------
７．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（ＪＥＴＲＯ）
----------------------------------------------------------------------------

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、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。
直近のイベントをご案内いたしますので、先々のイベントを含め、詳しくはＵＲＬを
ご参照の上、是非ご応募下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━ セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━

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

　○実践グローバルビジネス講座（米国の日本食品市場セミナー）
　　「アメリカ西海岸に日本産食品を売る！」（仙台）

　　今回はアメリカ・ロサンゼルスでジェトロのコーディネーター（農林水産省補助
　　事業）を務める石垣卓也氏を講師に迎え、セミナーを開催します。米国における
　　主要な販売先、注意すべき規制から、最新の食品市場トレンドまでビジネス成功
　　のポイントを具体的事例を交えてわかりやすく解説します。この機会に是非ご参
　　加ください。 
　　セミナー終了後は個別相談会を開催します。個別相談のご希望が多い場合はジェ
　　トロが８月に開催する「食品輸出商談会 in ロサンゼルス」の参加者を優先させ
　　ていただきますので、あらかじめご了承ください。 
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　【日時】2015年5月20日（水曜）13時30分～15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）
　　【参加費】無料
　　【定員】100名（参加申込多数の場合は先着順）
　　【申込締切】2015年05月19日（火曜）17時00分

　　　■お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ仙台(担当：河内（かわち）、橋爪)  
　　　　Tel:022-223-7484　Fax:022-262-6230
　　　　E-mail:sen@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/2015/20150406964.html

　○香港食品市場に関わる輸出セミナー（東京、山形、小豆島、高松、大分）

　　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、各地で開催しています。 
　　今回は香港について、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。
　　香港への食品輸出にご関心のある皆様は、ぜひご参加ください。



　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　・東京会場
　　　【日時】2015年5月25日（月曜）10時00分～11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）
　　　【講師】ジェトロ香港事務所
　　　　　　　　農林水産・食品コーディネーター　彦坂 久美子
　　　【参加費】無料
　　　【定員】120名（先着順）※定員に達した場合のみご連絡します。
　　　【申込締切】2015年05月21日（木曜） 13時00分 

　　　　■お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ農林水産・食品企画課 (担当：佐川、江角、柴田) 
　　　　　Tel：03-3582-5546　Fax：03-3582-7378 
　　　　　E-mail：afb-seminar@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/afb/06e1fffe54da1731.html

　　・山形会場
　　　【日時】2015年5月26日（火曜）
　　　　　　　＜セミナー＞ 13：30～15：30（14：00～受付開始）
　　　　　　　＜個別相談会＞ 15：45～17：15（事前予約制　3社まで）
　　　【場所】食糧会館（山形県山形市旅篭町三丁目1番4号）
　　　【講師】ジェトロ香港事務所
　　　　　　　　農林水産・食品コーディネーター　彦坂 久美子
　　　【参加費】無料
　　　【定員】50名 （先着順）
　　　【申込締切】2015年05月20日（水曜） 00時00分  

　　　　■お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ山形 （担当：圓口（えんぐち）、高橋） 
　　　　　Tel：023-622-8225　Fax：023-623-1014 
　　　　　E-mail：yat@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/yat/1874e2bd1e332f5e.html

　　・小豆島会場
　　　【日時】2015年5月28日（木曜）
　　　　　　　＜セミナー・質疑応答含む＞ 9：30～11：15（9：00～受付開始）
　　　　　　　＜個別相談＞ 11：20～12：00（事前予約制、2社程度）
　　　【場所】小豆島産業会館 大会議室 （小豆郡小豆島町苗羽甲1356-4）
　　　【参加費】無料
　　　【定員】30名 （先着順、定員になり次第、締め切ります）
　　　【申込締切】2015年5月27日（水曜）16時00分 

　　　　■お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ香川 （担当：日出間（ひでま）、松本） 
　　　　　Tel：087-851-9407　Fax：087-822-1931
　　　　　E-mail：kgw@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/kgw/8f0a733f116891cd.html

　　・高松会場
　　　【日時】2015年5月28日（木曜）
　　　　　　　＜セミナー＞ 15：00～16：30（14：30～受付開始）



　　　　　　　＜質疑応答＞ 16：30～16：40
　　　　　　　＜個別相談会＞ 16：50～17：30（事前予約制　2社まで）
　　　【場所】高松商工会議所会館4階401会議室（香川県高松市番町2-2-2）
　　　【参加費】無料
　　　【定員】50名 （先着順、定員になり次第、締め切ります）
　　　【申込締切】2015年5月27日（水曜）16時00分 

　　　　■お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ香川 （担当：日出間（ひでま）、松本） 
　　　　　Tel：087-851-9407　Fax：087-822-1931
　　　　　E-mail：kgw@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/kgw/8f0a733f116891cd.html

　　・大分会場
　　　【日時】2015年5月29日（金曜）
　　　　　　　＜セミナー＞ 13：00～16：00
　　　　　　　＜個別相談会＞ 16：00～17：00
　　　【場所】レンブラントホテル大分 2階/二豊の間（大分市田室町9番20号）
　　　【参加費】無料
　　　【定員】30名 （先着順、定員になり次第、締め切ります）
　　　【申込締切】2015年5月22日（金曜）17時00分 

　　　　■お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ大分 
　　　　　　Tel：097-592-4081 Fax：097-592-0499 
　　　　　　E-mail：oit@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/oit/3929dab0a7783bf6.html

━━━━━━━━━━━━━━ 商談会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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

　○ジェトロ日本酒・酒類輸出商談会

　　ジェトロでは、日本酒・酒類の輸入を希望するバイヤーを海外から招聘し、愛媛
　　県・松山市にて輸出商談会を開催します。今回、米国・オーストラリア・タイ・
　　シンガポールの４カ国から５社のバイヤーが参加します。
　　海外バイヤーと直接商談ができる機会ですので、海外への販路拡大をお考えの皆
　　様は、是非ご参加ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　・四国会場
　　　【日時】2015年7月13日（月曜）9時00分～17時00分
　　　【場所】松山全日空ホテル本館３Ｆ　ローズルーム（愛媛県松山市一番町３丁
　　　　　　　目２－１）
　　　【募集対象】６項目の条件を満たしている必要があります。詳細はホームペー
　　　　　　　　　ジの「案内書」に記載の募集要項をご確認ください。
　　　【費用負担】無料
　　　【定員】15社・団体程度（先着順）※定員に達した場合のみご連絡します。
　　　【申込締切】2015年05月29日（金曜） 17時00分  

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/ehi/2ffcf50b55a1a9f6.html



　　　■お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ愛媛 （担当：安達、田中、藤井）
　　　　Tel：089-952-0015 Fax：089-952-8588 
　　　　E-mail：ehi@jetro.go.jp

　　・北陸会場
　　　【日時】2015年7月16日（木曜）09時30分～17時00分
　　　【場所】ザ・グランユアーズフクイ３階天山の間（福井県福井市大手３－１２
　　　　　　　－２０）
　　　【募集対象】６項目の条件を満たしている必要があります。詳細はホームペー
　　　　　　　　　ジの「案内書」に記載の募集要項をご確認ください。
　　　【費用負担】無料
　　　【定員】25社程度
　　　【申込締切】2015年05月29日（金曜） 17時00分  

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/fki/635a7e83db8ff912.html

　　　■お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ福井 （担当：井田、田辺）
　　　　　Tel：0776-33-1661 Fax：0776-33-7110 
　　　　　E-mail：fki@jetro.go.jp 
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