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----------------------------------------------------------------------------
１．台湾による日本産食品の輸入規制強化について
----------------------------------------------------------------------------

　台湾は、５／15（金）より、日本産食品の輸入規制強化を一方的に実施しました。
　台湾側に対しては、科学的根拠に基づき、輸入規制の撤廃・緩和を強く求めてまい
　ります。
　台湾の輸入規制強化に関する情報について、以下のＵＲＬにて公開しており、随時
　情報を更新してまいります。

　【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策 > 台湾による
　　日本産食品の輸入規制強化について】
　　　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/other/taiwan_kisei.html

----------------------------------------------------------------------------
２．東日本大震災に係る食品輸入規制について～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、日本産食品に対する米国の輸入
　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】
　　福島の以下の品目について、輸入停止が解除されました。
　　（証明書の添付も不要）

　　福島県…ニベ、メイタガレイ

　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Ｕ
　ＲＬ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．ベトナム向け輸出食肉登録施設について（牛肉・豚肉等）
----------------------------------------------------------------------------

　ベトナム向け輸出食肉登録施設について（牛肉、豚肉等）、更新されましたので、
　ご案内いたします。

　　新規認定施設
　　　・北海道　池田食肉センター／十勝ハンナン株式会社
　　　　　　　　（登録番号：HV-3)

　　　　　　　　株式会社北海道畜産公社道央事業所早来工場早来食肉流通センター
　　　　　　　　／株式会社北海道畜産公社道央事業所早来工場
　　　　　　　　（登録番号：HV-4)

　　　　　　　　株式会社北海道畜産公社道東事務所十勝工場十勝総合食肉流通セン
　　　　　　　　ター
　　　　　　　　（登録番号：HV-5)

　　　　　　　　株式会社北海道畜産公社道東事務所北見工場北見地区総合食肉流通
　　　　　　　　センター／株式会社北海道畜産公社道東事務所北見工場
　　　　　　　　（登録番号：HV-6)

　　　　　　　　株式会社北海道畜産公社道東事務所根釧工場
　　　　　　　　（登録番号：HV-7)

　　　　　　　　株式会社北海道畜産公社道央事務所函館工場
　　　　　　　　（登録番号：HA-1)

　　　　　　　　株式会社北海道畜産公社道央事務所上川工場上川総合食肉流通セン
　　　　　　　　ター／株式会社北海道畜産公社道央事務所上川工場
　　　　　　　　（登録番号：AC-1)

　　　・茨城県　株式会社茨城県中央食肉公社
　　　　　　　　（登録番号：IBV-1)

　　　・山梨県　株式会社　山梨食肉流通センター
　　　　　　　　（登録番号：YN-1)

　　　・長崎県　日本フードパッカー株式会社　諫早工場
　　　　　　　　（登録番号：NG-1)

　　　　　　　　日本フードパッカー株式会社　川棚工場
　　　　　　　　（登録番号：NG-2)

　　名称変更施設
　　　・青森県　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
　　　　　　　　（登録番号：AO-1)
　　　　　　　　（変更前：株式会社三戸食肉センター／スターゼンミートプロセッ
　　　　　　　　　　　　　サー株式会社青森工場三戸ビーフセンター）

　　輸出可能品目追加施設
　　　・宮崎県　小林市食肉センター／サンキョーミート株式会社　霧島ミート工場



　　　　　　　　（登録番号：MP-1）

　　　　　　　　【追加品目】牛肉、牛内臓・横隔膜・頬肉・舌・尾

　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

----------------------------------------------------------------------------
４．対香港輸出卵取扱施設の登録について
----------------------------------------------------------------------------

　香港向けの輸出卵取扱施設について、新規登録がありましたので、ご案内いたしま
　す。

　　新規認定施設
　　　・株式会社日本鶏卵（施設番号：PEKSGC001）

　　　・東富士養鶏場株式会社ＧＰセンター（施設番号：PESHZ003）

　　　・株式会社マルフクＧＰセンター（施設番号：PESHZ004）

　　　・株式会社あさぎり宝山ファーム（施設番号：PESHZ005）

　　　・三栄鶏卵株式会社ＧＰセンター（施設番号：PEOKZ001）

　　　・有限会社アジムひの木卵（施設番号：PEOOI004）

　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html

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

　ＥＵ向けに輸出される牛肉の取扱施設ついて、新規登録ありましたのでご案内いた
　します。

　　新規認定施設
　　　・飛騨食肉センター／飛騨ミート農業協同組合連合会（施設番号：Gl-1）　

　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/eu_beef.pdf

----------------------------------------------------------------------------
６．平成27年３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３月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると25.6％増の
　629億円となりました。
　平成27年１～３月の農林水産物・食品の輸出額は1,725億円となり、昨年（平成26
　年１～３月）に比べても27.6％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26年1－3月│平成27年1－3月│増減額│増減率│
　│世界        │　　 　　1,351│　　  　 1,725│   374│ 27.6%│
　│中国        │           122│           190│    68│ 55.7%│



　│米国        │           205│           251│    45│ 22.1%│
　│香港        │           283│           384│   101│ 35.6%│
　│台湾        │ 　    　　210│ 　    　　251│    41│ 19.3%│
　│アセアン 　 │　     　　232│ 　   　 　285│    53│ 23.0%│
　│　ベトナム　│ 　　    　 77│  　   　　 93│    16│ 20.6%│
　│　タイ　　　│      　　  67│     　  　 83│    17│ 25.2%│
　│ＥＵ        │     　　　 81│ 　      　 88│     7│  8.3%│
　│韓国        │       　　 86│ 　      　122│    36│ 41.8%│

                                      （出典：財務省「貿易統計」）

　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．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。

　【全てのイベント情報】↓
　　http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/

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

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

　○食品輸出のための「商談スキルセミナー」：金沢

　　ジェトロ金沢では、これから輸出を目指す食品関連企業や農業関連の方を対象に
　　輸出への取組にあたって必要な商談スキルに関するセミナーを開催致します。
　　講師には貿易実務をはじめとした、海外ビジネスに知見のある半沢とも子氏を招
　　き、輸出の全体の流れ、海外企業との商談時の留意点や具体的にどのように行動
　　をしていくかについて解説予定です。
　　農林水産物・食品の輸出をこれからしたいと考えている方、改めて輸出全般の知
　　識の整理をしたい方、自社商品の売込み営業活動の経験が少ない方はぜひこの機
　　会をご活用ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　【日時】2015年6月04日（木曜）10時00分～17時00分 
　　【場所】石川県地場産業振興センター５階　第13研修室（金沢市鞍月２－20） 
　　【参加費】無料
　　【定員】20名（定員になり次第、締め切り）
　　【申込締切】2015年06月01日（月曜）

　　　■お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ金沢(担当：堺、作山)
　　　　Tel:076-268-9601　Fax:076-268-9603
　　　　E-mail:kan@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓



　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/2015/20150410338.html

　○「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー：和歌山

　　ジェトロ大阪本部では、和歌山県農林水産物・加工食品輸出促進協議会と共催で
　　農林水産物・食品輸出をテーマとしたセミナーを開催します。
　　農林水産物・食品の輸出を進める上で、海外バイヤーとの商談会への参加は有効
　　な方法ですが、限られた時間の中で成約まで到達するためには、事前準備から商
　　談本番での売り込み・交渉の仕方、さらには商談終了後の対応まで、一連の流れ
　　を効果的に進めることが大切となります。
　　本セミナーでは、ジェトロがこれまで実施した商談事例から見えてきた、商談で
　　成果を出すための重要ポイントについて、商談前後の流れに沿って体系的にご説
　　明します。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　【日時】2015年6月4日（木曜）13時30分～16時00分（13:00受付開始）
　　【場所】和歌山県民文化会館６階　特別会議室Ｂ
　　　　　　（和歌山県和歌山市小松原通り１−１） 
　　【参加費】無料
　　【定員】60名
　　【申込締切】2015年06月03日（水曜）17時00分

　　　■お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ大阪本部事業推進課　（担当：河南、鈴木）
　　　　Tel:06-4705-8602　Fax:06-4705-8650
　　　　E-mail:OS_AGRI@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/osa/27d2fc71a67bd9bf.html

----------------------------------------------------------------------------
 発　行
----------------------------------------------------------------------------
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　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
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