
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

                     農林水産物等輸出促進メールマガジン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 　27・６・12　第219号
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【目次】

１．平成27年４月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について

２．ロシア向けに輸出される牛肉の取扱施設について

３．フィリピン向けに輸出される牛肉の取扱施設について

４．マカオ向けに輸出される牛肉の取扱施設について

５．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）

----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年４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４月の農林水産物・食品の輸出額は、前年同月と比較すると24.5％増の
　622億円となりました。
　平成27年１～４月の農林水産物・食品の輸出額は2,346億円となり、昨年（平成26
　年１～４月）に比べても26.8％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1－4月│平成27年1－4月│増減額│増減率│
　　｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　│世界        │　　 　　1,851│　　  　 2,346│  +495│ 26.8%│
　　｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　│中国        │           196│           297│  +101│ 51.3%│
　　│米国        │           276│           362│   +86│ 31.1%│
　　│香港        │           381│           506│  +125│ 32.7%│
　　│台湾        │ 　    　　265│ 　    　　308│   +43│ 16.2%│
　　│アセアン 　 │　     　　316│ 　   　 　376│   +59│ 18.8%│
　　│　ベトナム　│ 　　    　102│  　   　　120│   +18│ 17.1%│
　　│　タイ　　　│      　　  92│     　  　110│   +18│ 19.5%│
　　│ＥＵ        │     　　　110│ 　      　120│   +10│  8.8%│
　　│韓国        │       　　120│ 　      　162│   +42│ 35.5%│

　                                      （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

----------------------------------------------------------------------------
２．ロシア向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

　ロシア向けに輸出される牛肉の取扱施設について、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
　　　・神戸市立食肉センター／ケイ・ピー・シー（施設番号：ＫＯＢＥ－１）　

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

----------------------------------------------------------------------------
３．フィリピン向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

　フィリピン向けに輸出される牛肉の取扱施設について、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ＪＡ食肉かごしま南薩工場（施設番号：Ｋ－４）　

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

　マカオ向けに輸出される牛肉の取扱施設について、登録変更がありましたのでご案
　内いたします。

　　登録変更施設
　　　・越谷食肉センター／ＩＨミートパッカー株式会社 東京ミートセンター
　　　　－都道府県及び政令市の変更：越谷市（変更前：さいたま市）
　　　　－施設番号の変更　　　　　：ＫＯＣ－１（変更前：ＳＡ－２）　

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

----------------------------------------------------------------------------
５．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]=================================

　◆食品輸出セミナー「マレーシア・ベトナムの日本食品市場」

　　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開催しています。
　　今回はマレーシアおよびベトナムについて、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。是非ご参加下さい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　【日時】2015年7月9日（木曜）13時30分～16時25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） 
　　【参加費】無料
　　【定員】120名
　　【申込締切】2015年7月7日（火曜）13時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ農林水産・食品事業推進課（担当：齋藤、笠原、若杉）
　　　　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/8b932e338dbe2bb3.html

　◆食品輸出マーケティング・スクール

　　ジェトロでは、「食品輸出マーケティング・スクール」を開催します。
　　本スクールでは、マーケティングの基本的な考え方と具体的事例、市場調査手法
　　ブランディング、価格設定の基本等を解説するとともに、ワークショップを通じ
　　て、輸出戦略の立案方法を学ぶことができます。
　　これまで海外向け食品輸出に取り組んできたものの、想定通りに成果が出ていな
　　い方や、今後食品輸出に取り組むにあたり、どの国へ、どう売り込むべきかの戦
　　略を立案される方々のご参加をお待ちしています。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　○長崎会場
　　【日時】2015年7月2日（木曜）9時30分～17時00分
　　　　　　    　 　3日（金曜）9時00分～16時15分
　　【場所】ホテルニュー長崎 地階「海鳳西の間」（長崎市大黒町14-5） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名（先着順）
　　【申込締切】2015年6月25日（木曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ長崎 （担当：上田）
　　　　Tel：095-823-7704 Fax：095-828-0037 
　　　　E-mail：ngs@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/ngs/842f2fa161181d1f.html

　　○帯広会場
　　【日時】2015年7月2日（木曜）10時00分～17時30分
　　　　　　    　 　3日（金曜）10時00分～17時30分
　　【場所】とかちプラザ　講習室401 （帯広市西4条南13丁目1番地） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2015年6月26日（金曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ北海道 （担当：井澤、小谷）



　　　　Tel：011-261-7434 Fax：011-221-0973 
　　　　E-mail：sap@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/sap/7906ede6a4979abf.html

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

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

　◆ジェトロ食品輸出商談会

　　ジェトロでは、農水産物及び加工食品等の海外販路開拓を支援するため、欧州、
　　アジアから、海外バイヤーを招へいし、ビジネス商談会を開催します。
　　本商談会は、国内にいながら自社の商品を海外のバイヤーに直接紹介し、新たな
　　海外販路開拓につなげる絶好の機会ですので、是非、参加をご検討ください。
　　　※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8月18日（火曜）　10時00分～17時30分
　　　　　　    　 　19日（水曜）　9時30分～12時00分
　　【場所】東京ビッグサイト 西1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」に記載の募集要項をご確認ください
　　　　　　　　（一定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】１２０社（先着順）
　　【申込締切】2015年6月18日（木曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/afb/f68a652c658f19f0.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ農林水産・食品事業推進課（担当：青沼・源田・内川・森）
　　　　Tel：03-3582-5546 Fax：03-3582-7378
　　　　E-mail：afb_agrifood@jetro.go.jp

　　○茨城会場
　　【日時】2015年8月21日（金曜）　9時30分～17時30分（予定）
　　【場所】水戸京成ホテル （茨城県水戸市三の丸1‐4‐73）
　　【募集対象】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（一
　　　　　　　　定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】２０社（先着順）
　　【申込締切】2015年6月29日（月曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/ibr/99cfe0f69745a259.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ茨城 （担当：菊池、志和）
　　　　Tel：029-300-2337 Fax：029-233-3778 
　　　　E-mail：ibr@jetro.go.jp 

　　○和歌山会場
　　【日時】2015年8月21日（金曜）　9時30分～17時30分（予定）
　　【場所】ホテルアバローム紀の国 ２階鳳凰の間（和歌山市湊通丁北 2-1-2）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」に記載の募集要項をご確認ください



　　　　　　　　（一定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】２５社（先着順）
　　【申込締切】2015年7月2日（木曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/osa/f3636642d69de03a.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ大阪本部事業推進課（担当：河南、稲上）
　　　　Tel：06-4705-8602　Fax：06-4705-8650
　　　　E-mail：os_agri@jetro.go.jp

　　○名古屋会場
　　【日時】2015年8月25日（火曜）　9時30分～17時00分
　　【場所】キャッスルプラザ 4階　鳳凰の間北・梓の間
　　　　　　（名古屋市中村区名駅4-3-25）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」に記載の募集要項をご確認ください
　　　　　　　　（一定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】３０社（先着順）
　　【申込締切】2015年6月29日（月曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/nag/dcf0ffe6d71dd69b.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ名古屋 （担当：奥村、榊原）
　　　　Tel：052-589-6210 Fax：052-563-0170 
　　　　E-mail：nag@jetro.go.jp

　　○広島会場
　　【日時】2015年8月25日（火曜）　10時00分～16時30分
　　【場所】リーガロイヤルホテル広島 12階　ライラック・フリージア
　　　　　　（広島市中区基町6-78）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」に記載の募集要項をご確認ください
　　　　　　　　（一定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】２５社（先着順）
　　【申込締切】2015年6月28日（日曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/nag/dcf0ffe6d71dd69b.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ広島（担当：神田・中根）
　　　　Tel：082-535-2511 Fax：082-535-2516
　　　　E-mail：hir@jetro.go.jp 

 　◆ジェトロ水産物輸出商談会

　　ジェトロでは、2015年８月に海外バイヤーとの水産物輸出商談会を長崎市で開催
　　します。本商談会は、日本の水産品・水産加工品の輸入に強い関心をもつバイヤ
　　ーを海外から招き、海外販路開拓に意欲のある関連企業・団体を対象に開催しま
　　す。
　　水産品・水産加工品の、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。

　　○青森会場
　　【日時】2015年8月21日（金曜）　9時00分～17時00分
　　【場所】八戸プラザホテル１階「ブリリアント」（青森県八戸市柏崎1丁目6-6）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」に記載の募集要項をご確認ください
　　　　　　　　（一定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】１５社
　　【申込締切】2015年6月28日（日曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/aom/14ad8d493ad53f4f.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ青森（担当 ＜お申し込みについて＞戸澤、前田＜内容について＞
　　　　　　　　　　　工藤、奥）
　　　　Tel：017-734-2575 Fax：017-773-2877
　　　　E-mail：aom@jetro.go.jp

　　○長崎会場
　　【日時】2015年8月21日（金曜）　10時00分～17時00分
　　【場所】ホテルニュー長崎 ３階「丹頂の間」（長崎市大黒町14-5）
　　【募集対象】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（一
　　　　　　　　定の応募条件を満たしていることが必要です）。
　　【費用負担】無料
　　【定員】１０社・団体程度
　　【申込締切】2015年6月30日（火曜） 17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/ngs/4b5748278dda4776.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ長崎（担当：上田、吉田、黒木）
　　　　Tel：095-823-7704 Fax：095-828-0037 
　　　　E-mail：ngs@jetro.go.jp

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


