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----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年度輸出戦略実行委員会「地方ブロック意見交換会」の開催及び一般傍聴
　　について
----------------------------------------------------------------------------

　農林水産物・食品の輸出促進の司令塔として設置された輸出戦略実行委員会におい
　ての今後の議論に活かすため、「地方ブロック意見交換会」を平成27年７月13日（
　月曜日）から、順次開催いたします。
　「地方ブロック意見交換会」は、輸出戦略実行委員会における今後の議論に活かす
　ため、全国９ブロックで、各地方農政局等ごとに設置されている輸出促進協議会の
　会員、各県生産者団体、地方公共団体、金融機関、商工会議所の方々等との意見交
　換を行い、現場の意見をお伺いするものです。
　会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみ可能です。

　　　ブロック　｜　　　　開催日　　　｜　　傍聴申込締切（～17：00）
　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜
　　　　関東　　｜　　７月13日（月）　｜　　　７月８日（水）
　　　　九州　　｜　　７月16日（木）　｜　　　７月13日（月）
　　　中国四国　｜　　７月17日（金）　｜　　　７月14日（火）
　　　　北陸　　｜　　７月22日（水）　｜　　　７月16日（木）
　　　 北海道 　｜　　７月24日（金）　｜　　　７月21日（火）
　　　　沖縄　　｜　　７月27日（月）　｜　　　７月22日（水）
　　　　近畿　　｜　　７月28日（火）　｜　　　７月23日（木）
　　　　東海　　｜　　７月29日（水）　｜　　　７月24日（金）
　　　　東北　　｜　　７月31日（金）　｜　　　７月28日（火）

　詳細や参加申込につきましては、次のＵＲＬをご参照ください。
　　・概要、各地方ブロックでの開催日時、傍聴申込等（プレスリリース）
　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/150629.html

　　・配布資料（順次掲載）
　　　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/27tihou.html

　皆様のご参加をお待ちしております。

----------------------------------------------------------------------------
２．シンガポール向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------



　シンガポール向けに輸出される牛肉の取扱施設について、輸出可能品目の追加があ
　りましたのでご案内いたします。

　【輸出可能品目追加】
　　・南九州畜産興業株式会社（施設番号：Ｋ－１）
　　　　（追加品目）牛内蔵

　　・株式会社阿久根食肉流通センター及びスターゼンミートプロセッサー株式会社
　　　阿久根工場（施設番号：Ｋ－３）
　　　　（追加品目）牛内蔵

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

----------------------------------------------------------------------------
３．香港向けに輸出される卵の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

　香港向けに輸出される卵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】
　　・株式会社あすなろファームＧＰセンター（施設番号：PEAO007）
　　・株式会社東城ポートリー南山農場　　　（施設番号：PEHR002）　

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

----------------------------------------------------------------------------
４．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]=================================

　◆ベトナム食品市場開拓セミナー

　　ジェトロ青森では、現地にて日本企業からの問い合わせや商談サポートを務める
　　食品コーディネーターを講師とし、「ベトナム食品市場開拓セミナー」を開催す
　　ることとしました。
　　ベトナムの食品市場動向やベトナムへ輸出するにあたってのポイントなど、今後
　　の市場攻略のために有益な情報を提供します。現地で活躍する専門家ならではの
　　視点から、日本国内では意外と知られていない最新情報を入手する絶好の機会で
　　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7月13日（月曜）13時30分～15時30分
　　【場所】八戸ワシントンホテル　9階ワシントンホール 
　　【参加費】無料
　　【定員】40名（先着順）
　　【申込締切】2015年7月10日（金曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ青森（担当：（申込）戸澤、前田、（内容）工藤、奥 ）
　　　　Tel：017-734-2575 Fax：017-773-2877 
　　　　E-mail：aom@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/aom/09b24ca3d1b7ff7a.html

　◆食品輸出マーケティング・スクール in 静岡

　　ジェトロ静岡では、「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んでいただけます。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　【日時】2015年7月21日（火曜）10時00分～17時30分
　　　　　　2015年7月22日（水曜）10時00分～17時30分
　　【場所】Ｂ－ｎｅｓｔ静岡市産学交流センター大会議室 7階
　　　　　　（静岡市葵区御幸町3番地の21）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名（先着順）
　　【申込締切】2015年7月15日（水曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ静岡 （担当：平本）
　　　　Tel：054-352-8643 Fax：054-352-2798 
　　　　E-mail：siz@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/siz/b1ce71ba89b9d21d.html

　◆「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー

　　ジェトロでは、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
　　に取組むにあたって、必須となる商談スキルに関するセミナーを開催致します。
　　海外バイヤーとの商談に必要な準備、効果的な提案方法、商談後のフォローアッ
　　プ方法など、実践的な輸出実務を解説します。
　　農水産品・食品の関係者のみならず、輸出にご興味がある方にも大変参考になる
　　内容ですので、多くの方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。

　　○八戸会場
　　【日時】2015年7月17日（金曜）13時30分～15時30分 
　　【場所】八戸ワシントンホテル 9階「ワシントンホール」
　　　　　　（青森県八戸市十三日町7）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年7月14日（火曜）00時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ富山 （担当：長尾）



　　　　Tel：076-444-7901 Fax：076-444-7903
　　　　E-mail：toy@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/aom/d56db0b28f58f69e.html

　　○富山会場
　　【日時】2015年7月29日（水曜）10時00分～17時00分 
　　【場所】ボルファートとやま 3階（富山市奥田新町8-1）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2015年7月24日（金曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ富山 （担当：長尾）
　　　　Tel：076-444-7901 Fax：076-444-7903
　　　　E-mail：toy@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/toy/f9c733b2a716c91e.html

　◆水産物輸出・HACCP入門セミナー

　　ジェトロと一般社団法人大日本水産会は、水産物の輸出促進に向けたセミナーを
　　開催します。本セミナーでは、ジェトロから海外マーケットの状況、水産物輸出
　　の現状、輸出の進め方等について、大日本水産会からはＨＡＣＣＰの概要、導入
　　方法について解説します。
　　水産物輸出に必要な基本的な知識を効率的に収集できる絶好の機会ですので、皆
　　様奮ってご参加ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています（第１部のみ）。

　　○沖縄会場
　　【日時】2015年7月17日（金曜）13時30分～16時30分
　　【場所】ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 金鶏の間
　　　　　　（大阪市北区梅田2-4-9　ブリーゼタワー） 
　　【参加費】無料
　　【定員】50名（先着順）
　　【申込締切】2015年7月16日（木曜）23時55分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ沖縄 （担当：大北、瀬川、新城）
　　　　Tel：098-859-7002 Fax：098-859-7456 
　　　　E-mail：oki@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/oki/091bb4a188353287.html

　　○大阪会場
　　【日時】2015年7月27日（月曜）13時30分～16時30分
　　【場所】ブリーゼプラザ　805号室（大阪市北区梅田2-4-9　ブリーゼタワー） 
　　【参加費】無料
　　【定員】60名（先着順）
　　【申込締切】2015年7月24日（金曜）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、田辺）
　　　　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/e3f93cbddb4dbeb5.html

　◆食品輸出マーケティング・商談スキルセミナー

　　ジェトロ山梨では、食品輸出に関心のある企業様を対象に、「食品輸出マーケテ
　　ィング・商談スキルセミナー」を開催します。
　　本セミナーでは、海外バイヤーとの効果的な商談に向けての重要なポイントを説
　　明すると共に流通経済研究所主任研究員神谷渉氏によるマーケティングの基本的
　　な考え方やブランディング等についての講演を予定しています。
　　商談会・見本市に参加される企業の皆様は、事前準備の一環として可能な限りご
　　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。

　　【日時】2015年7月27日（月曜）15時00分～17時00分
　　【場所】アイメッセ山梨４階大会議室（甲府市大津町2192-8） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名（先着順）
　　【申込締切】2015年7月23日（木曜）23時59分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ山梨 （担当：佐野、名取）
　　　　Tel：055-220-2324 Fax：055-244-1231 
　　　　E-mail：ymn@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/ymn/b2347352242cc8c4.html

　◆ドイツの日本食品市場セミナー・個別相談会

　　ジェトロでは、現地で日本企業の商談サポートを務める食品コーディネーターを
　　講師とし、「ドイツの日本食品市場セミナー」を開催いたします。
　　ドイツの食品市場動向や、輸出する際のポイントなど、今後の市場開拓、市場攻
　　略のために有益な情報を提供します。
　　現地で活躍する専門家ならではの視点から、現地法規制の概況から食品の商流と
　　消費者トレンド、ドイツでの展開における成功例と失敗例などの情報を入手する
　　絶好の機会です。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　○徳島会場
　　【日時】2015年7月22日（水曜）13時30分～17時00分
　　【場所】徳島経済産業会館3階　徳島商工会議所会議室
　　　　　　（徳島市南末広町5番8-8号） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名（先着順）
　　【申込締切】2015年7月16日（木曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ徳島 （担当：須貝、濱口）
　　　　Tel：088-657-6130 Fax：088-657-6140 
　　　　E-mail：tks@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/tks/a7e450bc665f3f6e.html

　　○宮崎会場



　　【日時】2015年7月24日（金曜）13時30分～18時00分
　　【場所】ニューウェルシティ宮崎 2階 楓（宮崎市宮崎駅東1丁目2番地8） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2015年7月21日（火曜）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ福岡 （担当：林、原口）
　　　　Tel：092-741-8783 Fax：092-714-0709 
　　　　E-mail：fuk@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/fuk/53062b10bf282a45.html

　　○東京会場（セミナーのみ）
　　【日時】2015年7月28日（火曜）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5階） 
　　【参加費】無料
　　【定員】120名
　　【申込締切】2015年7月24日（金曜）23時59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：吉田、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/b141a14698984fed.html

　　○金沢会場
　　【日時】2015年7月29日（水曜）13時30分～17時30分
　　【場所】石川県地場産業振興センター 新館5階 第13研修室
　　　　　　（金沢市鞍月2-20） 
　　【参加費】無料
　　【定員】40名（個別相談会３社）
　　【申込締切】2015年7月27日（月曜）23時59分

　　　・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/kan/2406aa439dd75968.html
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