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----------------------------------------------------------------------------
１．【Ｆａｃｅｂｏｏｋ】香港Food Expo2015へのジャパンパビリオン出展
----------------------------------------------------------------------------

　　８月13日（水）から17日（月）の間、日本からの農林水産物・食品の最大の輸出
　先である香港において、アジア最大級の食品見本市である「香港Food Expo2015」
　が開催され、その様子を食料産業局のＦａｃｅｂｏｏｋに掲載いたしました。
　　本見本市では、13日に林農林水産大臣が各ブースの激励に回り、また、東日本大
　震災の被災地産品の料理実演ステージを訪れ、日本産品の品質や安全性についてＰ
　Ｒ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

----------------------------------------------------------------------------
２．【Ｆａｃｅｂｏｏｋ】香港でインストア・ショップのオープニングイベント開催
----------------------------------------------------------------------------

　　８月13日（木）、香港イオン・コーンヒル店で、林農林水産大臣の出席の下、イ
　ンストア・ショップ（海外マーケティング拠点）のオープニングイベントが開催さ
　れました。
　　インストア・ショップは、海外の百貨店等で、一定期間、日本産農林水産物・食
　品の試験販売を行い、出品者の方々に海外の消費者等の反応をフィードバックする
　ものです。
　　オープニングイベントでは、買い物に来られた多くの方々が立ち止まり、店員の
　説明を受けながら商品を手に取ってみるなど、大きな盛り上がりを見せました。

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

　　シンガポール、タイ及びマレーシアの店舗では、引き続き試験販売する商品を、
　ＪＥＴＲＯのホームページ経由で募集しております。ご興味のある方は以下のＵＲ
　Ｌをご覧ください。
　　https://www.jetro.go.jp/events/afa/76906362483b323e.html



----------------------------------------------------------------------------
３．ＦＳＭＡに関するメーリングリスト構築、メールマガジン配信開始について
　　（再掲）
----------------------------------------------------------------------------

　　平成27年８月７日発信の農林水産物等輸出促進メールマガジン第224号にてご案
　内いたしました、米国ＦＳＭＡ関連情報のメーリングリストについて、再度、ご案
　内いたします。
　　農林水産省は、このメーリングリストを元に、我が国における円滑なＦＳＭＡ対
　応を果たして参りたいと考えております。つきましては、米国向けの農林水産物・
　食品輸出に関連する事業者の方々は、ぜひ本メーリングリストにご登録頂きますよ
　うお願い申し上げます。

　　○農林水産省ＦＳＭＡメーリングリストについて
　　　・対象者：米国向けの農林水産物・食品輸出に関連する事業者（生産、製造、
　　　　　　　　輸出関連事業者  等）

　　　・情報発信：ＦＳＭＡ部会事務局からメーリングリストに登録された皆様に対
　　　　　　　　　して情報を発信します

　　　・登録情報：非公開（登録していただいた情報は、FSMA部会事務局内のメール
　　　　　　　　　マガジン以外の目的には利用しません。）

　　　・登録方法：必要事項を記載の上、次の連絡先にメールにて送付いただきます
　　　　　　　　　ようお願い申し上げます。

　　　　＜必要事項＞
　　　　　【会社名】
　　　　　【部署】
　　　　　【役職】
　　　　　【お名前】
　　　　　【電話】
　　　　　【E-mail】
　　　　　【米国への輸出状況】（選択）
　　　　　　　輸出中・輸出検討中・輸出に関心はあるが未検討・その他（　　　）

　　　　＜連絡先＞
　　　　　（株）野村総合研究所  輸出戦略実行事業事務局　担当：石塚、伊藤
　　　　　　E-Mail：fsma-register@nri.co.jp
　　　　　　TEL：03-5533-2218　FAX：03-5533-2724

　　○農林水産省ＦＳＭＡメールマガジン（仮称）について
　　　・開始予定：2015年９月以降

　　　・内容：１ヶ月に１回程度（暫定）、米国ＦＳＭＡ最新動向や解説情報、ＦＳ
　　　　　　　ＭＡに関する国内セミナー情報等をお伝えしていく予定です。

　　○参考：ＦＳＭＡの情報の掲載されているホームページについて
　　　　ＦＳＭＡの詳細な情報については、下記ＪＥＴＲＯホームページにてご覧い
　　　　ただくことができます。

　　　　　ＪＥＴＲＯ「食品安全強化法に関する情報」
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html

----------------------------------------------------------------------------
４．カタール向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------



　　カタール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】
　　・羽曳野市立南食ミートセンター／阪南畜産株式会社（施設番号：OS-1）　

　　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、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ＵＲ
　Ｌ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「ロシアの日本食品市場」

　　　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、ロシア在住の講師が現地の食品市場のトレンドや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。

　　○東京会場
　　【日時】2015年9月1日（火）13時30分～15時20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8月28日（金）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、金成）
　　　　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/12bc72965ffb8b4d.html

　　○大阪会場
　　【日時】2015年9月2日（水）13時30分～15時20分
　　【場所】第二吉本ビルディング ヒルトンプラザ ウエスト オフィスタワー
　　　　　　８階 Ｃ会議室（大阪市北区梅田2-2-2）
　　【参加費】無料
　　【定員】70名
　　【申込締切】2015年8月31日（月）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/6d9f4f95edef9bcc.html

　◆中国、韓国向け木材輸出セミナー

　　　ジェトロ大分では、県産材輸出をめざす県内企業・団体を対象として、中国・
　　韓国両国における木材市場の現況や現地での市場動向、輸出に向けてのポイント
　　等の情報を提供するセミナーを開催します。
　　　本セミナーでは、国産材輸出のトップランナーである池見林産工業株式会社の
　　久津輪光一氏、ナイス株式会社の鈴木淳氏から、ご自身の経験談を交えた講演を
　　していただきます。本セミナーへの、皆様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。

　　【日時】2015年9月8日（火）14時00分～17時00分
　　【場所】日田木材協同組合２階 大会議室（日田市南友田町100-1）
　　【参加費】無料
　　【申込締切】2015年9月4日（金）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ大分 （担当：杉野・栃下）
　　　　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/eeb6d1024ca62431.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、
　　皆様ふる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。

　　【日時】2015年9月10日（木）14時00分～17時10分
　　【場所】薩摩川内市国際交流センター （薩摩川内市天辰町2211－1）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年9月7日（月）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ鹿児島 （担当：城倉、嶽釜（たけがま））
　　　　Tel：099-226-9156 Fax：099-222-8389
　　　　E-mail：kag@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/kag/dfd2c98f048c3ef9.html



　◆食品輸出マーケティング・スクール

　　　ジェトロ仙台では、国内、海外市場の販売強化に役立つ「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、差別化、価格設定の基本等を解説するととも
　　に、グループ討論を通じて、輸出戦略の立案方法を学びます。皆様のご参加をお
　　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。

　　【日時】2015年9月11日（金）13時00分～18時00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4-6-1）
　　【参加費】無料
　　【定員】50名
　　【申込締切】2015年9月9日（水）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ仙台 （担当：白子、山本、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/sen/4a002c79c125890a.html

━━━━━━━━━━━━━━ 展示会・商談会 ━━━━━━━━━━━━━━━━

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

　◆海外マーケティング拠点事業（インストアショップ）in シンガポール・タイ・
　　マレーシア

　　　今年度からの新規事業として、ジェトロにおいて、農林水産物・食品を海外で
　　試験的に販売したいとお考えの皆さまに、その機会を提供するため、シンガポー
　　ル、タイ及びマレーシアへマーケティング拠点（インストアショップ）を設置す
　　る事業を開始しています。
　　　具体的には、海外の小売店で、皆様の商品を試験販売し、現地消費者へのモニ
　　タリングを通じた潜在顧客の発掘やマーケティング情報の収集を行い、事業者の
　　皆様にフィードバックいたします。
　　　なお、試験販売する商品は現地に輸出することになるため、それぞれの国の規
　　制に抵触しない商品であることが求められます。各インストア・ショップの募集
　　ページの出品案内をご確認の上、ご応募ください。

　　○シンガポール
　　　【販売期間】平成27年７月下旬～平成28年２月
　　　【設置場所】伊勢丹スコッツ店　
　　　【募集期間】平成27年７月14日～平成27年12月15日
　　　【募集ページ】http://www.jtb-matching.com/jfq2015/?ps=exer-area&area=1

　　○タイ（バンコク）
　　　【販売期間】平成27年７月下旬～平成28年２月
　　　【設置場所】伊勢丹タイランド店
　　　【募集期間】平成27年７月14日～平成27年12月15日
　　　【募集ページ】http://www.jtb-matching.com/jfq2015/?ps=exer-area&area=2

　　○マレーシア（クアラルンプール）
　　　【販売期間】平成27年７月下旬～平成28年２月
　　　【設置場所】伊勢丹KLCC店、伊勢丹LOT10店
　　　【募集期間】平成27年７月14日～平成27年12月15日



　　　【募集ページ】http://www.jtb-matching.com/jfq2015/?ps=exer-area&area=3

　◆ジェトロ日本酒・酒類輸出商談会

　　　ジェトロ福島では、日本酒・酒類の輸入・販売に携わる海外のバイヤーを福島
　　に招き、以下のとおり輸出商談会を開催いたします。
　　　是非この機会をご活用いただきたくご案内いたします。多くの皆様のご参加を
　　お待ちしております。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施しています。

　　○福島会場
　　【日時】2015年10月13日（火）9時00分～17時00分
　　【場所】郡山ビューホテルアネックス （福島県郡山市中町10-10）
　　【募集対象】ホームページの「ご案内」に記載の『商談会お申し込み条件』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
　　【申込締切】2015年9月8日（金）17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/fma/997193d17c3140c7.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ福島 （担当：牧野、辻本）
　　　　Tel：024-947-9800 Fax：024-947-9810
　　　　E-mail：fma@jetro.go.jp

　　○長野会場
　　【日時】2015年10月16日（金）9時30分～17時00分
　　【場所】ホテルメトロポリタン長野（長野市南石堂町1346）
　　【募集対象】ホームページの「案内書」に記載の応募条件をご確認ください
　　　　　　　　（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社程度
　　【申込締切】2015年9月8日（金）17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/ngn/b3c2932aefcb0146.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ長野 （担当：石川、牧野）
　　　　Tel：026-227-6080 Fax：026-224-2771
　　　　E-mail：ngn@jetro.go.jp

　◆ジェトロ食品輸出商談会 in 沖縄

　　　ジェトロ沖縄では、11月に沖縄県内で行われる大型商談会「沖縄大交易会」に
　　あわせ、食品の輸出商談会を開催します。今回の商談会では、日本産食材の輸入
　　を希望する海外バイヤー８社を沖縄に招き、海外販路開拓に意欲のある中小事業
　　者（国内サプライヤー）を対象に事前予約制で個別商談を行うものです。
　　　世界各国から、日本食材を求める有力なバイヤーが集まる機会ですので、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。

　　【日時】2015年11月26日（木）10時00分～17時00分
　　　　　　2015年11月27日（金）10時00分～17時00分



　　【場所】沖縄コンベンションセンター 会議場B2（宜野湾市真志喜4-3-1）
　　【募集対象】ホームページの「案内書」に記載の応募条件をご確認ください
　　　　　　　　（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】70社
　　【申込締切】2015年9月11日（金）17時00分  

　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/oki/8e71bde2b00792ae.html

　　　・お申込み・企画・内容について：
　　　　ジェトロ沖縄 （担当：新城、平川、瀬川、大北）
　　　　Tel：098-859-7002 Fax：098-859-7456
　　　　E-mail：oki@jetro.go.jp

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

　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


