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----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年７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７月の農林水産物・食品の輸出額は589億円となり、前年同月と比較す
　ると24.2％の増加となりました。
　　平成27年１～７月の農林水産物・食品の輸出額（累計）は4,136億円となり、昨
　年（平成26年１～７月）に比べても24.8％の増加となりました。

　　その主な内訳は、以下のとおりです。

　・主な国別内訳
　　　                                                  　　（単位：億円）
　　│　国・地域名  │平成26年1－7月│平成27年1－7月│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　　 　3,315　│　　　 4,136　│  +821  │　+24.8%  │
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　中国        │         345　│         484　│  +140  │　+40.6%  │
　　│　米国        │         501　│         613　│  +112  │　+22.4%  │
　　│　香港        │         702　│         959　│  +256  │　+36.5%  │
　　│　台湾        │ 　    　443　│ 　  　　497　│   +54  │　+12.2%  │
　　│　アセアン 　 │　   　　594　│ 　  　　681　│   +86  │　+14.5%  │
　　│　　ベトナム　│ 　　    　170│  　   　　197│     +27│　  +15.8%│
　　│　　タイ　　　│      　　 204│     　  　214│     +10│　   +4.9%│
　　│　ＥＵ        │   　　　181　│ 　    　215　│   +34  │　+19.1%  │
　　│　韓国        │     　　224　│ 　    　288　│   +64  │　+28.6%  │
　                                     　　　　 （出典：財務省「貿易統計」）

　　詳しい輸出実績は、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．平成28年度予算概算要求の概要（輸出促進関連）について
----------------------------------------------------------------------------

　　輸出の拡大などグローバルな「食市場」を獲得するための平成28年度予算概算要



　求は以下のとおりです。

　＜対策のポイント＞
　　・「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会を司令塔
　　　とし、品目別輸出団体や日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）を通じたオールジャ
　　　パンでの輸出促進体制の下で、国産農林水産物・食品の輸出を促進します。

　　主な事業内容は以下のとおりです。

　　１．輸出戦略実行事業
　　２．輸出戦略の実行に向けた輸出促進体制の強化
　　３．輸出総合サポートプロジェクト
　　４．グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進
　　５．食品産業グローバル展開インフラ整備事業
　　６．国際農産物等市場構想推進事業
　　７．輸出促進に資する動植物防疫体制の整備
　　８．日本発食品安全管理規格・認証スキーム等の推進［新規］
　　９．食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化事業［新規］
　　10．（関連予算）輸出対応型施設の整備

　　各事業の概要等については、以下のホームページをご覧ください。

　【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策】
　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/tosyo_gaisan_youkyuu_28.pdf

　（参考：農林水産省全体の予算）
　【ホーム > 組織・政策 > 予算、決算、財務書類等】
　　http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html

----------------------------------------------------------------------------
３．農林水産省ＦＳＭＡメールマガジン配信開始について
----------------------------------------------------------------------------

　　先般よりご案内しておりました農林水産省ＦＳＭＡメールマガジンにつきまして
　、９月11日（金）に第１号が配信されました。今後、１ヶ月に１回程度の頻度で、
　米国ＦＳＭＡ最新動向や解説情報、ＦＳＭＡ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。
　　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

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

　　タイ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】
　　・東京都立芝浦屠場/株式会社日山畜産（登録番号：TT-11）　

　　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]=================================

　◆「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー

　　　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説
　　明します。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　○大阪会場
　　【日時】2015年9月30日（火）13時30分～15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8階） 
　　【参加費】無料
　　【定員】60名
　　【申込締切】2015年9月28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：中西、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/96a15798a0d4fb5c.html

　　○名古屋会場
　　【日時】2015年10月2日（金）14時00分～16時00分
　　【場所】あいち国際ビジネス支援センター セミナールーム（名古屋市中村区名
　　　　　　駅4-4-38　愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）18階） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2015年9月30日（水）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ名古屋 （担当：永田、榊原）
　　　　Tel：052-589-6210 Fax：052-563-0170
　　　　E-mail：nag@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/nag/beec0e642b520510.html

　◆水産物輸出・ＨＡＣＣＰ入門セミナー

　　　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
　　て説明します。
　　　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ます。

　　【日時】2015年10月1日（木）13時00分～16時00分
　　【場所】国民宿舎千畳苑 1階　会議室（島根県浜田市下府町2164） 
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年9月23日（水）17時00分

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ松江 （担当：吉野、トオネン）
　　　　Tel：0852-27-3121 Fax：0852-22-4196 
　　　　E-mail：mat@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/mat/0106e059fa136ab1.html

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

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

　◆インストア・ショップ（海外マーケティング拠点事業）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、シンガポール、タイ及びマレーシアにインスト
　　ア・ショップ（マーケティング拠点）を設置し、農林水産物・食品を試験的に販
　　売しています。
　　　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、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

　　※なお、英国及び米国のインストア・ショップの募集は終了しております。

　◆日本産農水産物・食品輸出商談会 in 香港 2015

　　　香港は、日本からの農林水産物・食品の輸出額が第１位（2014年実績）であり
　　、日本食の更なる輸出拡大が期待されている市場です。下記の通り本年１月に香
　　港にて現地バイヤーとの商談会を開催するとともに、バイヤー企業訪問や現地食
　　品コーディネーターによるブリーフィング等のプログラムを開催します。商談会
　　には、香港バイヤーに加え、日本食の人気が高まっているマカオのバイヤーも参
　　加予定です。
　　　香港およびマカオ市場にご関心のある事業者の皆様は、是非この機会をご活用
　　下さい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年1月27日（水）～28日（木）
　　【場所】香港 （市内ホテル）
　　【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】35社
　　【申込締切】2015年10月9日（金）17時00分  

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ農林水産・食品課（担当：小澤、南雲、清水）
　　　　Tel：03-3582-4966　Fax：03-3582-7378 
　　　　E-mail：afa_marketing@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/afa/85fd197e99f5d381.html

　◆日本茶輸出商談会



　　　下記の通り、１１月に日本茶の輸入に関わる海外バイヤーを鹿児島、静岡に招
　　き、日本茶輸出商談会を開催します。
　　　日本茶輸入に強い関心を持つ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ます。

　　○鹿児島
　　【日時】2015年11月9日（月）9時00分～17時15分
　　【場所】鹿児島サンロイヤルホテル 3階 高隈の間（鹿児島市与次郎1-8-10）
　　【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】15社
　　【申込締切】2015年10月2日（金）17時00分  

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ鹿児島 （担当：城倉・嶽釜）
　　　　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/979f3f1361c361f1.html

　　○静岡
　　【日時】2015年11月12日（木）9時30分～17時00分
　　　　　　2015年11月13日（金）9時30分～12時05分
　　【場所】お茶の郷 多目的ホール（静岡県島田市金谷富士見町3053-2）
　　【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】30社
　　【申込締切】2015年10月2日（金）17時00分  

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ静岡 （担当：平本、山崎）
　　　　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/a890d9dd80095aed.html

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。
　　今回は、平成27年７月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）を掲載いたしま
　した。輸出に取り組む皆様のご努力により、７月も前月までに引き続き堅調に推移
　しております。また、平成28年度の輸出関連予算概算要求についても、メールマガ
　ジン並びにホームページに掲載しております。好調な輸出をさらに促進すべく、皆
　様と協力して取り組んで参ります。

****************************************************************************
----------------------------------------------------------------------------
 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


