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【ご連絡：10月１日より組織名が変わりました！】

　　新組織名：農林水産省 食料産業局 輸出促進課

　（旧組織名：農林水産省 食料産業局 輸出促進グループ）

【目次】

１．平成27年８月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について

２．農林水産省ＦＳＭＡメールマガジン第２号配信について

３．台湾向け食用卵及び卵製品の輸出解禁について

４．カナダ向けに輸出される牛肉の取扱施設について

５．米国向けに輸出される牛肉の取扱施設について

６．海外現地法人への専門家派遣を希望する企業の募集について

７．農林水産物・食品関連セミナーの参加者募集について（ＪＥＴＲＯ）

----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年８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８月の農林水産物・食品の輸出額は588億円となり、前年同月と比較す
　ると16.9％の増加となりました。
　　平成27年１～８月の農林水産物・食品の輸出額（累計）は4,724億円となり、昨
　年（平成26年１～８月）に比べても23.7％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1－8月│平成27年1－8月│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　　 　3,818　│　　　 4,724　│  +907  │　+23.7%  │
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　中国        │         392　│         542　│  +150  │　+38.3%  │
　　│　米国        │         592　│         706　│  +115  │　+19.4%  │
　　│　香港        │         804　│       1,090　│  +286  │　+35.6%  │
　　│　台湾        │ 　    　506　│ 　  　　560　│   +54  │　+10.6%  │
　　│　アセアン 　 │　   　　692　│ 　  　　795　│  +103  │　+14.9%  │
　　│　　ベトナム　│ 　　    　200│  　   　　231│     +31│　  +15.5%│
　　│　　タイ　　　│      　　 237│     　  　253│     +16│　   +6.7%│
　　│　ＥＵ        │   　　　206　│ 　    　245　│   +39  │　+18.9%  │
　　│　韓国        │     　　262　│ 　    　329　│   +67  │　+25.6%  │
　                                     　　　　 （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．農林水産省ＦＳＭＡメールマガジン第２号配信について
----------------------------------------------------------------------------

　　農林水産省ＦＳＭＡメールマガジン第２号が10月７日（水）に配信されました。

　　【内容】
　　　・103条細則について
　　　・研修会・セミナー情報
　　　・最近の米国情報

　　ＦＳＭＡは米国食品安全強化法の略で、2011年１月に法成立後、細則が発表され
　つつあるところであり、関係者の皆様に情報を提供しているメールマガジンの詳細
　については、バックナンバーも含め、以下のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/back_number.html

　　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、是非、以下のＵＲ
　Ｌより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（ＦＡＸもしく
　はメールでの申込）。
　　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/index.html

----------------------------------------------------------------------------
３．台湾向け食用卵及び卵製品の輸出解禁について
----------------------------------------------------------------------------

　　台湾向け食用卵及び卵製品の輸出のための検疫協議が全て終了し、日本から台湾
　への当該製品の輸出が認められることとなりました。
　　このため、平成27年10月９日（金）より、動物検疫所において輸出に必要な輸出
　検疫証明書の発行を開始しました。

　＜主な輸出条件＞
　　・日本は高病原性鳥インフルエンザ及びニューカッスル病清浄国であること。
　　・輸出前90日間、日本で低病原性鳥インフルエンザが発生していないこと。
　　・施設に関する要件はなし。

　　なお、台湾は2011年３月の東京電力福島第一原子力発電所事故以降、日本産食品
　の輸入を規制しており、現在は５県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）を除く42都
　道府県からの輸出が可能です。詳細については以下のＵＲＬをご参照ください。

　【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

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

　　カナダ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】
　　・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：GI-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．米国向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

　　米国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】
　　・飛騨食肉センター/飛騨ミート農業協同組合連合会　（登録番号：GI-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

----------------------------------------------------------------------------
６．海外現地法人への専門家派遣を希望する企業の募集について
----------------------------------------------------------------------------

　　世界の「食市場」の獲得に向け、日本の「食文化・食産業」の海外展開の取組を
　推進すべく、海外産業人材育成協会がアジアを中心とした日系食品関連産業の海外
　現地法人等に対し、豊富な専門知識や経験をもつ専門家を派遣し、抱えている課題
　を解決をいたします。
　　対象経費（専門家旅費、専門家滞在費、派遣諸費等）については、その２／３を
　当省より補助いたします。
　　※別途、海外産業人材育成協会が定める費用を負担いただく場合がございます。

　○専門家の指導内容
　　・コスト、生産性、品質向上等に関するもの
　　・技術、設備等の改善・向上等に関するもの
　　・製品やサービスの開発、市場開拓等に関するもの
　　・経営改善、人材育成等に関するもの 

　○対象国
　　中国、アセアン諸国、インド、ロシア、ブラジル及び中東諸国 

　○派遣業種
　　食品産業（飲食、小売業）食品加工業等 

　○派遣期間
　　最長、平成28年3月上旬まで

　○お申し込み・お問い合わせ
　　03-3549-3050 （一般財団法人　海外産業人材育成協会　派遣業務グループ）

　詳細は次のＵＲＬをご参照ください。
　　http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/shokusan/index.html

----------------------------------------------------------------------------
７．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、詳しくは下記
　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]=================================

　◆「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。

　　○鹿児島会場
　　【日時】2015年10月23日（金）13：00～17：00
　　【場所】温泉ホテル 中原別荘 会議室 「桜島」（鹿児島市照国町15-19（中央公
　　　　　　園前）） 
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年10月19日（月）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ鹿児島 （担当：城倉（じょうくら）、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/ae895a263bbd24ec.html

　◆食品輸出のためのハラール入門セミナー

　　　本セミナーでは、「ハラール」についての基礎知識、各国で異なる認証制度、
　　イスラーム食品市場開拓の考え方と留意すべきポイントなどについて、具体的事
　　例を交えて解説します。食品、医薬品、化粧品等は「ハラール」であることを求
　　められる場合があり、その考え方の理解および、認証についての情報がイスラー
　　ム食品市場向け輸出にあたって重要となっています。
　　　イスラーム市場への進出をお考えの事業者の方は、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。

　　【日時】2015年10月29日（木）13：30～15：00
　　【場所】ボルファートとやま4階 翡翠(ヒスイ)の間（富山市奥田新町8-1）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年10月26日（月）17：00

　　　・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/3fd25eae163688f5.html

　◆食品輸出マーケティング・スクール

　　　本セミナーでは、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ついて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輸出戦略を立案する方など、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ます。

　　○大阪会場
　　【日時】2015年10月29日（木）10：00～17：30
　　　　　　2015年10月30日（金）9：00～17：00
　　【場所】ＡＰ大阪駅前 （大阪市北区梅田1丁目12番12号　東京建物梅田ビル地下
　　　　　　１Ｆ・２Ｆ ）
　　【参加費】無料
　　【定員】50名程度
　　【申込締切】2015年10月26日（月）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ大阪本部  事業推進課（担当：田辺、中西）
　　　　Tel：06-4705-8602　E-mail：os_agri＠jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/osa/f55386343d128ac2.html

　◆花き輸出促進セミナー

　　　本セミナーでは、花きの輸出をめぐる状況、ジェトロの支援、花きの輸出貨物
　　の流れ及び花き輸出事例の紹介・今後の展望についてご説明します。
　　　花き輸出に必要な基本的知識を習得す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30日（金）13：00～15：30
　　【場所】大阪鶴見花き地方卸売市場内２階（大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年10月29日（月）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ大阪本部  事業推進課（担当：田辺、中西）
　　　　Tel：06-4705-8602　E-mail：os_agri＠jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/osa/bd226659c139b941.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。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　○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

　◆キョンヒャンハウジングフェア2016 ジャパンパビリオン

　　　韓国・高陽市で開催される同国最大規模の住宅展示会「キョンヒャンハウジン
　　グフェア2016」へジャパンパビリオンを設置し、日本産木材類（丸太、製材、合
　　板等）の魅力を国際的にアピールすると共に、韓国木材市場への販路開拓・拡大
　　を目指す日本企業を支援します。
　　　韓国市場への販路開拓・拡大を検討されている方は、ぜひご参加下さい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年2月24日（水）～28日（日）
　　【場所】韓国国際展示場（KINTEX）
　　【募集対象】ホームページの「出品案内書」に記載の『出品の条件』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】ホームページをご参照ください。
　　【申込締切】2015年10月30日（金）23時59分  

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ 農林水産・食品部 農林産品支援課
　　　　キョンヒャンハウジングフェア 2016　ジャパンパビリオン事務局
　　　　担当：唐澤
　　　　Tel：03-3582-8348、E-mail：afc-wood@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　http://www.jetro.go.jp/events/afc/bf2b4dc71ae0b3fc.html

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。



　　10月１日より、組織名が「輸出促進グループ」から「輸出促進課」へ変更になり
　ました。名称だけでなく心持も新たに、日本の農林水産物・食品の輸出拡大に向け
　て取り組んでまいります!!

****************************************************************************
----------------------------------------------------------------------------
 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　輸出促進課
　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


