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----------------------------------------------------------------------------
１．ＥＵによる日本産食品の輸入規制の緩和について
----------------------------------------------------------------------------

　　11月25日、欧州委員会の常設委員会において、放射性物質に係る日本産食品の輸
　入規制の改正規則案が了承されました。常設委員会で了承された本改正案は、平成
　27年内に欧州委員会による採択後、施行される見込みです。

　○改正規則案の主な内容
　（１）福島県産品の野菜、果実（柿を除く）、畜産品、そば、茶等については、検
　　　　査証明対象から除外。
　（２）青森県及び埼玉県は、検査証明対象から除外。
　（３）岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県産のコメ、大豆等につ
　　　　いては、検査証明対象から除外。

　　施行後、改正規則の詳細についてホームページに掲載し、本メールマガジンでも
　ご案内いたします。

　【お問い合わせ先】
　　食料産業局輸出促進課
　　　担当者：花田、羽鳥、三宅
　　　代表：03-3502-8111（内線4309）
　　　ダイヤルイン：03-6744-2061

----------------------------------------------------------------------------
２．中国の食品安全法の改正について（続報）
----------------------------------------------------------------------------

　　平成27年10月１日から施行されている中国の新食品安全法について、この度日本
　貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が和訳を行い、ホームページに掲載されました。

　　◎中華人民共和国食品安全法 改正全文（仮訳）
　　　https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html

　　なお、以下の中国の食品関連法規のページにも掲載しておりますので、併せてご
　紹介します。



　　◎農林水産物・食品の関連法規（中国）
　　　https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/law.html

　　本件につきまして、今後も追加的情報が得られ次第、本メールマガジンによりお
　知らせします。

　【お問い合わせ先】
　　・農林水産省食料産業局輸出促進課
　　　　担当者：齋藤、高田
　　　　代表：03-3502-8111（内線4310）
　　　　ダイヤルイン：03-3501-4079
　　　　FAX：03-6738-6475

　　・ジェトロ農林水産・食品課
　　　　TEL：03-3582-5186
　　　　E-mail：AFA-research@jetro.go.jp

----------------------------------------------------------------------------
３．ＥＵ向けに輸出されるペットフード等の製造事業場の登録について
----------------------------------------------------------------------------

　　ＥＵ向けに輸出されるペットフード等の製造事業場について、登録内容の更新が
　ありましたのでご案内いたします。

　【登録更新施設】
　　・株式会社ベストフード（承認番号：EU Pet No.19）
　　・株式会社ベストフード福山工場（承認番号：EU Pet No.20）　

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/eu-petfood.html

----------------------------------------------------------------------------
４．香港向けに輸出される卵の取扱施設の新規登録について
----------------------------------------------------------------------------

　　ベトナム向けに輸出される家きん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。

　【新規登録】
　　・神奈川中央養鶏農業協同組合GPセンター（施設番号：PEKN001）
　　・株式会社　ナカヤマエッグ（施設番号：PEIK001）　　

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.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、過去にジェトロが実施した商談会の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を、商談の事前から事後の流れに従って体系
　　的に説明します。
　　　農林水産物・食品の輸出を目指す事業者の皆さまにご参考いただける内容とな
　　っていますので、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ます。

　　○山形会場
　　【日時】2015年12月９日（水）13：00～17：30
　　【場所】食糧会館２階 おしどりA（山形市旅篭町三丁目1番4号）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2015年12月８日（火）23：59

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ山形 （担当：圓口、高橋）
　　　　Tel：023-622-8225 Fax：023-623-1014
　　　　E-mail：yat@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/yat/5619e1ddc95cd67a.html

　　○大阪会場（加工食品輸出セミナーと同時開催）
　　【日時】2015年12月16日（水）13：30～16：30
　　【場所】ブリーゼプラザ８階 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名程度
　　【申込締切】2015年12月15日（木）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ 大阪本部（担当：田辺、中西）
　　　　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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/osa/5c50f8bbaab576a8.html

　　○栃木会場
　　【日時】2015年12月16日（水）13：30～16：30
　　【場所】とちぎ産業交流センター２階 第4会議室
　　　　　　（宇都宮市ゆいの杜1-5-40とちぎ産業創造プラザ内）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2015年12月11日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ栃木 （担当：倉沢、渡邊 ）
　　　　Tel：028-670-2366 Fax：028-670-2368
　　　　E-mail：tcg@jetro.go.jp



　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/tcg/4815b5850bfa8143.html

　◆青果物輸出セミナー

　　　本セミナーでは、青果物輸出をめざす企業・団体を対象として、青果物輸出の
　　ヒントになる各種情報を提供するセミナーを開催します。皆様、是非奮ってご参
　　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12月14日（月）13：30～16：10
　　【場所】高松商工会議所５階501会議室（香川県高松市番町2-2-2）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2015年12月11日（金）15：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ香川 （担当：日出間（ひでま）、松本）
　　　　Tel：087-851-9407 Fax：087-822-1931
　　　　E-mail：kgw@jetro.go.jp

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kgw/64ad74ae2ce94846.html

　◆食品輸出セミナー「シンガポールの日本食品市場」

　　　本セミナーでは、シンガポール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提供いたします。また、
　　本セミナーはライブ配信も実施いたします。
　　皆様の奮って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。

　　【日時】2015年12月18日（金）13：30～15：20
　　【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12月16日（水）23：59

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ 農林水産・食品事業推進課（担当：佐藤、吉田、佐川） 
　　　　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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/afb/2b0ef373126d7d08.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。
　　　募集期間が残り３週間を切りました。ご関心のある方は、是非、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

　◆ジェトロ食品輸出商談会 in 大阪

　　　本商談会は、日本産食材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食品関連の中小事業者を対象として、「アグリフードEX
　　PO大阪2016」と「シーフードショー大阪」が開催されるアジア太平洋トレードセ
　　ンター（ATCホール）で開催するものです。
　　　世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、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。

　　【日時】2016年２月18日（木）13：30～17：00
　　　　　　2016年２月18日（金）９：30～18：00
　　【場所】ＡＴＣアジア太平洋トレードセンターＯ'ｓ棟 南館６階コンベンション
　　　　　　ルーム１（大阪市住之江区南港北2-1-10）
　　【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）。
　　【参加費】無料
　　【定員】120社程度
　　【申込締切】2015年12月18日（金）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 Fax:06-4705-8650 　
　　　　E-mail: OS_AGRI@jetro.go.jp 

　◆ジェトロ食品輸出商談会 in 四国



　　　海外バイヤーとの食品輸出商談会を徳島で開催します。本商談会は、日本産食
　　材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
　　食品関連の中小事業者を対象として開催するものです。
　　　世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、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。

　　【日時】2016年２月23日（火）９：30～17：00
　　【場所】ホテルクレメント徳島３F 金扇（徳島市寺島本町西1丁目61番地）
　　【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）。
　　【参加費】無料
　　【定員】40社程度
　　【申込締切】2015年12月22日（火）17：00

　　　・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

　◆ジェトロ水産物輸出商談会 in 三重

　　　海外バイヤーとの水産物輸出商談会を津市で開催します。本商談会は、日本の
　　水産物・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
　　開拓に意欲のある水産関連の中小事業者を対象として、開催するものです。
　　　世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、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。

　　【日時】2016年２月23日（火）10：00～17：00
　　【場所】ホテルグリーンパーク津６階　伊勢の間（津市羽所町700）
　　【募集対象】ホームページの「案内書」に記載の『募集要領』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）。
　　【参加費】無料
　　【定員】35社
　　【申込締切】2015年12月22日（火）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ三重 （担当：中山）
　　　　Tel：059-228-2647 Fax：059-228-3185
　　　　E-mail：mie@jetro.go.jp

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。
　　ＥＵ向けの日本産食品輸出における規制緩和の動きについて掲載いたしました。
　詳細については、施行後、改めてご案内いたしますが、今後も引き続き諸外国の輸
　入規制等の緩和・撤廃に向け、働きかけを行ってまいります。

****************************************************************************
----------------------------------------------------------------------------
 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、当課ま
　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


