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----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年１～10月の農林水産物・食品の輸出実績について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成27年10月の農林水産物・食品の輸出額は661億円となり、前年同月と比較す
　ると17.5％の増加となりました。
　　この結果、平成27年１～10月の農林水産物・食品の輸出額（累計）は6,029億円
　となり、昨年（平成26年１～10月）に比べても23.2％の増加となりました。輸出に
　取り組む皆様のご努力により、通年では、昨年（平成26年）の輸出実績6,117億円
　を超えることが確実となりました。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。

　　主な内訳は、以下のとおりです。

　・主な国別内訳
　　　                                                  　　（単位：億円）
　　│　　　　　　　│　平成26年　｜　平成27年　｜　　　　｜　　　　　｜
　　｜　国・地域名  ｜　１－10月　│　１－10月　│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　  4,893 　│　　6,029 　│ +1,137 │　+23.2%  │
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　香港        ｜    1,048 　│    1,422 　│   +374 │　+35.7%  │
　　│　米国        │      763 　│      897 　│   +135 │　+17.7%  │
　　│　台湾        │      642 　│      733 　│    +91 │　+14.2%  │
　　│　中国        │　    495 　│   　 678 　│   +182 │　+36.8%  │
　　│　韓国        │   　 332　 │      408 　│    +76 │　+22.8%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　　│　アセアン 　 │   　 869 　│   　 987 　│   +119 │　+13.6%  │
　　│　　ベトナム　│ 　    243  │     　282  │     +39│　 +16.2% │
　　│　　タイ　　　│    　 294  │   　  306  │     +13│　  +4.3% │
　　│　ＥＵ        │   　 263 　│      319 　│    +56 │　+21.2%  │

　                                     　　　　 （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．牛肉のブラジル向け輸出解禁について
----------------------------------------------------------------------------

　　ブラジル政府当局との間で、日本産生鮮牛肉の輸出解禁のための検疫協議を進め
　てまいりましたが、今般、我が国からの牛肉輸出条件を締結いたしました。
　　今後、ブラジル政府当局検査官による現地調査を経て、厚生労働省が策定する輸
　出施設の認定要件等を定めた要綱に基づいて申請を行い、認定を受けた施設から同
　国向けの牛肉輸出が可能となります。

　＜主な輸出条件＞
　　・日本は口蹄疫清浄国かつ無視できるＢＳＥリスク国であること。

　　・月齢制限なし。

　　・日本において出生し、飼養され、と畜された牛由来であること。

　　・反すう動物由来の飼料が与えられていない牛由来であること。

　　・特定危険部位（ＳＲＭ）を含まないこと。

　　農林水産省では、輸出戦略実行委員会等で優先的に取り組むべきとされた国・品
　目を中心に、輸出促進に取り組んでいるところです。今回の輸出解禁により、今後
　日本産牛肉輸出の更なる市場拡大が期待されます。
　　なお、本件は、南米向けとしては初めての輸出解禁となります。

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/151204.html

----------------------------------------------------------------------------
３．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
----------------------------------------------------------------------------

　　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。

　【新規登録】
　　・三州食品株式会社　岩倉工場　（施設番号：EPAI001）
　　・株式会社フレッズ　本社工場  （施設番号：EPHRC001)　

　　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・食品輸出関連イベントの参加者募集について
----------------------------------------------------------------------------

　　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・食品輸出関連イベント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/



━━━━━━━━━━━━━━ 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１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 at FOODEX JAPAN 2016

　　　2016年３月の「FOODEX JAPAN 2016」に合わせ、海外バイヤーとの食品輸出商
　　談会を開催します。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企業・団体を対象として、
　　「FOODEX JAPAN 2016」が開催される幕張メッセ内で開催します。
　　　世界各国・地域からバイヤーが多数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３月10日（木）10：00～17：00
　　　　　　2016年３月11日（金）10：00～17：00
　　【場所】幕張メッセ国際会議場2階コンベンションホール
　　　　　　（千葉市美浜区中瀬2丁目１）
　　【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】200社



　　【申込締切】2015年12月25日（金）12：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ農林水産・食品事業推進課（担当：青沼・源田・内川）
　　　　Tel:03-3582-5546 　Fax:03-3582-7378
　　　　E-mail: afb_foodex@jetro.go.jp

　◆ジェトロ食品輸出商談会

　　　2016年3月の「FOODEX JAPAN 2016」に合わせた海外バイヤーとの食品輸出商談
　　会は下記の通り５都市でも開催します。
　　　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。

　　○山陰会場
　　【日時】2016年３月14日（月）９：30～17：30
　　【場所】米子全日空ホテル２階大宴会場 飛鳥（米子市久米町53-2）
　　【募集対象】ホームページに記載の『案内書・留意事項』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】30社程度
　　【申込締切】2016年１月13日（水）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ鳥取 （担当：尾形、景本）
　　　　Tel：0857-52-4335 Fax：0857-52-4336
　　　　E-mail：ttr@jetro.go.jp

　　○京都会場
　　【日時】2016年３月14日（月）９：30～18：00
　　【場所】ＡＮＡクラウンプラザホテル京都（予定）２階　朱雀の間
　　　　　　（京都市中京区堀川通二条城前）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」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】60社程度
　　【申込締切】2016年１月13日（水）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ京都 （担当：戎（えびす）、田村）
　　　　Tel：075-325-5703 Fax：075-325-5706
　　　　E-mail：kyo@jetro.go.jp

　　○新潟会場
　　【日時】2016年３月15日（火）９：00～17：00
　　【場所】朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（新潟市中央区万代島6番1号）
　　【募集対象】ホームページの「募集案内」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】50社
　　【申込締切】2016年１月８日（金）12：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ新潟 （担当：森、阿部）
　　　　Tel：025-284-6991 Fax：025-284-7910
　　　　E-mail：nig@jetro.go.jp



　　○名古屋会場
　　【日時】2016年３月16日（水）９：00～17：00
　　【場所】キャッスルプラザ４階　鳳凰の間　南（名古屋市中村区名駅4-3-25）
　　【募集対象】ホームページの「募集書」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】30社程度
　　【申込締切】2016年１月13日（水）17：00

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

　　○栃木会場
　　【日時】2016年３月17日（木）９：30～16：20
　　【場所】宇都宮東武ホテルグランデ４階「松柏I」（宇都宮市本町5-12）
　　【募集対象】ホームページの「募集書」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】30社・団体程度
　　【申込締切】2016年１月８日（金）17：00

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

****************************************************************************
＜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10月の農林水産物・食品の輸出実績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、好調に推移しております。
　　12月に入り、寒さも厳しくなってまいりました。師走のご多用な時期でもありま
　すので、皆さま、ご自愛ください。

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


