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----------------------------------------------------------------------------
１．平成27年１～11月の農林水産物・食品の輸出実績について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成27年11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12.1％の増加となりました。
　　この結果、平成27年１～11月の農林水産物・食品の輸出額（累計）は過去最高の
　6,690億円となり、前年同期（平成26年１～11月）に比べて22.0％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、11月段階で平成26年の輸出実績6,117
　億円を超え、平成28年に7,000億円という中間目標の１年前倒しが、確実になりま
　した。
　　2020年輸出額１兆円目標を前倒しすべく、引き続き事業者の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  ｜　１－11月　│　１－11月　│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　  5,482 　│　　6,690 　│ +1,208 │　+22.0%  │
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　香港        ｜    1,196 　│    1,607 　│   +410 │　+34.3%  │
　　│　米国        │      843 　│      977 　│   +134 │　+15.9%  │
　　│　台湾        │      738 　│      832 　│    +94 │　+12.7%  │
　　│　中国        │　    553 　│   　 747 　│   +194 │　+35.1%  │
　　│　韓国        │   　 369　 │      452 　│    +83 │　+22.5%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　　│　アセアン 　 │   　 957 　│    1,082 　│   +125 │　+13.1%  │
　　│　　ベトナム　│ 　    267  │     　310  │     +42│　 +15.8% │
　　│　　タイ　　　│    　 319  │   　  329  │     +10│　  +3.3% │
　　│　ＥＵ        │   　 294 　│      356 　│    +62 │　+21.0%  │

　                                     　　　　 （出典：財務省「貿易統計」）



　　詳しい輸出実績は、次のＵＲＬ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．ＥＵによる日本産食品の輸入規制の緩和施行について
----------------------------------------------------------------------------

　　昨年11月26日に本メールマガジンでご案内いたしました、ＥＵによる日本産食品
　の輸入規制の緩和について、１月９日（土）に施行されました。

　○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。

　　詳細は次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/eu_kisei_kanwa/201601.html

　【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

----------------------------------------------------------------------------
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等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】
　　＜殻付家きん卵＞
　　　・株式会社JA 香川県フードサービス（施設番号：PEKGW003）

　　＜卵製品＞
　　　・株式会社ワイエムフーズ （施設番号：EPNII001）

　　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．香港向けに輸出される豚肉及び鶏肉を取り扱う選定施設について
----------------------------------------------------------------------------

　　香港向けに輸出される豚肉及び鶏肉を取り扱う選定施設について、新規登録、名
　称変更がありましたのでご案内いたします。

　【新規登録】
　　・南日本ハム株式会社 （登録番号：ＭＺＳ）（豚肉）



　【名称変更】
　　・株式会社群馬ヤマショウフーズ群馬工場（登録番号：ＹＮＳ）（鶏肉）

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　・豚肉　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html
　　・鶏肉　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html

----------------------------------------------------------------------------
５．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。

　【新規登録】
　　・大阪市食肉処理場／食肉処理場：大阪市仲卸食肉加工株式会社
　　　(施設番号：ON-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．在外公館等への日本企業支援担当官（食産業担当）の設置について
----------------------------------------------------------------------------

　　外務省は、農林水産物・食品の輸出促進や日本の食産業の海外展開支援等に向け
　た取組を更に促進するため、食産業分野を担当する日本企業支援担当官（食産業担
　当）を計58の在外公館等に設置しました。農林水産省は、これを契機に外務省をは
　じめ関係省庁と一層緊密に連携して、農林水産省・食品の輸出促進を推進してまい
　ります。

　　○日本企業支援担当官（食産業担当）の主な役割
　　（１）現地における食産業からの相談窓口機能の強化

　　（２）現地の関係機関（日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）等）、商工会及び進出
　　　　　日本企業等との連携の強化

　　（３）日本食レストランを含む関連企業等からの関連の情報収集の強化

　　（４）在外公館施設を活用した和食のプロモーションイベント等の充実化

　　各国の日本企業支援担当官につきましては、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page25_000259.html

----------------------------------------------------------------------------
７．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/



━━━━━━━━━━━━━━━━ セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━

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

　◆食品輸出マーケティング・スクール

　　　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、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受講できます。
　　　食品輸出に取り組んでいる方、今後、輸出戦略を立案される方、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。

　　【日時】2016年１月25日（月）10：00～17：30
　　　　　　2016年１月26日（火）９：30～17：30
　　【場所】ソーホーかごしま 会議室AB （鹿児島市易居町1番2号）
　　【参加費】無料
　　【定員】50名
　　【申込締切】2016年１月20日（水）17：00

　　　・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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kag/f63641aad809c13f.html

　◆食品輸出のための商談スキルセミナー

　　　海外バイヤーとの効果的な商談に向けて、本セミナーを開催します。海外バイ
　　ヤーとの商談にあたっての心構え・事前に準備すべき事項、当日の商談の進め方
　　や効果的なプレゼン方法、商談後の対応などについて説明します。
　　　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。

　　○高松会場
　　【日時】2016年１月26日（火）14：00～15：30
　　【場所】高松商工会議所会館 2階 202会議室（高松市番町2-2-2） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年１月25日（月）17：00

　　　・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/18da8410ace80114.html

　　○徳島会場
　　【日時】2016年１月27日（水）13：30～16：00
　　【場所】アスティとくしま2階 第５会議室（徳島市山城町東浜傍示1番地1） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名



　　【申込締切】2016年１月25日（月）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 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/tks/3f7556e551efb179.html

　　○兵庫会場
　　【日時】2016年１月28日（木）13：30～15：00
　　【場所】南あわじ市役所 ３階 会議室 （兵庫県南あわじ市善光寺22番地1）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年１月25日（月）23：59

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ神戸 （担当：島瀬、足立）
　　　　Tel：078-231-3081 Fax：078-232-3439 
　　　　E-mail：kob@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kob/27427274f66dcc6f.html

　　○群馬会場
　　【日時】2016年１月28日（木）15：00～17：10
　　【場所】群馬県庁 22階 222会議室（前橋市大手町1-1-1） 
　　【参加費】無料
　　【定員】35名
　　【申込締切】2016年１月22日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ関東 （担当：石井）
　　　　Tel：03-3582-4953 Fax：03-3582-0504 
　　　　E-mail：knt@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/knt/3a920c3ad1fdd182.html

　◆水産物輸出・ＨＡＣＣＰ入門セミナー

　　　本セミナーでは、ジェトロより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説明した後、大日本水産会よりＨＡＣＣＰの概要、導入方
　　法について解説します。
　　　水産物輸出・ＨＡＣＣＰ取得に関心をお持ちの方は、絶好の機会ですので、皆
　　様奮ってご参加ください。
　　　※本事業の一部は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年１月26日（火）13：00～16：00
　　【場所】大船渡地区合同庁舎　４階大会議室
　　　　　　（岩手県大船渡市猪川町字前田６－１） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年１月22日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：



　　　　ジェトロ盛岡 （担当：吉田、藤本）
　　　　Tel：019-651-2359 Fax：019-622-1695 
　　　　E-mail：mor@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/mor/980dc3a33607a013.html

　◆食品輸出に向けたハラール・コーシャセミナー

　　　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、
　　市場実態等などイスラム圏の食品市場開拓について解説します。また、「安全・
　　安心のイメージが高い」との理由で米国等でもニーズが高い、ユダヤ教の戒律に
　　基づく食の規定である「コーシャ」についても、ハラールとの相違点を含めて説
　　明します。皆様奮ってご参加ください。
　　　※本事業の一部は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年１月29日（金）13：30～15：45
　　【場所】出島交流会館 9階　会議室（長崎市出島町2-11） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年１月26日（火）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　ジェトロ長崎 （担当：上田、小杉）
　　　　Tel：095-823-7704 Fax：095-828-0037 
　　　　E-mail：ngs@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/ngs/156fae1c9b973d05.html

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
　　今号では、平成27年１～11月の農林水産物・食品の輸出実績を掲載しました。平
　成28年に7,000億円という中間目標を、平成27年に１年前倒して達成する見込みで
　す。2020年に１兆円との目標の前倒しを目指し、本メールマガジンでも皆さ様をバ
　ックアップする情報を提供してまいります。

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


