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----------------------------------------------------------------------------

【配信アドレス変更のお知らせ】
　　日ごろから、御講読いただきありがとうございます。
　　本メールマガジンは、２月29日（月）以降アドレスを変更いたします。

　　　☆新しいアドレスはこちら→yusyututaisaku@maff.go.jp

　　迷惑メール対策等でメールソフトの設定をされている方は、御注意ください。

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

　　平成27年の農林水産物・食品の輸出額は過去最高の7,452億円、前年に比べて
　21.8％の増加となり、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」による中間目
　標（平成28年に7,000億円）を大きく超え、１年前倒しで達成することができまし
　た。
　　今後とも、官民一体で輸出拡大を図り、2020年輸出額１兆円目標の前倒し達成を
　目指してまいります。

　　主な内訳は、以下のとおりです。

　（１）主な国別内訳
　　　                                                  　　（単位：億円）
　　　│　　　　　　　│　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　　｜
　　　｜　国・地域名  ｜　平成26年　│　平成27年　│ 増減額 │　増減率　│
　　　｜　　　　　　  ｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　　│　　世　界    │　  6,117 　│　　7,452 　│ +1,335 │　+21.8%  │
　　　｜　　　　　    ｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　１│　　香　港    ｜    1,343 　│    1,794 　│   +451 │　+33.5%  │
　　２│　　米　国    │      932 　│    1,071 　│   +139 │　+14.9%  │
　　３│　　台　湾    │      837 　│      952 　│   +116 │　+13.8%  │
　　４│　　中　国    │　    622 　│   　 839 　│   +218 │　+35.0%  │



　　５│　　韓　国    │   　 409　 │      501 　│    +93 │　+22.7%  │
　　６│　　タ　イ    │   　 348　 │      358 　│    +11 │　 +3.1%  │
　　７│　　ベトナム  │   　 292　 │      345 　│    +53 │　+18.0%  │
　　８│ シンガポール │   　 189　 │      223 　│    +34 │　+18.0%  │
　　９│　　豪　州　　│   　  94　 │      121 　│    +27 │　+28.1%  │
　　10│　　オランダ　│   　  74　 │      105 　│    +31 │　+41.7%  │

　（２）主な輸出増加品目
　                            （単位：億円）
　　　│　　品　目　　│平成27年｜ 増減率 ｜
　　　｜　　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜
　　　｜　　農産物　　｜　4,432 ｜ +24.2% ｜
　　　｜　　林産物　　｜　  263 ｜ +24.8% ｜
　　　｜　　水産物　　｜　2,757 ｜ +18.0% ｜
　　　｜--------------｜--------｜--------｜
　　　│　　りんご　　│　 134　｜ +55.0% ｜
　　　│　　牛　肉　　│　 110　｜ +34.6% ｜
　　　│　　緑　茶　　│　 101　｜ +29.6% ｜
　　　│　　コ　メ　　│　  22　｜ +56.4% ｜
　　　│　　丸　太　　│　  94　｜ +36.6% ｜
　　　│　　ホタテ　　│　 591　｜ +32.3% ｜
　　　│　　さ　ば　　│　 179　｜ +55.4% ｜

　                                     　　　　 （出典：財務省「貿易統計」）

　　平成27年の農林水産物・食品の輸出実績につきまして、概要をプレスリリースで
　も発表しております。
　　次のＵＲＬよりご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/160202.html

----------------------------------------------------------------------------
２．平成28年度における海外見本市（農林水産物・食品分野）の出展計画について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成28年度農林水産省補助事業による農林水産物・食品分野の海外見本市につき
　まして、出展計画をご案内いたします。
　　募集につきましてはジェトロのホームページ及び本メールマガジンにて、適宜ご
　案内いたしますので、当該国への進出・販路拡大にご関心のある事業者の皆様は、
　是非ご活用ください。

　　○平成28年度の海外見本市の出展計画
　　　　https://www.jetro.go.jp/ext_images/industry/foods/pdf/2016tradefair_sche
dule_20160127.pdf

　　○農林水産物・食品に関わるイベント情報
　　　　https://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/

　　※予算成立が前提となります。

----------------------------------------------------------------------------
３．米国向け日本産食品の輸入規制の緩和について
----------------------------------------------------------------------------

　　東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う米国向け日本産食品の輸入規制
　について、以下のとおり緩和されましたのでお知らせします。

　　○輸入停止の対象品目の縮小



　　　・福島県産小豆の輸入停止を解除（証明書の添付も不要）。

　　　・福島県産ヒガンフグの輸入停止を解除（フグ毒の関係で米国政府が輸入を認
　　　　めていないため、実質的に輸出不可）。

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

----------------------------------------------------------------------------
４．ミャンマー向けに輸出される牛肉の取扱施設の新規登録について
----------------------------------------------------------------------------

　　ミャンマー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】
　　・日本フードパッカー株式会社青森工場（施設番号：AO-1）

　　・スターゼンミートプロセッサー株式会社 青森工場 三戸ミートセンター
　　　（施設番号：AO-2）

　　・株式会社岩手畜産流通センター（施設番号：I-1）

　　・滋賀食肉センター（施設番号：S-1）

　　・新宮食肉センター（と畜場）／たつの市新宮食肉センター（食肉処理場）
　　　（施設番号：HG-2）

　　・日本フードパッカー株式会社 諫早工場（施設番号：NG-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．清酒製造業者の輸出概況（平成26年度調査）について
----------------------------------------------------------------------------

　　国税庁課税部酒税課より、清酒製造業者の輸出概況が公表されましたのでご案内
　いたします。
　　本調査は、平成26年10月１日時点での清酒製造業者を対象とし、以下の項目につ
　いて調査を実施し、まとめたものです。

　【調査項目】
　　（１）平成26年中の清酒の輸出の有無
　　（２）清酒の輸出数量（国・地域別）
　　（３）特定名称の清酒（以下「特定名称」という。）の輸出数量（国・地域別）
　　（４）平成25年以前の清酒の輸出の有無
　　（５）清酒の輸出の取引年数
　　（６）平成26年の清酒の輸出数量の対前年比
　　（７）（６）の結果となった理由
　　（８）今後の輸出の意向



　【調査期間】
　　　平成26年１月１日～12月31日

　　次のＵＲＬよりご参照ください。
　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/yushutsu/seishu_gaikyo/

----------------------------------------------------------------------------
６．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]=================================

　◆輸出へ向けた地理的表示（ＧＩ）セミナー

　　　平成27年年６月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示
　　（ＧＩ）法）」が施行されました。本制度は特定の地域で生産された産品の特徴
　　と生産地との結びつきを認め、その品質を保証すると共に、類似品から当該商品
　　を保護するものです。
　　　当セミナーでは、地理的表示法および登録状況等の紹介、ならびに欧州におけ
　　るＧＩ取組事例を通じた輸出における有用性を紹介します。ご関心の方はぜひご
　　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８日（月）14：00～16：30
　　【場所】ＴＫＰ京都四条烏丸カンファレンスセンター カンファレンスルーム２
　　　　　　（京都市下京区仏光寺通室町東入釘隠町247番コーエーレオビル２Ｆ）
　　【参加費】無料
　　【定員】50名
　　【申込締切】2016年２月４日（水）23：59

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

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kyo/bf80e26415904450.html

　◆日本茶輸出促進セミナー

　　　茶の輸出にチャレンジしたいとお考えの茶生産者、販売者等の皆様を対象とし
　　て日本茶の輸出状況、海外の日本茶市場の動向や嗜好、規制について、最新状況
　　を説明するセミナーを開催します。輸出の魅力やメリット、海外において日本茶
　　の需要がどれほど多いかを解説すると共に、実際に輸出に取り組まれている事業
　　者の方々から経験談も披露いただきます。セミナー後には、会場である大隅加工



　　技術研究センターのラボツアーも行います。
　　　茶の輸出に興味のある皆様は、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】セミナー　：2016年２月10日（水）13：30～15：50
　　　　　　ラボツアー：　　　　　　　　　　16：00～17：00
　　【場所】大隅加工技術研究センター会議室
　　　　　　（鹿児島県鹿屋市串良町細山田4938番地） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年２月５日（金）17：00

　　　・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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kag/8ed8ec18c4de3213.html

　◆「農林水産物・食品」輸出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。

　　○米子会場
　　【日時】2016年２月15日（月）13：30～15：50
　　【場所】米子コンベンションセンター　BIG SHIP　会議棟3階　第1会議室
　　　　　　（鳥取県米子市末広町294） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年２月12日（金）23：59

　　　・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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/ttr/a83b767e8f79ad41.html

　　○京都会場
　　【日時】2016年２月15日（月）14：00～16：00
　　【場所】京都リサーチパーク 4号館 ルーム1（京都市下京区中堂寺粟田町90）
　　【参加費】無料
　　【定員】80名
　　【申込締切】2016年２月10日（水）23：59

　　　・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 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓



　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kyo/b85285d4d73f429d.html

　　○出雲会場
　　【日時】2016年２月19日（金）13：30～15：30
　　【場所】出雲市役所 3階 大会議室（出雲市今市町70）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年２月12日（水）17：00

　　　・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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/mat/3c2277c333cb627e.html

　　○名古屋会場
　　【日時】2016年２月19日（金）14：00～16：00
　　【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18階）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年２月17日（水）23：59

　　　・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↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/nag/9a789194a969860d.html

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。
　　今号では平成27年１年間の輸出実績を掲載いたしました。皆様のご努力により、
　「中間目標7,000億円」を１年前倒しで達成しました。
　　また、平成28年度の海外見本市の出展計画についてもご案内しています。海外見
　本市以外にも、国内外の商談会や輸出に関するセミナーのイベントを開催しており
　ますので、ご興味のあるイベントには、是非、ご参加ください。

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


