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

【配信アドレス変更のお知らせ】
　　日ごろから、ご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．韓国の輸入食品安全管理特別法（平成28年２月４日施行）について
----------------------------------------------------------------------------

　　韓国の輸入食品安全管理特別法（以下「本法」という）が、平成28年２月４日、
　施行されました。（規制の一部は平成28年８月４日適用予定。）
　　本法の主な内容をご紹介します。なお、本法の日本語仮訳についてはジェトロの
　ホームページをご参照下さい。
　　　https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/07001965.html

　　１．海外製造業所(※)に対する現地実態調査の実施（平成28年２月４日適用）
　　　　「韓国の食品医薬品安全処（以下、食薬処）長は、輸入食品の危害防止等の
　　　ため必要と認めた場合など、輸出国政府または海外製造業所と事前の協議を経
　　　て、海外製造業所に対する現地実態調査を行うことができる。」と規定されて
　　　います。（本法第６条）
　　　　今後、韓国の食薬処または食薬処が指定した食品衛生評価機関から、我が国
　　　の食品製造事業者に対し、現地実態調査の連絡がなされる可能性があります。
　　　　農林水産省としては韓国政府に対し、現地実態調査が実施される際には、当
　　　省に対し事前に連絡がなされるよう申し入れておりますが、事業者の皆様に韓
　　　国当局や韓国食品衛生評価機関等から直接連絡があった際には、農林水産省輸
　　　出促進課までお知らせ頂けましたら幸いです。
　　　　なお、平成27年の対韓国輸出金額は、アルコール飲料、水産物（ホタテ貝、
　　　たい等）、ソース混合調味料、菓子等が上位品目となっています。
　　　　詳細は次のＵＲＬにてご参照ください。
　　　　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html）



　　　　※「海外製造業所」とは韓国から見た海外の加工食品や健康機能食品等の製
　　　　　造業所で、日本国内の食品製造施設等が含まれます。

　　２．海外製造業所・製品の区分管理（平成28年２月４日適用）
　　　　通関段階の検査については、従来の一律検査と異なり、全ての海外製造業所
　　　・製品が、食品安全管理の水準に応じ３つに区分され、それぞれの区分に応じ
　　　て検査が行われます。（本法第21条）

　　　　＜輸入業者（取り扱う食品の海外製造業所の区分により分類される。）＞
　　　　（１）優良（書類検査のみ）：不適合履歴が無く、取り扱う食品の海外製造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　業所がＨＡＣＣＰ又はＨＡＣＣＰ同等以上の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全管理システムを導入している場合

　　　　（２）一般（５回精密検査）：最初の輸入時から再輸入５回目（注）まで精
　　　　　　　　　　　　　　　　　　密検査を実施

　　　　（３）特別管理（集中検査）：不適合履歴がある場合、最高30回（注）の精
　　　　　　　　　　　　　　　　　　密検査を実施

　　　　　（注）検査回数については韓国側に確認中。

　　　　　※精密検査とは、書類検査(２日)、官能検査(３日)、物理・化学・微生物
　　　　　　学的検査(10日)などを指します。

　　　　＜製品＞
　　　　（１）一般（現行水準）：最初の輸入時又は危害情報に基づき精密検査を実
　　　　　　　　　　　　　　　　施
　　　　　　　　　　　　　　　　※優良輸入業者が取り扱う輸入食品、優良製造業
　　　　　　　　　　　　　　　　　所が輸出する輸入食品等は、検査の全部又は一
　　　　　　　　　　　　　　　　　部が省略。

　　　　（２）注意（５回精密検査）：輸入不適合判定を受けた製品等（５回目(注)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで精密検査を実施）

　　　　（３）集中（30回精密検査）：特定危害物質を含む製品等（30回目(注)まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　精密検査を実施）

　　　　　（注）検査回数については韓国側に確認中。

　　　　なお、優良輸入業者や優良海外製造業所に登録された場合、食薬処ホームペ
　　　ージで社名が公表されるほか、通関時の検査が簡素化されることとなっていま
　　　すが、その詳細は未公表です。韓国に食品を輸出する国内の輸出事業者、食品
　　　製造業者におかれましては、適宜、本制度について韓国側輸入者にご照会の上
　　　ご対応ください。

　　３．海外製造業所の事前登録の義務化（平成28年８月４日適用予定）
　　　　食品の輸入業者、海外製造業所の設置・運営者は、名称、所在地、生産品目
　　　等を輸入申告の７日前までに食薬処に登録することが義務づけられます。（本
　　　法第５条）
　　　　この事前登録の義務化については、法の適用（平成28年８月４日予定）まで
　　　に、一定の猶予期間が設けられることとなっておりますが、具体的な手続き等
　　　に係る規程や登録用のインターネットサイト等は未だ整備されておりません。

　　本法の施行令、施行規則、その他の関連規則等の内容については、追加情報が得
　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

　　　・農林水産省　輸出相談窓口　問い合わせフォーム
　　　　　https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1241.html

----------------------------------------------------------------------------
２．「平成28年度農林水産物・食品輸出促進対策事業」のうち「新興市場等における
    マーケティング拠点事業」の公募について
----------------------------------------------------------------------------

　　国産農林水産物・食品（以下「農林水産物等」という。）のマーケティングを支
　援することを目的とし、輸出戦略の重点国・地域等の百貨店、スーパー等において
　農林水産物等の試験販売を実施し、現地消費者の嗜好を調査するマーケティング拠
　点（以下「インストア・ショップ」という。）を設置し、農林水産物等の試験販売
　（以下「試験販売」という。）及びその結果についての出品者へのフィードバック
　を行います。

　【事業を実施する国・地域】
　　　タイ（バンコク）、シンガポール、アラブ首長国連邦（ドバイ）、英国（ロン
　　　ドン）、フランス（パリ）及び米国（ロサンゼルス）

　【本事業の財源（予定）】
　　　300,000千円
      （各国・地域毎に１件を採択、１件当たりの補助金の上限は50,000千円）

　【公募スケジュール】
　　　○　公募期間　平成28年２月15日（月）～２月26日（金）

　　　○　公募参加表明書の提出期限
　　　　　平成28年２月24日（水）17:00

　　　○　公募締切（課題提案書等の提出期限）　
　　　　　平成28年２月26日（金）17:00

　　　○　公募に係る説明会の開催日時及び開催場所
　　　　  平成28年２月18日（木）10:00
　　　　　農林水産省共用第４会議室（本館１階、ドア番号：本112）

　　　　注１：　説明会への参加を希望される方は、「公募に係る説明会出席届」を
　　　　　　　農林水産省に提出する必要があります。
        　　　提出先、提出期限等については、公示をご参照ください。
　　　　注２：　事業の内容等について、ご不明な点等があれば、以下のお問い合
　　　　　　　わせ先にお気軽にご質問ください。

  公募の詳細については、以下のＵＲＬを参照ください。

　○　農林水産省ホームページ
　【ホーム > ご意見・お問い合わせ > 調達情報・公表事項 > 補助事業参加者の公
　　募 > 平成28年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち新興市場等における
　　マーケティング拠点事業の公募について】
　　　http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/160215_5.html



　　【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：萩野、渡邊、木下
　　　　代表：03-3502-8111（内線4330）
　　　　ダイヤルイン：03-6744-7045
　　　　FAX：03-6738-6475

----------------------------------------------------------------------------
３．メキシコ向けに輸出される牛肉の取扱施設について
----------------------------------------------------------------------------

　　メキシコ向けに輸出される牛肉の取扱施設について、新規登録等がありましたの
　でご案内いたします。

　【新規登録】
　　・株式会社ＪＡかごしま南薩工場（登録施設番号：K-4 ）

　【期限延長】
　　・株式会社岩手畜産流通センター（登録施設番号：I-1）
　　・株式会社群馬県食肉卸売市場（登録施設番号：G-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

----------------------------------------------------------------------------
４．香港向けに輸出される卵等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】
　　・キユーピータマゴ株式会社青森工場（施設番号：EPAOI001）
　　・ゴールドエッグ株式会社大阪工場（施設番号：EPOSA001）

　　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/

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

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

　◆「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テーションの方法、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。

　　○山口会場
　　【日時】2016年３月３日（木）13：30～15：30
　　【場所】（公財）山口・防府地域工芸・地場産業振興センター技術研修室Ａ・Ｂ
　　　　　　（防府市八王子2丁目8番9号） 
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年２月26日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ山口 （担当：若林、山縣）
　　　　　Tel：0832-31-5022 Fax：0832-33-3506 
　　　　　E-mail：yac@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/yac/9760985651a773c2.html

　　○大阪会場
　　【日時】2016年３月４日（金）13：30～15：30
　　【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
　　【申込締切】2016年３月３日（木）13：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ大阪本部事業推進課（担当：中西、田辺）
　　　　　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/87ec5b4ec519dfeb.html

　◆青果物輸出セミナー

　　　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。本セミナーでは、青果物の輸出動向、輸
　　出支援策、輸出試験の取組み（もも・かき）などを具体的に紹介します。
　　　多数の皆様の出席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３月７日（月）13：00～15：30
　　【場所】東京都中央卸売市場 大田市場事務棟9F第3会議室
　　　　　　（大田区東海三丁目2番1号）
　　【参加費】無料
　　【定員】100名
　　【申込締切】2016年３月４日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ農林産品支援課 （担当：竹内、吉村）
　　　　　Tel：03-3582-8348 Fax：03-3582-7378 
　　　　　E-mail：afc@jetro.go.jp  



　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/afc/6c2ca0436b2ba6c0.html

　◆台湾食品市場セミナー

　　　日本食品への関心が高まる台湾にて、日本企業からの問い合わせや商談サポー
　　トを務める海外コーディネーター（農林水産・食品分野）を講師とし、「台湾の
　　食品市場セミナー」を開催いたします。台湾の食品市場動向や輸出にあたっての
　　ポイントなど、今後の市場攻略のための情報を提供いたします。
　　　現地で活躍する専門家ならではの視点から、日本国内では意外と知られていな
　　い最新情報を入手する絶好の機会です。
　　　台湾への食品輸出にご関心のある皆様は、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３月10日（木）14：00～15：45
　　【場所】大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 10階 会議室1008
　　　　　　（大阪市北区中之島5丁目3-51） 
　　【参加費】無料
　　【定員】100名
　　【申込締切】2016年３月９日（水）13：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ大阪本部 事業推進課（担当：中西、田辺）
　　　　　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/d593053594a43968.html

━━━━━━━━━━━━━━━展示会・商談会━━━━━━━━━━━━━━━━

　◆台湾「FOOD TAIPEI 2016」ジャパンパビリオン

　　　台湾・台北市にて開催される「FOOD TAIPEI 2016」は、台湾最大級の食品見本
　　市で、台湾市場への販路開拓を目指す我が国企業等に大きなビジネスチャンスを
　　提供するため、昨年に続き「ジャパンパビリオン」を設置します。
　　　本見本市では、初めて輸出に取り組む事業者の方を対象に「ニューチャレンジ
　　ャー」を募集します。ニューチャレンジャーは、メイン通路沿いのオープンスペ
　　ースに商品を展示し、特典として、

　　　（１）出品料が１／４
　　　（２）共有の商談スペース
　　　（３）専属の通訳配置（1社1名）など

　　が利用可能で、これから台湾への輸出を始める企業の皆様にとって絶好の機会で
　　す。
　　　是非、ジャパンパビリオンへの出品をご検討下さい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年６月22日（水）～25日（土）
　　【場所】南港展示ホール（No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, 
　　　　　　Taipei City 11568, Taiwan (R.O.C.) ）
　　【参加費】以下のＵＲＬより詳細をご確認ください。
　　【申込締切】2016年２月29日（月）17：00

　　　・お問い合わせ先：



　　　　　ジェトロ 農林水産・食品事業推進課（担当：佐々木、井上）
　　　　　Tel：03-3582-5546　Fax：03-3582-7378
　　　　　E-mail：afb-foodtaipei@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/afb/c3206d28f30dbb4d.html

　◆「Summer Fancy Food Show 2016」ジャパンパビリオン

　　　米国・ニューヨークにて開催される米国最大級の高級食品見本市「Summer 
　　Fancy Food Show 2016」にジャパンパビリオンを設置し、日本産品を北米市場に
　　売り込むとともに、販路拡大を支援し、更なる米国向け日本産農林水産・食品物
　　の輸出拡大を目指します。
　　　是非、ジャパンパビリオンへの出品をご検討下さい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年６月26日（日）～28日（火）
　　【場所】Jacob Javits Convention Center Level 3（655 West 34th Street, 
　　　　　　New York, NY 10001）
　　【参加費】以下のＵＲＬより詳細をご確認ください。
　　【申込締切】2016年２月24日（水）16：00

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

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/afb/563d377afa56d166.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、韓国の輸入食品安全管理特別法について、掲載いたしました。これに
　限らず、各国への輸出環境は大きく変更になる場合があります。輸出に関わる皆様
　の活動にも多大な影響を及ぼす可能性がありますので、本メールマガジンにおきま
　しても適宜ご案内してまいります。

****************************************************************************
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 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


