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----------------------------------------------------------------------------
１．インドによる日本産食品の輸入規制の解除について
----------------------------------------------------------------------------

　　東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、インド向けに輸出される食品
　については、これまで全ての食品に対し、インド輸入時に放射性物質に関する全ロ
　ット検査が求められておりましたが、今般、当該規制を解除した旨の連絡がインド
　政府からあり、当該措置は平成28年２月26日から廃止されています。

　　これにより、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、インドにおいて追加的に
　取られていた輸入規制措置は全て撤廃されました。

　　詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/export/e_syoumei/india.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：花田、羽鳥
　　　　代表：03-3502-8111（内線4309）
　　　　ダイヤルイン：03-6744-2061
　　　　FAX：03-6738-6475

----------------------------------------------------------------------------
２．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】
　　＜殻付家きん卵＞
　　　・有限会社福岡ファーム (施設番号：PEFKO009)



　　＜卵製品＞
　　　・ゴールドエッグ株式会社 小平工場 （施設番号：13KO-001）
　　　・株式会社 岡崎鶏卵宮崎店 （施設番号：EPMYZC001）

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

----------------------------------------------------------------------------
３．ＵＡＥ向けに輸出される牛肉の取扱施設の新規登録について
----------------------------------------------------------------------------

　　ＵＡＥ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。
　　兵庫県では初の輸出を前提としたハラール認証の食肉処理施設です。

　【新規登録】
　　・三田食肉センター（兵庫県）

　　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．平成28年１月の農林水産物・食品の輸出実績について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成28年１月の農林水産物・食品の輸出額は524億円となり、前年同月と比較す
　ると4.7％の減少となりました。

　　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27年　｜　平成28年　｜　　　　｜　　　　　｜
　　｜　国・地域名  ｜　　１月　　│　　１月　　│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　  　549 　│　　　524 　│ 　 -26 │　 -4.7%  │
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　香港        ｜   　 131 　│   　 117 　│    -14 │　-10.7%  │
　　│　台湾        │      103 　│       96 　│     -7 │　 -6.8%  │
　　│　米国        │       72 　│       71 　│     -1 │　 -1.6%  │
　　│　中国        │　     48 　│   　  47 　│     -1 │　 -2.2%  │
　　│　韓国        │   　  37　 │       43 　│     +6 │　+17.0%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　　│　アセアン 　 │   　  89 　│       76 　│    -13 │　-15.0%  │
　　│　　ベトナム　│ 　     28  │     　 19  │      -9│　 -32.7% │
　　│　　タイ　　　│    　  25  │   　   24  │      -1│　  -3.4% │
　　│　ＥＵ        │   　  24 　│       27 　│     +3 │　+13.6%  │

　                                     　　　　 （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



----------------------------------------------------------------------------
５．農林水産物・食品輸出協力企業リスト
----------------------------------------------------------------------------

　　最近、農林水産省に寄せられる質問の多くに、「輸出したい商品があるが、輸送
　手段がないので教えてほしい」というものがございます。このように商社、物流会
　社などの輸出のパートナーをお探しの事業者の方々のために、ジェトロが農林水産
　物・食品の輸出を行う商社・貿易会社・船社（船舶代理店）・航空会社（航空代理
　店）・輸送会社・物流会社・海貨会社・フォワーダー・輸出梱包サービス会社・保
　険会社のリストを作成しておりますので、ご紹介いたします。

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　https://www.jetro.go.jp/industry/foods/trading_company_list.html

　　また、農林水産省としても、輸出に取り組む事業者の方々を対象に、「輸出総合
　サポートプロジェクト事業」として、ジェトロへの補助を通じ、様々な支援を行っ
　ています。

　　○輸出に関する情報を知りたい、相談がしたい。
　　　⇒ワンストップで農林水産物・食品の輸出に関する各種相談ができる窓口をご
　　　　利用になれます。また、海外での食品輸入規制・必要書類、食品表示等の規
　　　　格、市場の状況等について情報を得ることができます。（輸出相談窓口とし
　　　　てのワンストップステーション化）

　　　⇒海外在住の専門家や課題別専門家（ハラール、機能性食品等）から、新興市
　　　　場の開拓に向けた情報提供やアドバイスを受けられます。（海外プロモータ
　　　　ー、課題別専門家の設置）

　　　⇒国内において、食品輸出の専門家から輸出に向けた課題等についてアドバイ
　　　　スを受けられます（輸出プロモーターの設置）

　　　⇒農林水産物・食品の輸出に必要な手続き、海外のバイヤーとの商談の仕方な
　　　　どについての基礎的な内容のほか、ハラール、ＨＡＣＣＰ、ＧＩ等個別のテ
　　　　ーマについて、セミナー等を受講できます。（海外マーケットセミナー、商
　　　　談スキルセミナー等の開催）

　　○海外のバイヤーと商談がしたい。
　　　⇒輸出戦略の重点国・地域において開催される主要な「海外見本市」に設置し
　　　　た「ジャパンパビリオン」に出展し、多数の海外バイヤーと直接商談を行う
　　　　ことができます。（海外見本市への出展）

　　　⇒輸出戦略の重点国・地域で開催する「海外商談会」で、現地市場の状況を体
　　　　感しつつ、日本産食品の取引に関心を持つ現地のバイヤーと直接商談を行う
　　　　ことができます。（海外商談会の開催）

　　　⇒輸出戦略の重点国・地域から日本産食品の取引に関心を持つバイヤーを日本
　　　　に招聘して、生産現場の視察等を行いながら、国内で開催する商談会で直接
　　　　商談を行うことができます。（国内商談会の開催）

　　○海外に進出したが、現地の制度に困っている。
　　　⇒現地での事業展開が円滑化するよう、個々の企業努力だけでは解決が困難な
　　　　二国間の様々な課題の解決を図る海外連絡協議会に参加できます。（海外連
　　　　絡協議会の開催）

　　平成28年度に実施する事業に関しては以下のＵＲＬに掲載しています。
　　　https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html



　【お問い合わせ先】
　　輸出総合サポートプロジェクト事業の全体に係る事項について
　　・農林水産省　食料産業局輸出促進課
　　　　担当者：萩野、木下 
　　　　代表：03-3502-8111（内線4313）
　　　　ダイヤルイン：03-6744-1502
　　　　FAX：03-6738-6475

　　輸出に関する海外の制度・規則、マーケット情報の提供、セミナーなどジェトロ
　　事業の紹介
　　・ジェトロ　農林水産物・食品輸出相談窓口 
　　　　TEL：03-3582-5646 
　　　＜受付時間＞平日9時～12時/13時～17時（祝祭日・年末年始を除く）

----------------------------------------------------------------------------
６．日本在住外国人（中国、タイ、米国、英国）による日本食品評価調査について
----------------------------------------------------------------------------

　　日本産食品の輸出拡大に資することを目的に、日本在住外国人を対象として、コ
　メ、青果物、畜産物、水産物、日本茶、日本酒に対する評価の調査を、農林水産省
　の補助によりＪＥＴＲＯが実施しました。
　　本調査では各品目について、（１）インターネットによるアンケート調査、（２
　）日本産食品を試食した上でのインタビュー調査を実施しました。

　　・対象品目：コメ、青果物（ぶどう、フルーツトマト、しいたけ）、畜産物（鶏
　　　　　　　　肉、豚肉、卵、チーズ、ヨーグルト）、水産物（ぶり、秋鮭、かつ
　　　　　　　　お）、日本茶、日本酒

　　・対象者：米国、中国、タイ、英国出身の日本在住の方々820人

　　・主な質問項目：各品目の評価、嗜好、購入基準、それぞれの国での有効な販売
　　　　　　　　　　方法、食品を試食・評価の上で輸出の際にはどのようにアピー
　　　　　　　　　　ルすればよいか等

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/3f6b00e0aff51824.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
----------------------------------------------------------------------------

　　３月に行われる農林水産物・食品輸出関連のイベントを下記の通りご案内いたし
　ますので、下記ＵＲＬをご参照の上、是非ご応募下さい（本事業は、農林水産省補
　助事業の事業実施者である日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が行います。）

　【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 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

　◆台湾の食品市場セミナー

　　　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
　　略のために有益な情報を提供します。
　　　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17日（木）13：30～15：30
　　【場所】長野バスターミナル会館 4階 芙蓉・寿（長野市中御所岡田178-2）
　　【参加費】無料
　　【定員】50名
　　【申込締切】2016年３月15日（火）23：59

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ長野 （担当：石川）
　　　　　Tel：026-227-6080 Fax：026-224-2771 
　　　　　E-mail：ngn@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/ngn/107b5d964e13ecad.html

　◆木材輸出促進セミナー

　　　本セミナーでは、国産材輸出の現状や海外マーケットについての解説の他、実
　　際に輸出に取り組まれている事業者の方から事例を発表いただきます。
　　　すでに木材・木製品輸出に取り組んでいる皆様はもちろん、今後海外を視野に
　　入れている皆様もぜひご参加下さい。 
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年３月17日（木）13：30～16：05
　　【場所】アーバンポートホテル鹿児島 2階 ピコットA（鹿児島市小川町15-1）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年３月15日（火）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/44ee9a8548625484.html

　◆食品輸出に向けたハラールセミナー

　　　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、
　　市場実態等に関するジェトロ調査に基づき、イスラム食品市場開拓の考え方と留
　　意すべきポイントなどについて、具体的事例を交えて解説致します。
　　　この機会に、是非、本セミナーにご参加ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年３月18日（金）14：00～15：45
　　【場所】阪急グランドビル26階　 5・6号室（大阪市北区角田町8番47号）
　　【参加費】無料
　　【定員】100名
　　【申込締切】2016年３月17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/05c9e2120f230f01.html

　◆日本産酒類セミナー

　　　本セミナーでは、輸出とインバウンドにより外国人に日本産酒類を購入（消費
　　）してもらうことをテーマとしたセミナーを開催します。本セミナーは２部構成
　　で、第１部では輸出、第２部はインバウンドについての講演となっています。
　　　日本産酒類の輸出、インバウンドに関心のある皆様は、是非とも本セミナーを
　　ご活用下さい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年３月23日（水）14：00～16：30
　　【場所】名古屋プライムセントラルタワー 13階 第21会議室
　　　　　　（名古屋市西区名駅2丁目27-8） 
　　【参加費】無料
　　【定員】50名
　　【申込締切】2016年３月18日（金）23：59

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ名古屋 （担当：永田、小林、高橋）
　　　　　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/7bb1af61008f8e24.html

　◆青果物輸出セミナー

　　　本セミナーでは、青果物の輸出概況についての説明に加え、日ごろ青果物の輸
　　出に携わる貿易会社の方より、日本の青果物に対するバイヤーからの生の声や輸
　　出にあたっての注意点などについてお話しいただく予定です。

　　　青果物の輸出にご関心のある方、これから輸出をしたいとお考えの方はぜひこ
　　の機会にご参加ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年３月24日（木）13：30～15：00
　　【場所】石川県地場産業振興センター 新館5階 第13研修室（金沢市鞍月2-20）
　　【参加費】無料
　　【定員】30名
　　【申込締切】2016年３月22日（火）23：59

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ金沢 （担当：堺、作山）
　　　　　Tel：076-268-9601 Fax：076-268-9603 
　　　　　E-mail：kan@jetro.go.jp 

　　　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　　　https://www.jetro.go.jp/events/kan/fd6d29022e89a7a7.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、インド向け輸出の規制撤廃について掲載いたしました。この他にも各
　国の規制は急遽変更される場合がありますので、現地輸入業者等との連携を図りつ
　つご対応ください。本メールマガジンにおいても、随時、情報発信をしてまいりま
　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


