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【農林水産業の輸出力強化戦略について】
----------------------------------------------------------------------------
　　平成28年５月19日に農林水産業・地域の活力創造本部にて取りまとめられた農林
　水産業の輸出力強化戦略に基づき、輸出に取り組む皆様に対して一元的に情報をご
　提供する取組を進めております。その一環として、農林水産物・食品輸出に関連す
　る各省庁・関係機関等リンク集のページを作成いたしました(日本貿易振興機構(Ｊ
　ＥＴＲＯ)Ｗｅｂサイト内)。以下のＵＲＬよりご覧ください。

　○農林水産物・食品輸出の各省庁・関係機関等リンク集
　　　https://www.jetro.go.jp/industry/foods/link/

　　戦略については以下のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kyouka_senryaku/h28_senryaku.htm
l

----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------
１．「農林水産業の輸出力強化戦略」都道府県説明会について
----------------------------------------------------------------------------

　　先般取りまとめられました「農林水産業の輸出力強化戦略」につきまして、７月
　中旬より、順次、都道府県説明会を開催しております。是非、ご参加ください。
　　参加には事前登録が必要ですが、会場ごとに、開催日、お申込み方法、参加可能
　人数等が異なります。現在、以下の地方ブロック内都道府県での参加を募集してお
　りますので、参加を希望される都道府県の担当地方農政局等のプレスリリースをご
　確認ください。
　　その他の都道府県につきましても、募集が開始され次第、本メールマガジンでも
　ご案内いたします。

　　・北海道（帯広地域、旭川地域）
　　　　http://www.maff.go.jp/hokkaido/press/suisin/keiei/160704.html

　　・東海（岐阜県、愛知県、三重県）
　　　　http://www.maff.go.jp/tokai/press/renkei/160629.html



　　・九州（佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）
　　　　http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/keiei/zigyo/160706.html

----------------------------------------------------------------------------
２．九州産うんしゅうみかんの米国向け輸出解禁について
----------------------------------------------------------------------------

　　九州産（福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県）のうんしゅうみかんの米国向け輸
　出について、日米間の植物検疫協議の結果、ミカンバエを対象とした検疫措置を含
　む輸出植物検疫条件に合意しました。７月11日付けで、この輸出植物検疫条件を満
　たすことにより、九州からの米国向け輸出が可能となりました。

　　詳細は、以下のプレスリリースをご参照ください。

　　○プレスリリース
　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/160712_2.html

----------------------------------------------------------------------------
３．平成28年５月の農林水産物・食品の輸出実績について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成28年５月の農林水産物・食品の輸出額は547億円となり、前年同月と比較す
　ると1.7％の減少となりました。
　　この結果、平成28年１～５月の農林水産物・食品の輸出額（累計）は2,916億円
　となり、昨年の同期間（平成27年１～５月）に比べて0.4％の増加となりました。

　　主な内訳は、以下のとおりです。

　・主な国・地域別内訳
　　　                                                  　　（単位：億円）
　　│　　　　　　　│　平成27年　｜　平成28年　｜　　　　｜　　　　　｜
　　｜　国・地域名  ｜　１－５月　│　１－５月　│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　  2,903 　│　　2,916 　│ 　 +13 │　 +0.4%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　１│　香港        ｜   　 636 　│   　 667 　│    +31 │　 +4.9%  │
　２│　米国        │      450 　│      419 　│    -30 │　 -6.7%  │
　３│　台湾        │      358 　│      379 　│    +21 │　 +6.0%  │
　４│　中国        │　    362 　│   　 320 　│    -42 │　-11.6%  │
　５│　韓国        │   　 203　 │      212 　│     +9 │　 +4.3%  │
　６│　タイ　　　　│    　138   │   　 135   │     -3 │　 -2.2%  │
　７│　ベトナム　　│ 　   147   │      127   │    -20 │　-13.3%  │
　８│　シンガポール│ 　    80   │       87   │     +7 │　 +8.6%  │
　９│　オランダ　　│ 　    45   │       47   │     +3 │　 +6.0%  │
　10│　フィリピン　│ 　    36   │       47   │    +11 │　+31.3%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　　│　ＥＵ        │   　 149 　│      177 　│    +29 │　+19.3%  │

　                                     　　　　 （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



----------------------------------------------------------------------------
４．インストア・ショップ（海外マーケティング拠点事業）の商品募集について
----------------------------------------------------------------------------

　　日本産農林水産物・食品のマーケティングを支援することを目的とし、輸出先国
　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するマーケティン
　グ拠点（インストア・ショップ）を設置し、試験販売及びその結果について出品者
　へフィードバックします。今年度は、シンガポール、ＵＡＥ、フランス、米国にイ
　ンストア・ショップを設置する予定です。
　　以下のインストアショップの出品商品を募集しておりますので、以下の募集ペー
　ジから詳細をご確認の上、是非、ご応募ください。

　　○フランス
　　　【販売期間】平成28年９月～平成29年２月末
　　　【設置場所】Beaugrenelle、KIOKO、Mon panier d'Asie、UMAMI Matcha Cafe
　　　【募集締切】平成28年７月22日
　　　【募集ページ】
http://tatj.jp/news/%e8%be%b2%e6%9e%97%e6%b0%b4%e7%94%a3%e7%9c%81%e8%a3%9c%e5%8a
%a9%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%80%8c%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%96%b0%e8
%88%88%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91/

　　○シンガポール
　　　【販売期間】平成28年７月～平成29年２月での一定期間
　　　【設置場所】シンガポールにおけるスーパー、百貨店、見本市、カフェ、駅地
　　　　　　　　　下等で月替わりで開催
　　　【募集締切】平成28年７月22日
　　　【募集ページ】http://oishiidirect.com/

　　○米国
　　　【販売期間】平成28年８月５日～平成29年３月５日
　　　【設置場所】Seiwa Market Torrance店
　　　【募集締切】平成28年10月27日
　　　【募集ページ】http://www.jtb-matching.com/jfq2016/

　　○アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）
　　　【販売期間】平成28年８月15日～平成29年３月15日
　　　【設置場所】Stefanie Supermarket(Dubai Silicon Oasis)
　　　【募集締切】平成28年10月27日
　　　【募集ページ】http://www.jtb-matching.com/jfq2016/

　　平成27年度のインストア・ショップの内容につきましては、以下のＵＲＬよりご
　覧ください。

　　○平成27年度海外マーケティング拠点事業(インストア ショップ)の結果概要
　　　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_h27_zigyou/e_h27_kyoten_jigyou
.html

----------------------------------------------------------------------------
５．米国食品安全強化法（ＦＳＭＡ）セミナーについて
----------------------------------------------------------------------------

　　米国食品安全強化法（ＦＳＭＡ）は2011年に成立した米国の法律で、2016年９月
　19日から主要な規則の適用が、順次開始されます。米国で消費するすべての農林水
　産物・食品が対象となるため、米国向けに輸出している企業では、ＦＳＭＡへの必
　要な対応を実施していく必要があります。
　　本セミナーでは、入門編として、FSMAの概要について基本から説明し、今後、求
　められる対応について解説します。また、ＦＳＭＡ対応策を検討する前に理解して



　おくべき国内外の食品安全の情報についてもご説明します。
　　米国向けに農林水産物・食品の輸出を行っている方、これから食品安全にかかる
　社内体制の整備を検討している方、また海外営業・品質管理等の業務に従事してい
　る方等は是非ご参加ください。
    ※本事業は農林水産省補助事業として実施します。
　　　（ただし千葉、香川、盛岡を除く）

　＜山形＞
　【日時】2016年7月14日（木） 13時30分～16時00分
　【場所】食糧会館 おしどりＡ  2階（山形市旅篭町3-1-4）
　
　　詳細、お申込みはこちら↓　（外部リンク）
　　　http://mailmag.maff.go.jp/c?c=20366&m=96837&v=d8c8ba4c

　＜宮崎＞
　【日時】2016年7月21日（木） 15時00分～17時30分
　【場所】KITENビル8階コンベンションホール （宮崎市錦町1-10）
　
　　詳細、お申込みはこちら↓　（外部リンク）
　　　https://www.jetro.go.jp/events/myz/cd65dd8f5861fc2f.html

　＜神戸＞
　【日時】2016年7月26日（火） 14時00分～16時30分
　【場所】神戸商工貿易センタービル14階 第一会議室（神戸市中央区浜辺通5-1-14）
　
　　詳細、お申込みはこちら↓　（外部リンク）
　　　https://www.jetro.go.jp/events/kob/2e1ec10bc56f543b.html

　＜千葉＞
　【日時】2016年7月28日（金） 14時00分～16時30分
　【場所】千葉商工会議所14階 第1ホール
　　　　　（千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館）
　
　　詳細、お申込みはこちら↓　（外部リンク）
　　　https://www.jetro.go.jp/events/chb/578032dbf67ce4a3.html

　　このほか、今後以下の都市でも順次開催予定です。ジェトロのイベント情報で随
　時ご案内いたしますのでご確認ください。
　
　　○ジェトロイベント情報
　　　　http://mailmag.maff.go.jp/c?c=20367&m=96837&v=7d432a42

　　○今後の開催予定
　　　名古屋（8/1）岐阜（8/2）  横浜（8/5）  福岡（8/8）  広島（8/9）
　　　香川（8/25） 岡山（8/26） 長野（8/30） 
　　　徳島（9/2）　盛岡（9月）

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

　　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。下記ＵＲ
　Ｌ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 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

　◆「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー

　　　本セミナーでは、ＪＥＴＲＯがこれまで実施した商談会等での事例から見えて
　　きた、商談で成果を出すための重要ポイントについて、商談前後の流れに沿って
　　体系的にご説明します。
　　　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。

　　○帯広会場
　　【日時】2016年７月21日（木）15：00～17：00
　　【場所】とかちプラザ 402号室（帯広市西4条南13-1）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2016年７月15日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ北海道 （担当：井澤、王、西後）
　　　　　Tel：011-261-7434 Fax：011-221-0973 
　　　　　E-mail：sap@jetro.go.jp 

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/sap/c11b13c81605b8f2.html

　　○宮崎会場
　　【日時】2016年７月27日（水）15：00～16：30
　　【場所】KITENビル8階コンベンションホール （宮崎市錦町1-10）
　　【参加費】無料
　　【定員】40名
　　【申込締切】2016年７月25日（月）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ宮崎 （担当：中山、繪柳（エヤナギ））
　　　　　Tel：0985-61-4260 Fax：0985-25-3001 
　　　　　E-mail：myz@jetro.go.jp 

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/myz/7b9dac1ac0442e7b.html

　◆農林水産物・食品輸出マーケティング基礎講座

　　　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学ぶことができます。
　　　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。

　　○東京会場
　　【日時】１日目：2016年７月21日（木）10：00～17：30
　　　　　　２日目：2016年７月22日（金）９：00～17：30
　　【場所】ジェトロ本部５階 展示場（港区赤坂1-12-32 アーク森ビル）
　　【参加費】無料
　　【定員】60名
　　【申込締切】2016年７月15日（金）17：00



　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ農林水産・食品課 （担当：小池、帆足）
　　　　　Tel：03-3582-4966 Fax：03-3582-7378 
　　　　　E-mail：afa@jetro.go.jp 

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/afa/57372f1ae80a11fb.html

　　○札幌会場
　　【日時】１日目：2016年７月27日（水）10：00～17：30
　　　　　　２日目：2016年７月28日（木）10：00～18：20
　　【場所】北海道経済センタービル8階 Bホール（札幌市中央区北1条西2丁目） 
　　【参加費】無料
　　【定員】50名
　　【申込締切】2016年７月15日（金）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ北海道 （担当：関根、山本）
　　　　　Tel：011-261-7434 Fax：011-221-0973 
　　　　　E-mail：sap@jetro.go.jp 

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/sap/671126b52580bd3d.html

　◆食品輸出セミナー「英国・フランス・ドイツの日本食品市場」

　　　本スクールでは、現地にて日本企業からのお問い合わせ対応や商談サポートを
　　務める海外コーディネーター及び現地事務所所員を講師として、「英国・フラン
　　ス・ドイツの食品市場セミナー」を開催します。ＥＵ圏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。 
　　　ＥＵ圏への食品輸出にご関心のある皆様は、是非ご参加ください。
　　　また、セミナーの様子はオンラインでライブ配信されますので、是非ご視聴く
　　ださい。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　○東京会場
　　【日時】2016年７月26日（火）13：00～17：00
　　【場所】ジェトロ本部５階ABCD会議室（港区赤坂1-12-32 アーク森ビル）
　　【参加費】無料
　　【定員】150名
　　【申込締切】2016年７月26日（火）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ農林水産・食品課（担当：吉田、佐川、栗山）
　　　　　Tel：03-3582-4966 Fax：03-3582-7378
　　　　　E-mail：afb-seminar@jetro.go.jp 

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/afa/1fb1bdeed7849708.html

　　○名古屋会場
　　【日時】2016年７月26日（火）13：00～16：30
　　　　　　（16：30～個別相談会（事前申込制））
　　【場所】愛知県産業労働センター18階 セミナールーム
　　　　　　（名古屋市中村区名駅4-4-38） 
　　【参加費】無料
　　【定員】70名



　　【申込締切】2016年７月26日（火）17：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ名古屋 （担当：高橋、小林）
　　　　　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/2caeaee533c032ef.html

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。
　　農林水産業の輸出力強化戦略に関する都道府県説明会への参加者募集について掲
　載いたしました。７月中旬より、地方ブロック説明会を実施していない都道府県を
　中心に、順次、開催予定です。募集を開始し次第、本メールマガジンでもご案内い
　たしますので、是非、ご参加ください。

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