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2018年 1月 

台湾における和牛プロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大にぜひご参画ください～ 

 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

和牛プロジェクトチーム 

 

１．事業概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では台湾への日本産和牛の輸出を拡大するため、日本産和牛の 

差別化ポイントを訴求する現地でのプロモーションを 2018年 2月（旧正月）に開始予定です。このプロモーションに参加 

いただき、現地でのディストリビューションを拡げていただける事業者の方を募集致します。事業内容の詳細については、別紙

「台湾における日本産和牛プロモーションのご案内※」に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

FOODOが行う消費者向けマーケティング施策を、自社の輸出拡大に活用することができます。 

- JFOODOが開発したオールジャパンとしての和牛の広告や店頭 PR等の制作物を使用することができます。自社商談 

への活用や、プロモーションのスケジュールに販売活動を連動させることができます。 

- プロモーションに合わせて制作するウェブサイト等に、お取引先（外食店・小売店）情報が優先的に掲載されます。 

- 消費者の購入ニーズの高まりに合わせた情報提供が実現します。 

- JFOODO が和牛プロモーションのイベントを実施する際に、自社製品の試供などの機会があります。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

‐ 日本産和牛を取り扱っており、台湾向けに輸出を拡大できること 

＜留意事項＞ 

- JFOODO が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

- プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

- 現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる 

問い合わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-maill 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

■本事業にかかる問い合わせ先■ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課   担当者：吉村、岸本 

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8345 FAX: 03-3584-6310  MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_wagyu
mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


 

 

 

 

2018年 1月 

 

香港における水産物（ハマチ（ブリ）・ホタテ・タイ等）プロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大にぜひご参画ください～ 

 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

水産物プロジェクトチーム 

 

１．概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では香港への水産物の輸出を拡大するため、ハマチ（ブリ）・ホタテ・ 

タイ等を中心とした水産物の差別化ポイントを訴求する現地でのプロモーションを 2018年 1月下旬より開始予定です。 

このプロモーションに参加いただき、現地でのディストリビューションを拡げていただける事業者の方を募集致します。事業内容の

詳細については、別紙「香港におけるブリ（ハマチ）・ホタテ・タイプロモーションのご案内※」に掲載しておりますのでご参照 

ください。 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

JFOODOが行う消費者向けマーケティング施策を、自社の輸出拡大に活用することができます。 

- JFOODOが制作した水産物の広告や店頭 PRなどのプロモーションコンテンツを、自社の商談に活用できます。 

- JFOODO が水産物プロモーションのイベントやワークショップを実施する際には、サンプリングや試験販売において、 

自社製品が優先されます。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

① 日本産ハマチ（ブリ）・ホタテ・タイを取り扱っていること 

② 今後、香港向けに輸出を拡大できること 

③ 海外への販路拡大が経営戦略下にあり、海外向け商流・物流構築への準備が可能であること 

＜留意事項＞ 

-  JFOODO が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

-  プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

-  現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる 

問い合わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-maill 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_seafood
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

 

 

 

■問い合わせ先■ 

＜本事業ならびに JFOODOの取組に関するもの＞ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課  担当者：渕田、平本 

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8345 FAX: 03-3584-6310 MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


 

 

 

2018年 1月 

 

米国における日本茶プロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大にぜひご参画ください～ 

 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

日本茶プロジェクトチーム 

 

１．概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では米国への日本茶の輸出を拡大するため、日本茶の差別化ポイント 

を訴求する現地でのプロモーションを 2018年 3月より開始予定です。このプロモーションに参加いただき、現地でのディストリ 

ビューションを拡げていただける事業者の方を募集致します。事業内容の詳細については、別紙「米国における日本茶プロモー

ションのご案内※」に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

JFOODOが行う消費者向けプロモーション施策を、自社の輸出拡大に活用することができます。 

- JFOODO が制作する日本茶の新たな魅力を伝える特設サイト内に、参加事業者のホームページや製品の 

販売先のリンクを掲載できます。 

- JFOODO が制作するコンテンツ中で、参加企業の製品が優先されます。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

① プロモーションの対象製品は、日本産茶葉を 100%使用していること（ただし、加工用途は除く） 

② 現在、大手EC（Amazon、eBay 等）に出店やウェブ通販で、米国向けに販売していること 

③ 今後、米国向けに輸出拡大するための十分な供給余力があること 

＜留意事項＞ 

- JFOODO が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

- プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

- 現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる 

問い合わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

 

 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-maill 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

■本事業にかかる問い合わせ先■ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課 担当者：遠藤、吉村 

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8345 FAX: 03-3584-6310  MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_greentea
mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


 

 

 

2018年 1月 

フランス、米国における日本産米粉プロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大に是非ご参画ください～ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

日本産米粉プロジェクトチーム 

 

１．概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）ではフランス及び米国への日本産米粉の輸出を拡大するため、 

日本産米粉の差別化ポイントを訴求し、主に小麦粉製品を代替する原料としての現地でのプロモーションを 2018年 2月 

から開始予定です。このプロモーションに参加いただき、現地でのディストリビューションを拡げていただける事業者の方を募集 

致します。事業内容の詳細については、別紙「フランス、米国を起点とした日本産米粉プロモーションのご案内※」に掲載して 

おりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

JFOODOが行う日本産米粉のプロモーション施策にご参加いただくことにより、ターゲット国での認知度向上、輸出拡大に 

活用いただけます。 

- JFOODO が実施するプロモーションにおいて、外食事業者に対して自社製品の特長や、海外における代理店や 

取り扱いショップの情報が優先的に紹介されます。 

- 海外展示会や講演会などのイベントでは、自社製品の試験販売をする機会が得られます。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

① 日本産の米を１００％ 使用した米粉を製造していること 

② フランス、米国向けに輸出を拡大できること 

③ 製パン性・加工性に優れた微細粉の米粉であること（詳細はお問合せ下さい） 

④ 海外向け商流・物流構築への準備が可能であること 

＜留意事項＞ 

- JFOODO が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

- プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

- 現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる問い合

わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-maill 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

■本事業にかかる問い合わせ先■ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課  担当者：宇野、林 

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8344 FAX: 03-3584-6310  MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_komeko
mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


 

 

 

2018年 1月 

英国における日本酒プロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大にぜひご参画ください～ 

 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

日本酒プロジェクトチーム 

 

１．概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では英国へ日本酒の輸出を拡大するため、日本酒が飲食シーンで 

他の酒類よりも選ばれやすくなること、および消費者が好みの味の日本酒を選びやすくなることを実現するような、現地での 

プロモーションを 2018年 2月末から開始予定です。 

このプロモーションに参加いただき、現地でのディストリビューションを拡げていただける事業者の方を募集致します。 

事業内容の詳細については、別紙「英国における日本酒プロモーションのご案内※」に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

JFOODO が行う消費者向けマーケティング施策を、自社の輸出拡大に活用することができます。 

╺ JFOODO が開発したオールジャパンとしての日本酒の広告や店頭ツール等の制作物を、商談に活用することが 

できます。 

╺ プロモーションに合わせて開発する日本酒の情報を発信するWEB サイトにおいて、製品やブランドについての 

情報を発信する機会を優先的に提供します。 

╺ JFOODO が行うイベントで、製品を優先的に採用します。 

╺ 広告・PR の動画や静止画で、製品画像等を優先的に採用します。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

① 現時点で既に英国向けに輸出を行っている、又はプロモーションの実施時期までに英国向けの輸出を行う計画がある 

② 今後、英国向けに輸出を拡大できる 

 

以下の要件を満たしている製品が対象となります。 

① 現時点で既に英国向けに輸出されている、又はプロモーションの実施時期までに英国向けに輸出される計画がある 

② 日本産の特定名称酒 

③ 製品本来の美味しい味を保つための適切な輸送・保管・提供がなされていることが確認できる製品 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-mail 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

＜留意事項＞ 

╺ JFOODO が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

╺ プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

╺  現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる 

問い合わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

■本事業にかかる問い合わせ先■ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課   担当者：塚田 

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8345 FAX: 03-3584-6310  MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_sake
mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


 

 

 

2018年 1月 

欧米及びアジアにおける日本ワインプロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大にぜひご参画ください～ 

 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

日本ワインプロジェクトチーム 

 

１．概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では欧米及びアジアへの日本ワインの輸出を拡大するため、日本ワインの

差別化ポイントを訴求する現地でのプロモーションを 2018年 2月開始予定です。このプロモーションに参加いただき、現地で

のディストリビューションを拡げていただける事業者の方を募集致します。事業内容の詳細については、パンフレット※に掲載して 

おりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

JFOODOが行う日本ワインのソムリエ向けプロモーション施策にご参加いただくことにより、ターゲット国での認知度向上、 

輸出拡大に活用いただけます。 

- JFOODO が実施するプロモーションを通じて、自社製品特長などの情報を紹介するなど、海外販路拡大に 

活用できます。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

① 日本ワインを生産していること（国税庁が定める日本ワインの定義に準じた日本ワインを生産していること） 

② 輸出を拡大できること 

③ 国際コンクールに出品した経験があること 

④ 海外向け自社製品の商流・物流があること 

⑤ 海外におけるプロモーションに参画し、自ら販路拡大のための活動を積極的に実践する意思があること 

＜留意事項＞ 

- JFOODO自身が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

- プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

- 現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる 

問い合わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-maill 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

■本事業にかかる問い合わせ先■ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課  担当者：坂根、林  

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8344 FAX: 03-3584-6310  MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_wine
mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


 

 

 

2018年 1月 

米国における日本産クラフトビールプロモーションのご案内 

～オールジャパンでの輸出拡大にぜひご参画ください～ 

 

  日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

クラフトビールプロジェクトチーム 

１．概要 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では米国へのクラフトビールの輸出を拡大するため、日本産クラフトビール

の差別化ポイントを訴求する現地でのプロモーションを開始予定です。このプロモーションに参加いただき、現地でのディストリ 

ビューションを拡げていただける事業者の方を募集致します。事業内容の詳細については、別紙「米国でのクラフトビールブーム

に乗った日本産クラフトビールプロモーションのご案内※」に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

２．参加によるメリット 

JFOODOが行う日本産クラフトビールの各種プロモーション施策にご参加いただくことにより、自社商品の輸出拡大に 

活用いただけます。 

- JFOODO が制作する日本産クラフトビールのガイドブックにおいて、参加事業者の製品が優先的に掲載されます。 

- 各種イベントの実施に際しては、参加事業者のブランドが優先されます（イベントなどの参加条件については別途設定、

ご案内します）。 

 

３．参加の条件と留意事項 

以下の要件を満たしている事業者が対象となります。 

① 自社ブランドとして日本でクラフトビールを生産していること（現地生産品は除外） 

② 米国向けの商流が既にある、あるいは販路開拓が経営戦略下にあり、商流・物流構築の準備が可能であること 

③ 今後、米国向けに輸出を拡大できること 

＜留意事項＞ 

- JFOODO が個々の製品の営業活動や商流開拓を行うことはありません。 

- プロモーション参加費は一切不要です。但し、プロモーション施策によっては参加者様に渡航費等の費用が発生 

いたします。 

- 現在輸出をしていないが今後取り組むべく輸出手続き等の相談をしたい事業者の方は、下記「本事業にかかる 

問い合わせ先」の「ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口」をぜひご活用ください。 

 

 

 

※詳細をご覧いただくにあたり、以下フォームにご入力ください。ご登録完了後、入力いただいた E-maill 宛に各プロジェク

トの詳細案内書へのアクセス URL をご連絡します。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/access_to_brochure


 

 

 

４．参加申し込みの方法 

ホームページ上の参加申込書に記載の上、JFOODO まで送信ください。 

 

■本事業にかかる問い合わせ先■ 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 海外プロモーション事業課 

担当者：河野、米川、坂根、谷口 

住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル ジェトロ内 

TEL: 03-3582-8344 FAX: 03-3584-6310  MAIL: JFB@jetro.go.jp 

 

<輸出手続き、海外の制度・規則、マーケット情報、ジェトロ事業に関するもの> 

ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口（https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html） 

TEL: 03-3582-5646 

※もしくは、お近くのジェトロ国内事務所（https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html）をご利用ください。 

 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jfa/application_beer
mailto:JFB@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html

