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（１）パンフレット「みどりの食料システム戦略～いつもの食を、いつまでも～」を作成しました。 
▽北海道農政事務所は、多くの方に「みどりの食料システム戦略」を知っていただくために、イラス
トを交えたパンフレットを作成しました。是非ご覧ください。 
https://www.maff.go.jp/hokkaido/midori/pamphlet.html#PT  
 
（２）食品輸出オンライン商談会開催の御案内～参加事業者を募集中です！～ 
▽ジェトロでは、２月 27 日から３月３日の５日間、世界 23 カ国 46 名の海外バイヤーとの事前マ
ッチング形式のオンライン食品輸出商談会を開催します！ 

日本の農水産物、食品の輸出に取り組みたい事業者様におかれましては、この機会に奮ってご参
加ください。世界各国のバイヤーに売り込むチャンスですので、新たな海外取引先を開拓したいと
いう意欲のある方のご参加をお待ちしております。 
※本事業は農林水産省補助事業として実施します。 
https://www.jetro.go.jp/events/afb/991a0b287b21fd6a.html  
 
◆会期：令和５年２月 27 日（月曜日）から３月３日（金曜日）８時 00 分から 21 時 00 分（予定） 
※上記日程の中で日本側事業者と海外バイヤーの都合に合わせて商談日時を決定します。 
（時差により開催時間帯以外での商談が発生する可能性がありますので予めご了承ください。）  
◆場所：オンライン開催 
◆対象商品：日本の農水産物・食品全般 
◆応募対象： 
  農林水産物、食品、飲料の輸出に意欲のある農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通（輸
出）事業者 
◆商談先（参加バイヤー）： 
  海外の日本食品関連企業（輸入卸売業・小売業等）46 社程度（予定） 
◆実施形式： 
  事前マッチング方式（オンライン形式） 
  ※申込事業者、バイヤー双方の希望を踏まえジェトロが事前に商談を組みます。 



  ※参加者（日本側事業者）のパソコン等端末からジェトロが指定するオンライン会議システム
(Zoom)へ接続し、海外バイヤーとビデオ通話型の商談を行っていただきます。 

※日本語を話さないバイヤーの場合、ジェトロが通訳を手配します。（無料） 
◆募集定員： 
  120 社・団体程度（予定） 
  ※定員に達した場合は、申込締切日を待たずに予告なく募集を終了させていただくことがあり
ます。あらかじめご了承ください。 
◆参加費：無料 
  ※商談に伴う通信費、商談に使用する資料・機材準備費等、サンプル等の準備など、本商談会へ
の参加にあたって発生する諸費用については、皆様にてご負担ください。 
◆申込締切日：令和４年 12 月１日（木曜日）12 時 00 分 
◆詳細・お申込み： 
https://www.jetro.go.jp/events/afb/991a0b287b21fd6a.html  
 
◆お申し込み、当イベントに関するお問い合わせ 
  ジェトロ農林水産・食品事業推進課 
 担当：藤川、杉本（祥）、中村 
 Tel：03-3582-8356 
  E-mail：afb_foodex@jetro.go.jp 
 （受付時間：9 時 30 分から 17 時 00 分 ※土曜・日曜日、祝日は翌営業日以降の対応となります。） 
 
◆輸出に関する各国の規制や制度等についてのお問い合わせ 
 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 00 分から 12 時 00 分/13 時 00 分から 17 時 00 分（祝祭日・年末年始を除
く）） 
 最寄りのジェトロでもご相談を受け付けています。 
 
（３）（国税庁事業）日本産酒類輸出オンライン商談会の御案内 
▽国税庁（実施：ジェトロ）は、輸出を目指す酒類事業者の皆様に海外バイヤーとの商談機会を提供
すべく、今後の輸出拡大が期待されるフロンティア地域のバイヤーとの日本産酒類輸出オンライン
商談会を開催します。 

今回は、スイス及びイタリアが対象国となりますので、ご関心のある事業者様におかれましては、
是非ご応募ください。 
 
■概要 
（ア）（国税庁事業）スイス・ 日本産酒類輸出オンライン商談会 
◇実施日 ：令和５年２月７日（火曜日）から 13 日（月曜日） 
◇商談方法：オンライン商談 
◇対象国 ：スイス 



◇対象品目：日本産酒類全般（日本酒、焼酎・泡盛、ビール、リキュール、ワイン、ウイスキー、ス
ピリッツ等） 
◇募集対象：日本産酒類事業者・団体 
◇参加費 ：無料 
 
【留意事項】 
スイス商談会では、バイヤーの希望によりオンライン商談前の商品サンプル送付が求められる場合
があり、任意ですが商談日に間に合うよう自社で手配いただく必要があります。輸送方法等に関す
る詳細は商談決定後にジェトロよりご案内しますが、発送に係る費用は出品者のご負担となります。 
 
◇参加予定バイヤー：以下４社  
・UCHITOMI：1990 年設立、スイス最大の日本食専門輸入卸・小売業者。 
・Silverbogen：2010 年設立、スイス最大規模の蒸留酒専門輸入卸。 
・K. Lee Trading：2003 年設立、主に日本・韓国の食品・化粧品・雑貨を扱う輸入卸・小売業者。 
・FOODEX：フランスで最大規模の日本食材輸入卸会社 FOODEX のスイス子会社。 
 
◇詳細・申し込み：https://www.jetro.go.jp/events/afg/7223db0d25b6a800.html  
◇申込締切：令和４年 12 月 14 日（水曜日）12 時 00 分 
 
(イ)（国税庁事業）イタリア・ 日本産酒類輸出オンライン商談会 
◇実施日 ：令和５年１月 30 日（月曜日）から２月３日（金曜日）  
◇商談方法：オンライン商談  
◇対象国 ：イタリア  
◇対象品目：日本産酒類全般（日本酒、焼酎・泡盛、ビール、リキュール、ワイン、ウイスキー、ス
ピリッツ等）  
◇募集対象：日本産酒類事業者・団体  
◇参加費 ：無料  
 
◇参加予定バイヤー：以下バイヤー５社 （今後変更・追加となる可能性有り）  
・Zafferano distribuzione srl：イタリア国内でワイン、スピリッツ、リキュールを取り扱うディスト
リビューター。  
・Gruppo Meregalli：1856 年以来、ワイン・スピリッツ・リキュール・シャンパーニュの販売にお
いて、Ho.Re.Ca.分野をリードしてきた企業。 
・Milano Sake srl：2014 年、日本酒にパッションのあるイタリア人 Fabio 氏が日本酒専門のインポ
ーターとしてミラノに設立。日本酒の他日本産リキュールも取り扱い。  
・Firenze Sake s.r.l.： 日本酒にパッションのあるイタリア人 Giovanni 氏が日本酒専門のインポー
ターとしてフィレンチェに設立。SNS を使った情報発信が強み。  
・Sibataya Italy s.r.l.：東京の柴田屋酒店のミラノオフィス。日本食材を広く扱っており、イタリア
国内の日本食レストランに販路を有する。  
 



◇詳細・申し込み：http://www.jetro.go.jp/events/afg/c53e1a0952b19896.html  
◇申込締切：令和４年 12 月 12 日（月曜日）12 時 00 分 
 
■ウェビナー実施 
商談会開催に先立ちまして、12 月１日にウェビナー「（国税庁事業）スイス・イタリアへの日本産酒
類輸出の可能性」を実施いたします。ご関心ございましたら是非ご参加ください。 
◇詳細・申し込み：https://www.jetro.go.jp/events/afg/a57c24681a022eeb.html  
◇申込締切：令和４年 11 月 29 日（火曜日）17 時 00 分 
 
■お問い合わせ 
ジェトロ農林水産・食品戦略的商流構築課（神東（じんどう、福士（ふくし）、花輪） 
TEL：03-3582-8348 
Ｅ-mail：afe_event@jetro.go.jp 
 
（４）【ウェビナー】（品目別セミナー）米国向け・醤油の輸出における米国食品安全強化法（FSMA）
への対応 
▽日本から米国へ食品を輸出する際に必要な FSMA の概要について、米国市場および日本からの食
品輸出について豊富な知見を持つ専門家が醤油のハザード分析を通して説明します。米国市場への
進出を検討されている醤油の事業者様に向けて、今後のビジネスの準備にお役立ていただきたく、
ぜひご視聴ください。 
https://www.jetro.go.jp/events/afg/5e20a00f547a5a7d.html  
 
◇日 時：令和４年 12 月６日（火曜日）13 時 10 分から 15 時 00 分（日本時間） 
◇形 式：オンライン開催（ライブ配信）  
◇使用ツール：Zoom（後日、ジェトロ・ウェブサイト上でオンデマンド配信予定） 
◇概要：日本から米国へ食品を輸出する際に必要な FSMA の概要について、米国市場および日本か
らの食品輸出について豊富な知見を持つ専門家が醤油のハザード分析を通して説明します。 
 
第一部：講義セッション 約 90 分 
・はじめに 
・日米の食品安全・HACCP 関連規則・Codex HACCP 
・米国食品安全強化法（FSMA）/食品安全計画の中身 
・FDA その他規則 
第二部：質疑応答セッション 約 20 分 
 
※主なターゲット顧客：今後海外への販路拡大に意欲のある醤油事業者、関連団体、商社 
※講師：合同会社グローバリューション 代表社員/ジェトロ輸出プロモーター村井 京太 氏 
 
■お申込み方法等、詳細は以下よりご確認ください。 
https://www.jetro.go.jp/events/afg/5e20a00f547a5a7d.html  



  
■申込締切：令和４年 12 月１日（木曜日） 12 時 00 分 
 
■お問い合わせ 
ジェトロ農林水産・食品戦略的商流構築課 （担当：神東（じんどう）、花輪） 
 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
 
▽北海道農政事務所及び各地域拠点で、Web サイトを開設しています。地域の取組や身近な情報の
発信などを行っていますので、ぜひご覧ください。 
 
〇北海道農政事務所（https://www.maff.go.jp/hokkaido/） 
○札幌地域拠点（https://www.maff.go.jp/hokkaido/sapporo/index.html）  
○函館地域拠点（https://www.maff.go.jp/hokkaido/hakodate/index.html）  
○旭川地域拠点（https://www.maff.go.jp/hokkaido/asahikawa/index.html） 
○釧路地域拠点（https://www.maff.go.jp/hokkaido/kushiro/index.html） 
○帯広地域拠点（https://www.maff.go.jp/hokkaido/obihiro/index.html）  
○北見地域拠点（https://www.maff.go.jp/hokkaido/kitami/index.html）  
 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
◇北海道農政事務所メールマガジン「ホカグリ通信」では、配信登録者を募集しています。ぜひお知
り合いにもご紹介ください。 
◇メールマガジンの配信をご希望の方はこちら 
https://www.maff.go.jp/hokkaido/merumaga/index.html 
◇バックナンバーはこちら 
https://www.maff.go.jp/hokkaido/merumaga/hok_agri_tsuushin.html 
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