
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 8 月 5 日 No.91 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆JETRO の日本産農林水産物・食品の海外販路開拓を目指 
す企業様に向けた支援策について New! 
・企業・商品情報データベース登録について 
 
・日本産農林水産物・食品サンプル展示 and オンライ 
ン商談会について 

 
◆食の国際商談会「大交易会」の開催について New! 
 

【全般】 
◆「2021 年 1-6 月（上半期）の農林水産物・食品の輸出 

実績」について New! 

 

◆日本の高病原性鳥インフルエンザの清浄化宣言につい 
て New! 

 
○再掲情報 
【全般】 
◆国産原材料の需要拡大及び輸出促進による需要創出に 

向けたキックオフ大会の開催及び参加者の募集につい 
て 

 

【輸出事業者向け】 

◆中国向けに食品を輸出するためには企業の登録が必要 
になります 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 7 月 30 日現在 5,100 件を 

超えました！New! 
 

★「GFP 輸出物流セミナーfrom 南九州（7/20）」講演動 
 画・講演資料をアップしました New! 

  
  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
━━━━━━ 
新着情報  

━━━━━━ 
【輸出事業者向け】 
◆JETRO の日本産農林水産物・食品の海外販路開拓を目指 

す企業様に向けた支援策について New!  
（ジェトロへリンク） 
・企業・商品情報データベース登録について 

ジェトロ農林水産・食品部では、日本産農林水産物・ 

食品の輸出拡大のため、オンラインでの各種見本市や 

商談会を実施しており、海外販路開拓を目指す企業様 

に向けて、企業商品データを登録いただけるデータベー 



スを運営しています。 

  本データベースに企業商品データを登録いただくこ 

 とにより、ジェトロ招待バイヤー専用オンラインカタ 

ログサイト「JAPAN STREET」にも掲載し、海外バイヤー 

からの引き合い獲得を促進します。 

データベース登録はこちら 

 

・日本産農林水産物・食品サンプル展示 and オンライ 
ン商談会について 

  ジェトロでは、現地に常設の日本産食品サンプル 

ショールームを設置し現地バイヤーを誘致し、商品サ 

ンプルに関心を示した現地バイヤーとのオンライン商 

談会を常時実施するほか、集中商談期間を設けること 

で日本産農水産物・食品の取扱い事業者の新規参入・ 

販路拡大を目指します。 

現在募集中のサンプルショールーム（※いずれもベト 

ナム）の詳細 

・ホーチミンはこちら 

・ハノイはこちら 

 

◆食の国際商談会「沖縄大交易会」の開催について New! 
（沖縄大交易会オフィシャル HP へリンク） 

  沖縄県では、沖縄の地理的優位性を活かした国際物流 
 貨物ネットワークを活用し、日本全国の特産品等の海外 

販路拡大につなげていくことを目的に、日本最大規模の 
「食」をテーマとした国際商談会である「沖縄大交易会」 
を開催しています。 

 申込方法等詳細はこちら↓ 

https://www.gotf.jp/ 

 

【全般】 

◆「2021 年 1-6 月（上半期）の農林水産物・食品の輸出 
実績」について New! （農林水産省へリンク） 

  農林水産省は、「2021 年 1-6 月（上半期）の農林水産 
物・食品の輸出実績」を取りまとめました。 

2021 年 1-6 月（上半期）の農林水産物・食品の輸出額 
は、5,773 億円、前年同期比 31.6％の増加となりました。 

詳細はこちら 

 

◆日本の高病原性鳥インフルエンザの清浄化宣言につい 
て New! （農林水産省へリンク） 

  我が国が令和 3 年 6 月 30 日付けで提出した高病原性 
鳥インフルエンザの清浄化宣言が国際獣疫事務局（OIE） 
のウェブサイトに掲載されました。清浄化に伴い、家き 
ん由来製品の主な輸出国、地域への全国からの輸出が可 
能となっています。 

 詳細はこちら 
 

━━━━━━ 
再掲情報  

━━━━━━ 
◆国産原材料の需要拡大及び輸出促進による需要創出に 

向けたキックオフ大会の開催及び参加者の募集につい 
て 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/53ce9139f898f936.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/c58f919b18b3af04.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/49ddcd1e4734318e.html
https://www.gotf.jp/
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/210803.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210729.html


 （北陸農政局へリンク） 

北陸農政局では、令和3年8月18日（水）に、金沢国税 

局、関東信越国税局、北陸地方整備局、関東経済産業局、 

中部経済産業局、近畿経済産業局との共催により「国産 

原材料の需要拡大及び輸出促進による需要創出に向けた 

キックオフ大会」をオンラインにより開催します。 

農林水産物・食品の輸出に既に取り組んでいる方やこ 

  れから取り組もうと考えている方、あるいは輸出に関心 

はあるものの不安を抱いている方など、ご興味のある方 

は、是非お申し込みください。 

【開催日時】令和3年8月18日（水）14時00分～16時00分 

【開催方法】オンラインによる開催（Microsoft Teams） 

【申込締切】令和3年8月13日（金）12時まで 

お申込み方法等詳細はこちら（北陸農政局へリンク） 

 
◆中国向けに食品を輸出するためには企業の登録が必要 

になります （農林水産省へリンク） 
 中国向けに食品を輸出するにあたり、来年１月１日か 
ら、中国において食品製造等企業の登録を求める規制が 
施行予定となっています。なお、申請の受付が開始され 
ましたら、お知らせいたします。 
規制の内容や農水省への登録手続き等の詳細は、こちら 

 

━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
  GFP とは、Global Farmers/Fishermen/Foresters/ 

Food Manufacturers Project の略称であり、農林水産 
省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェ 
クトです。  
 
★令和 3 年 7 月 30 日現在の GFP の登録数は 5,115 件！ 
 New!  
（農林水産省へリンク）  

     多くのお申し込みを頂き有り難うございます。 
   令和 3 年 7 月 30 日現在で、GFP の登録数は 5,115 件 

（うち農林水産・食品事業者は 2,897 件）となりまし 
た。北陸農政局管内の登録数は 240 件（うち農林水産・ 
食品事業者は 166 件）となっています。 
  GFP 会員登録すると、専門家による輸出診断、GFP 
コミュニティーサイトにおける事業者同士の直接マッ 
チング、各種情報提供などのサービスが受けられます。 
 輸出に意欲的に取り組みたい方は、是非、登録して 
ください。 

  詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

登録申込はこちら→GFP 登録申込み 
 
★「GFP 輸出物流セミナーfrom 南九州（7/20）」講演動 
 画・講演資料をアップしました New!  
（農林水産省へリンク）  
 7 月 20 日に開催した「GFP 輸出物流セミナーfrom 南九 
州」について、講演動画・講演資料を掲載しています。 
詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

※GFP 会員登録が必要です。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/keiei/210730.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/kigyoutouroku.html
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://www.gfp1.maff.go.jp/


【全般】農林水産物・食品輸出支援策ガイド（農林水産省へリンク） 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html  

【全般】各国の食品・添加物等の規格基準（農林水産省へリンク） 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin -kikaku/index.html 

【全般】輸出促進関連予算（農林水産省へリンク） 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou -gaiyou.html 

【全般】生産資材コストの低減を検討の皆様へ（農業資材比較サービス 

（AGMIRU））について （アグミルへリンク） 

 https://new.agmiru.com/ 

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（7 月 19 日更新）  

（農林水産省へリンク）  

   ▼登録     http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/  

          ▼公示等情報 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html  

【県・市町村向け】【農林漁業者向け】  

    農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報（7 月 27 日更新）  

（農林水産省へリンク） 

      http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/  

【食品事業者向け】  

     HACCP 支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）に 

ついて（農林水産省へリンク）  

                https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/haccp_law.html  

【県・市町村向け】【農林漁業者向け】  

    輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業（全国植物防疫 

協会へリンク）  

        http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/ 

【食品事業者向け】 

    米国食品安全強化法(FSMA)が本格施行されます。（農林水産省へリンク） 

     http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf  

【輸出事業者向け】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報（7 月 20 日更新） 

     http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html  

【全般】米穀の輸出について（農林水産省へリンク） 

     https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/h_rice.html  

【全般】鳥インフルエンザ発生県からの輸出再開の状況（農林水産省へリンク）（7 月 9 日時点）  

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r2_hpai_kokunai.html#ex  

【輸出事業者向け】農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
PDF 形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Reader が必要です。  
Adobe Reader をお持ちでない方は、AdobeWEB サイトからダウンロードしてご覧ください。  

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
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http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
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