
 
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 12 月 6 日 No.95 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 

◆《参加者募集》HACCP インストラクター育成講習の開催につ 
いて New! 
 

◆《参加者募集》輸出米マッチングフェア 2021 の開催につい 
て New! 
 

◆《参加者募集》日本産農水産物・食品サンプル展示 and 
オンライン商談 2021 について 
・ホーチミン『健康食品展』New! 
・ホーチミン『アルコール飲料展』New! 
・台湾『水産品・水産加工品展』New! 

 
◆米国への日本産メロンの輸出が可能となりました New! 
 

○再掲情報 
◆≪参加者募集≫北陸コメサロン（輸出）の開催について 
 

○中国向け輸出食品の製造等企業登録について 
◆農林水産省における登録申請受付について 
 
◆《参加者募集》「中国向け食品輸出：製造企業等登録制度に 

ついて」のウェビナーの開催について New! 
 
◆企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法につ 

いて 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 11 月 30 日現在 5,450 件を 

超えました！New! 
 

★「加工食品輸出セミナー」の開催について（12 月 7 日）New! 
 
★「第 2 期 GFP 輸出塾（第 3 回：全体セミナー）」の YouTube 

生配信のお知らせ（12 月 10 日）New! 
 

○北陸農政局からお知らせ 
◆北陸農政局による混載輸出に係る実証事業がスタート！ 

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

━━━━━━ 
◆《参加者募集》HACCP インストラクター育成講習の開催につ 

いて New!（フーズアーキテクト（株）へリンク） 

 
    フーズアーキテクト（株）では、輸出促進に向けた HACCP 
   の導入や認定取得等に関する指導を行う専門家を育成する 

HACCP インストラクター育成講習（2 日間）を全国 5 ヶ所の 
会場と Zoom によるオンライン配信形式で開催します。 



輸出時に対応すべきポイント解説、実在する食品工場事例 
をもとにした実践的ワークショップ、更には国際的な民間認 
証である ISO22000・FSSC22000・JFS 規格等の解説等、食品 
安全について幅広く学べる充実したカリキュラムとなってい 
ます。 
 今後の開催は次のとおり。 
【研修日】（兵庫会場）12 月 16 日（木）・17 日（金） 
     （神奈川会場）1 月 13 日（木）・14 日（金） 
     （福岡会場）1 月 24 日（月）・25 日（火） 
    ※北海道会場、沖縄会場でも 2 月に開催予定 
【実施方法】現地会場参加 

又は Zoom によるオンライン参加 
 【募集人員】各会場 15 名 
       ※先着順で、定員に達し次第、締切ります。 

■お申込み方法、お問合せ先等、詳細はこちら 
 
◆《参加者募集》輸出米マッチングフェア 2021 の開催について 

New!（株式会社全農ビジネスサポートへリンク） 

 
  全国農業再生機構（事務局：JA 全中）では、「輸出米 

マッチングフェア 2021」を開催します。 
 輸出事業者と直接、輸出の商談ができる機会ですので、 
「新たに輸出に取り組みたい」「新たな海外の商流を開拓 
したい」と考えている生産者の皆様の参加を募集します。 
 また、産地・実需者・海外在住者・農水省によるオンラ 
インセミナーをホームページに公開中です。いつでも、ど 
なたでも参加可能ですので、ご関心のある方は、ご視聴下 
さい。 

 
■対面での輸出事業者との個別商談会 
□新潟会場 

【開催日】2022 年 1 月 11 日（火） 
【開催場所】新潟東映ホテル 

       （新潟市中央区弁天 2-1-6） 
□金沢会場 

【開催日】2022 年 1 月 14 日（金） 
【開催場所】TKP ガーデンシティ PREMIUM 金沢駅西口 

（金沢市広岡 2-13-33 JR 金沢駅西第三 NK ビル 2） 
 

【申込締切】各会場の開催日の 1 週間前まで 
 

■オンラインセミナーURL・商談会参加申込み等 
詳細はこちら→https://export-rice.net/ 

 
◆《参加者募集》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 2021 について 
（ジェトロへリンク） 

 
ジェトロでは、海外に常設の日本産食品サンプルショー 

ルームを設置し、現地バイヤーを招致して、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実施する 
ことで、日本産農水産物・食品の取扱事業者の新規参入・販 
路拡大を目指します。 

  輸出に意欲のある企業・団体の方は、是非、ご参加下さい。 
 

・ホーチミン『健康食品展』・『アルコール飲料展』New! 
【日時】商品サンプル展示期間 2022 年 2 月 21 日（月） 

～3 月 18 日（金）（予定） 

https://foods-a.co.jp/seminarlist/uketsuketyuu/2019-09-26-01-51-48
https://export-rice.net/


    商談期間 2022 年 2 月 28 日（月） 
～3 月 25 日（金）（予定） 

【募集企業数】20 社程度 
       ※お申込社数が予定数に達した場合、受付終了 

【募集締切】2021 年 12 月 14 日（火）17 時 
 

■『健康食品展』のお申込み方法等、詳細はこちら 
■『アルコール飲料展』のお申込み方法等、詳細はこちら 

 
・台湾『水産品・水産加工品展』New! 
【日時】商品サンプル展示期間 2022 年 2 月 14 日（月） 

～2 月 25 日（金）（予定） 
    商談期間 2022 年 2 月 14 日（月）～随時実施予定 
【募集企業数】20 社程度 

       ※お申込社数が予定数に達した場合、受付終了 
【募集締切】2021 年 12 月 24 日（金）17 時 
■お申込み方法等、詳細はこちら 

 
◆米国への日本産メロンの輸出が可能となりました New! 
 （農林水産省へリンク） 

 
米国は日本産メロンの輸入を禁止していましたが、 

11 月 8 日から植物検疫条件を満たす日本産メロン生果実の 
輸出が可能となりました。 

  詳細はこちら 
 

━━━━━━ 
再掲情報  

━━━━━━ 
◆《参加者募集》北陸コメサロン（輸出）の開催について 

（北陸農政局へリンク） 

 
北陸農政局では、「北陸コメサロン（輸出）」をオンライン 

により開催します。 
輸出事業者からの基調講演、輸出用米生産に取り組まれてい 

る農業者等からの事例紹介を行い、コメ輸出に関わっている生 
産者や輸出事業者が身近な事例を直接伝える、疑問に答えるサ 
ロンです。 

無料で参加できますので、米の輸出にご興味のある方は、是 
非お申込み下さい。 
 
【開催日時】令和 3 年 12 月 14 日（火） 

13 時 30 分～15 時 00 分 
【開催方法】オンライン開催（Zoom） 
【定員】 100 名程度（先着順） 
【申込締切】令和 3 年 12 月 9 日（木）17 時まで 
 
詳細はこちらをご覧下さい。 
申込みされる方は  こちら 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
中国向け輸出食品の製造等企業登録について  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
「輸入食品海外製造企業登録管理規定」（2022 年 1 月 1 日施行 
予定）により、中国向けに輸出する特定の農林水産物・食品を 
製造等する事業者は企業登録が求められています。 
 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/3597906b5892a4d2.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/828a516f2f959444.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/9f8d50d36e993fe6.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/211110.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/211129.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/seisan/211214form.html


◆農林水産省における登録申請受付について 
（農林水産省へリンク） 
 
  農林水産省では、「中華人民共和国向け輸出農林水産物・ 
 食品の取扱要綱」に基づき、日本政府による企業登録が求め 

られている品目を中国向けに製造等する企業を対象として 
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）により受付けを行っ 
ています。 

  
  ■農林水産省における登録申請受付等の詳細はこちら 
 
◆《参加者募集》「中国向け食品輸出：製造企業等登録制度に 
 ついて」のウェビナーの開催について New! 
（ジェトロへリンク） 

 

ジェトロでは、本規定の概要や企業登録を行うための申請 
方法に関するウェビナー（ライブ配信）を開催します。 
 
【開催日時】2021 年 12 月 7 日（火）14 時～15 時 
【開催方法】オンライン開催（Zoom） 
【定員】900 名 
■お申込み方法、お問合せ先等、詳細はこちら 
【申込締切】2021 年 12 月 7 日（火）15 時 
 
 また、12 月 15 日から当ライブ配信の録画をオンデマンド 
配信（YouTube）を行います。 
■オンデマンド配信のお申込み等詳細はこちら 

 
◆企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について 

 
企業自ら又は代理人に委託して中国政府へ登録申請が求め 

   られている品目の登録方法については、中国政府が運用する 
「国際貿易シングルウインド」を通じて、「輸入食品海外製 
造企業登録管理応用」システムに入り、登録申請をお願いし 
ます。 

 
■国際貿易シングルウインドはこちら （外部リンク） 
■登録方法マニュアル等詳細はこちら（農林水産省リンク） 

 

━━━━━━━━ 
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 11 月 30 日現在の GFP の登録数は 5,497 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 11 月 30 日現在で、GFP の登録数は 5,497 件（うち 
  農林水産・食品事業者は 3,073 件）となりました。北陸農政局 

管内の登録数は 254 件（うち農林水産・食品事業者は 171 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。 
 輸出に意欲的な皆様の登録をお待ちしています！ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
https://www.jetro.go.jp/events/aff/0aba859767c8cbe0.html
https://www.jetro.go.jp/events/aff/61665d4109d4ca37.html
http://www.singlewindow.cn/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html


  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 
 
★「加工食品輸出セミナー」の開催について（12 月 7 日） 
 New!（農林水産省へリンク）  
 GFP 事務局では、「加工食品セミナー」として、産地単位 
で連携した輸出取組を推進している団体や GI 制度を有効活用 
して輸出拡大に繋げている団体及び先進的な加工食品メーカー 
の方から各地域における加工食品の輸出優良事例を紹介して 
いただくセミナーを開催します。 
【開催日時】12 月 7 日（火）13 時～17 時 30 分 
【配信方法】Youtube にて生配信 
      開始時間になりましたら、以下参加 URL 
      をクリックしてください。 

https://youtu.be/cT4maAzFfwI 
詳細はこちら→チラシリンク  

 
★「第 2 期 GFP 輸出塾（第 3 回：全体セミナー）」の YouTube 

生配信のお知らせ（12 月 10 日）New! 
 GFP 事務局では、「第 2 期 GFP 輸出塾」（全 3 回、第 1 回： 
9/24、第 2 回：10/22）を開催しており、今回は第 3 回のご案 
内となります。 

「商品 PR」をテーマに、現地ニーズや商社からみた売れる 
商品のポイント、生産者・メーカーに期待する事項について 
講演いただく、全体セミナー部分につきまして、YouTube で 
生配信しますので、是非ご視聴下さい。 

【開催日時】12 月 10 日（金）10 時～12 時 
【開催方法】オンライン開催（Youtube にて生配信） 
      開始時間になりましたら、以下 URL よりアクセス 
      してください。 

YouTube URL： https://youtu.be/MDVG60LjICM 
詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

 
━━━━━━━━━━━━━ 
北陸農政局からお知らせ  

━━━━━━━━━━━━━ 
◆北陸農政局による混載輸出に係る実証事業がスタート！ 
 

北陸農政局では、管内のコメ、パックご飯、味噌・醤油、米 
菓、清酒等を１つのコンテナに混載して北陸地域の地方港と太 
平洋側の大規模港から香港に輸出し、所要日数、輸送コスト、 
商品の品質保持状態等を比較検証する事業を実施中です。 

既に一部では商品の集荷を開始し、年内には輸出する予定と 
なっており、本事業を通じて、北陸地域の港湾の利用拡大を図 
り、効率的な北陸地域の農林水産物・食品の輸出物流の構築に 
つながればと考えています。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【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】輸出に関する手続き・制度（農林水産省へリンク） 

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

    ▼地域・国別 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i -4/yusyutu_shinsei.html 

【全般】各国の食品安全関連規制（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kakukokukisei.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.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://youtu.be/cT4maAzFfwI
https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2021/11/Processed-food_export_seminar_v01.00.pdf
https://youtu.be/MDVG60LjICM
https://www.gfp1.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kakukokukisei.html


 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）（11 月 26 日更新） 

 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（12 月 1 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  

 11 月 19 日 種子島安納いも 

11 月 19 日 豊橋なんぶとうがん 

12 月 1 日 大竹いちじく 

【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（11 月 4 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（11 月 9 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  

【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。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 発行 北陸農政局農林水産物等輸出促進チーム  
        （北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課）  
      E-mall：hokuriku_yusyutsu@maff.go. jp  

TEL：076-232-4233    FAX：076-232-4178 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 ★過去のサポートメールはこちら  

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html  

 ★このメールに対する、ご意見・ご要望については、上記連絡先にお願いします。  
  なお、メール配信の登録・変更・停止は、下記 URL によりお願いします。  
    http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export//mm.html  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
https://new.agmiru.com/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/haccp_law.html
http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/h_rice.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html
mailto:hokuriku_yusyutsu@maff.go.jp
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

