
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 2月 8日 No.97 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆2021年の農林水産物・食品の輸出実績について New! 

 
◆韓国の輸入停止措置の対象地域・品目として山形県産きの 
こ類が追加されました。New! 
 

◆《公募》施設認定等検査支援事業の公募について New! 
 
◆《公募》輸出環境整備推進事業（国際的認証資格取得等支 
援事業）の公募について New! 

 
◆輸出事業者に対する輸出予算の説明会の動画配信について 
New! 

 
◆2022年 4月から「一元的な輸出証明書発給システム」が 
始まります New! 
 

◆令和 3 年度「日本食普及の親善大使」の任命について New! 
 
◆「令和 3年度輸出に取り組む優良事業者表彰」受賞者の取 
組内容の紹介について New! 
 

◆「北陸コメサロン（輸出）」の開催概要について New! 
 

○JETROからの情報 
【新着】 
◆≪参加者募集≫品目別セミナー「米国における焼酎・泡 

盛の拡販のヒントを探る～ニューヨークの事例から米国 

の流通システムに迫る～」のご案内New! 

  
  ◆≪商品提案募集≫Daiso California LCC（(株)大創産業 

（ダイソー米国子会社）向けオンライン商談会のお知ら 

せNew 

 
○中国向け輸出食品の製造等企業登録について 

 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 4年 2 月 1 日現在 5,800 件を超えま 
した！New! 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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農林水産省等からの情報  

━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆2021年の農林水産物・食品の輸出実績について New! 
（農林水産省へリンク） 

 
2021年の農林水産物・食品の輸出額（年間）は、1兆 2,385 

億円となり、2020年比では 25.6％、2,525億円の増加となりま 
した。農林水産物・食品の輸出に携わってこられた皆様方のご 



努力の賜と考えています。今後とも 2025年の 2兆円、2030年 
の 5兆円の目標達成に向けて官民一体となった取組を推進して 
まいりますので、よろしくお願いします。 

 
 詳細はこちら 
 

◆韓国の輸入停止措置の対象地域・品目として山形県産きのこ 
類が追加されました。New! 
（農林水産省へリンク） 
 
韓国は、日本産の食品・飼料のうち特定の地域・品目に対し、 

輸入停止措置を講じています。令和 4年 1 月 6日に山形県産き 
のこ類が追加されました。 

 
韓国輸入規制措置の概要はこちら 
 

◆《公募》施設認定等検査支援事業の公募について New! 
（農林水産省へリンク） 
 

  農林水産省では、日本産の農林水産物・食品の輸出を促進す 
るため、輸出先国の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間 
団体等の取組に対し、支援を行います。 

  本事業の実施を希望される方は、ご応募ください。 
【公募期間】令和 4年 2月 21 日（月）まで 

応募方法等詳細はこちら 

 

◆《公募》輸出環境整備推進事業（国際的認証資格取得等支援 
事業）の公募について New! （農林水産省へリンク） 

 
  農林水産省では、輸出拡大実行戦略に定める重点品目につい 
て、事業実施主体が輸出先国が求める検疫等の条件への対応 
（食肉処理施設査察、ハラール認証等）、国際的に通用する認 
証の取得・更新（ISO22000 等）、輸出先国において他国産との 
差別化が図られる規格認証の取得・更新（有機 JAS認証）等を 
行うために必要な経費を補助します。 

  本事業の実施を希望される方は、ご応募ください。 
【公募期間】令和 4年 2月 18 日（金）まで 

応募方法等詳細はこちら 

 

◆輸出事業者に対する輸出予算の説明会の動画配信について New! 

（農林水産省へリンク） 

 

農林水産省では、輸出に取り組む事業者向けに、令和 3 年度 

補正予算及び令和 4年度当初予算における輸出のための補助事 

業等について説明動画と資料を公開しました。 

施設整備や規制対応に係る支援・海外プロモーション支援・ 

輸出販路開拓に向けた支援など、皆様の輸出ビジネス拡大に活 

用いただける補助事業等をわかりやすく紹介していますので、 

ぜひ、ご覧下さい。 

 

  説明資料等詳細はこちら 

  説明会動画 URLはこちら↓（YouTube） 

https://youtu.be/8FWY0IS72AM 

 

 ◆2022年 4月から「一元的な輸出証明書発給システム」が始ま 

ります New!（農林水産省へリンク） 

 
現在運用中の輸出証明書発給システムは、2022年 4月から 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/220204.html
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/korea_shoumei.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/220204_092-1.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/220204_092-2.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yosan_setsumei.html
https://youtu.be/8FWY0IS72AM


「一元的な輸出証明書発給システム」に移行します。これまで 
複数省庁にまたがる輸出証明書が必要となる場合には、各省庁 
でそれぞれ手続きを行う必要がありましたが、申請窓口を一元 
的に集約してシステムから申請を行うことが可能になります。 
一元的な輸出証明書発給システムの利用にあたっては、 

gBizIDプライムアカウントの取得が必要です。また、現在運用 
中の輸出証明発給システムをご利用いただいている事業者の方 
も、gBizIDプライムアカウントが必要となりますので取得をお 
願いします。 
※gBizID とは、複数の行政サービスを１つのアカウントにより、 
利用することができる認証システムです。 

 
詳細はこちら 
 
gBizIDの詳細はこちら↓（デジタル庁へリンク） 
https://gbiz-id.go.jp/top/ 
 

◆令和 3 年度「日本食普及の親善大使」の任命について New! 
（農林水産省へリンク） 
 

農林水産省では、海外における日本食・食文化の海外への普 
 及を更に進めることを目的として、「日本食普及の親善大使」 
の任命を行っています。 
この度、外務省などの協力のもと、海外に拠点を置いて活動 

を行っている日本食関係者 31 人を新たに親善大使に任命し、 
この結果、親善大使は合計 173人となりました。 

 
詳細はこちら 
 

◆「令和 3年度輸出に取り組む優良事業者表彰」受賞者の取組 
 内容の紹介について New!（農林水産省へリンク） 

 
「令和 3 年度輸出に取り組む優良事業者表彰」において受賞 

された、農林水産物・食品の輸出に取り組まれている優良事業 
者の取組内容（事例）が農林水産省 HP で紹介されました。 

  輸出成功のノウハウやヒントが詰まった事例が掲載されてい 
 ますので、是非、ご覧下さい。 
   http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/r302.html 

 
◆「北陸コメサロン（輸出）」の開催概要について New! 

（北陸農政局へリンク） 
 
北陸農政局では、令和 3年 12月 14日（火曜日）に「北陸コ 

 メサロン（輸出）」を開催しました。 
今般、北陸農政局のホームページに開催概要を以下のとおり 

 掲載しましたので、ご報告します。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/supply/komesaronyusyutsu.html 

 
━━━━━━━━━━━ 

JETROからの情報  
━━━━━━━━━━━ 
◆≪参加者募集≫品目別セミナー「米国における焼酎・泡盛の拡 

 販のヒントを探る～ニューヨークの事例から米国の流通システ 

ムに迫る～」のご案内New!（ジェトロへリンク） 

 

  ジェトロでは、海外在住講師による現地市場へ進出するための 

ヒントや最新マーケット情報を解説するウェビナーを「品目別セ 

ミナー」として開催しています。 

 今回の焼酎・泡盛のライブ配信セミナーは、米国東海岸ニュー 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/220119.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/r302.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/supply/komesaronyusyutsu.html


ヨークを拠点に事業展開する米国人プロフェッショナルとオンラ 

インでつないで実施します。米国特有の流通制度「３ティアシス 

テム」に焦点をあて、講師にその概要と自社のビジネス事例を中 

心にお話しいただき、市場参入や事業拡大のヒントを探ります。 

焼酎・泡盛の海外展開にご関心のある方は、ぜひご視聴下さい。 

※本事業は農林水産省補助事業として実施しています。 

 

【概要】 

◇日時  :  2022年2月17日（木）15:00〜16:30（日本時間） 

◇会場   :  オンライン開催 （ライブ配信） 

使用アプリケーション：ZOOM 

  ※開催の前日までに視聴用のURLをお送りいたします。 

  ※当日は部分視聴も可能ですが、頻繁な入退出はお控えください。 

  ※後日、セミナー録画のオンデマンド配信を予定しています。 

◇参加費：無料（募集定員：450名） 

■お申込み等詳細はこちら 

https://www.jetro.go.jp/events/afg/c7f7df7ec9b7f7bf.html    

◇募集締切：2022年２月15日（火）12時00分 

 

■お問合せ先：  

ジェトロ農林水産食品部・農林水産・食品戦略的商流構築課  

（担当：大岩、市川、伊藤）  

Email：afg_seminar@jetro.go.jp  

Tel：03-3582-8348 Fax：03-3582-7378 

 

◆≪商品提案募集≫Daiso California LCC（(株)大創産業（ダイ 

ソー米国子会社）向けオンライン商談会のお知らせNew! 

（ジェトロへリンク） 
 

ジェトロでは、(株)大創産業（ダイソー）の米国子会社である 

Daiso California LCC とオンライン商談会を実施します。 

米国向けに販路開拓を希望する国内食品事業者におかれまして 

は、是非、ご検討下さい。 

※本事業は農林水産省補助事業として実施しています。 

 

【概要】 

◇商談先バイヤー： 

・Daiso California LLC（URL：https://www.daiso-sangyo.co.jp/） 

・取引条件：バイヤー指定国業者と取引ができ、かつ指定商品 

ラベルを貼り付けられる事業者 

・商流：国内事業者→帳合先（国内の主要食品卸） 

→（株）大創産業（輸出者）→Daiso California LLC（輸入者） 

→（一部はカナダ国内の店舗へ輸出） 

◇関心商品  

・スナック菓子(ポテトチップス等)、クラッカー、クッキー、 

キャンディ、グミ、一般食品、調味料 

・米国FSMA法条件を満たしている低酸性・酸性商品である飲料、 

レトルト食品、パウチ食品、缶詰、ゼリー及びチューペット 

◇本引合いの詳細情報：  

以下リンクの「個別引合い案件リスト」 

『No.6（Daiso California LLC）』ご参照。  

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/afb/JETRO_overseasbuyersinquirylist.pdf 

◇募集締切：2022年2月28日（月）12:00まで   

        ※募集期間は変更となる可能性があります   

◇商談方法：オンライン（ZOOM） 

※ジェトロが商談をアレンジします。  

https://www.jetro.go.jp/events/afg/c7f7df7ec9b7f7bf.html
https://www.daiso-sangyo.co.jp/）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/afb/JETRO_overseasbuyersinquirylist.pdf


◇商談時期：2022年1月中旬以降、随時実施   

◇商談時の言語：日本語   

◇お申込みいただいた事業者には、商談前に事前にサンプル送 

 付をお願いする場合があります（国内事業者負担・手配）。 

なお、本件のサンプル輸送にあたっての詳細（日本国内の納 

品先住所等）は商談することが成立した場合、追ってご案内 

します。 

ジェトロではサンプル送付に係る手配・費用負担は一切で 

  きませんので、予めご了承願います。  

   ※ご提案頂いた商品情報をもとに、バイヤーが商談を希望す 

   る国内事業者を選考し、商談先を決定します。ジェトロよ 

りお申込み者に対して、直接メールにて選考結果をご連絡 

します。 

 ■商談会のお申込み方法  

以下のリンクからお申込みください。  

https://www.jetro.go.jp/events/afb/53ce9139f898f936.html 

ステップ１：「お客様情報の入力」よりログインまたはお客 

様登録をお願いいたします。  

ステップ２：以下リンクより提案希望商品のご登録をお願い 

いたします。  

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/afb/matchingdb 

ステップ３：以下リンクより、「B 特定の個別引き合い案件 

に対して商品提案を希望する」をご選択いただくとエントリー 

を希望する案件番号が出てきます。 

『No.6（Daiso California LLC）』を選択の上、ご登録をお 

願いします。  

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/afb/matchingdb_inquiry 

  

   ■お問い合わせ先  

日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部  

農林水産・食品戦略的商流構築課   

担当：市川 

Tel：03-3582-8348   

E-mail：afg_event@jetro.go.jp  

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、在宅勤務を導入 

中です。ご質問は可能な限りメールでお送りください。 

 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
中国向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業は企業登 

  録が求められています。また、中国へ輸出する食品の包装に 
中国での登録番号を記載する必要があります。 
 
■日本政府による中国政府への企業登録が求められる品目の 
 登録申請は、農林水産省共通申請サービス（eMAFF）により 
受け付けています。 
詳細はこちら（農林水産省リンク） 
 
★お問い合わせ専用窓口 
（委託先）：公益社団法人日本食品衛生協会公益事業部 
TEL 03-6384-5117     
メールアドレス nshoku-se＠jfha.or.jp 
(受付時間 09時 00 分～17時 00 分、土日祝祭日を除く） 

 
・eMAFFの使用方法・操作に関するお問い合わせ先は、 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/53ce9139f898f936.html
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/afb/matchingdb
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/afb/matchingdb_inquiry
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html


農林水産省共通申請サービス問合せ窓口 
TEL 0570-550-410(ナビダイヤル)         

  メールアドレス system-helpdesk＠emaff-ks.jp  
お電話の受付時間：平日 9時 30 分～17時 30分 

（土日祝日・年末年始を除く） 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 

 
■企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録申請受付 
は、中国政府が運用する「国際貿易シングルウインド」の 
「輸入食品海外製造企業登録管理応用」ページから行いま 
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） 
 
★お問い合わせ（シングルウインドウ登録方法含む）  
（委託先）：一般財団法人 新日本検定協会食品営業グループ 
TEL 045-273-1408  (受付時間平日 09 時 00分~17時 00 分） 
メールアドレス（受信専用）：sk-exportfd＠shinken.or.jp  

 

━━━━━━━━ 
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 4年 2月 1 日現在の GFPの登録数は 5,813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 4年 2月 1 日現在で、GFPの登録数は 5,813 件（うち 

農林水産・食品事業者は 3,264件）となりました。北陸農政 
局管内の登録数は 268 件（うち農林水産・食品事業者は 
182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！ 

  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 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
★輸出促進関係リンク★ 
【全般】農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗 

（農林水産省へリンク） 

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

【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.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】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（2月 3日更新） 

（農林水産省へリンク）  

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

http://www.singlewindow.cn/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html
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    2月 3日 氷見稲積梅 

2月 3日 阿久津曲がりねぎ 

2月 3日 広田湾産イシカゲ貝 

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

 1月 25日 たむらのエゴマ油 

1月 25日 市田柿 

【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（1月 12日更新） 

（農林水産省へリンク） 

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

【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/ 

【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/ 

【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】EPA利用早わかりサイト（農林水産省へリンク）（1月 7日更新） 

    令和 4年 1月 1日に RCEPが発効します。 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html 

【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（2月 4日更新） 

（北陸農政局へリンク） 

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