
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
                 令和 5年 1月 5日 No.108 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆令和 4 年度輸出に取り組む優良事業者表彰の受賞者について New! 
 

【再掲】 
◆《食品製造事業者等対象》食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設 
整備事業の募集開始のご案内 

 
○JETROからの情報 
【新着】 
◆《出品者募集》SIAL Shanghai 2023（中国・上海）ジャパンパビ 
リオンについて New! 

 
◆「米国向け食品パッケージ・デザイン説明会」のウェビナーの開 
催について New! 
 
◆「（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」のウェビナーの開催について New! 
 

【再掲】 
◆食品輸出ウェビナー（タイ（バンコク）における日本食品市場） 
の開催について 
 

○JFOODOからの情報 
【新着】 
◆JFOODO 海外フィールドマーケターによる現地「食」情報レポート 
公開中 New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 4年 12月 26日現在 7,100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】 
◆令和 4 年度輸出に取り組む優良事業者表彰の受賞者について New!  

 
「令和 4 年度輸出に取り組む優良事業者表彰」において、以下の 

 事業者が表彰されました。受賞された皆様、おめでとうございます。 
表彰されました事業者の皆様の取組内容（事例）については、農林 
水産省 HPにおいて、ご紹介していますので、輸出拡大に向けたご参 
考として、是非、ご覧下さい。 
（農林水産大臣賞） 
 ・アグベル株式会社（山梨県山梨市） 
 ・丸善製茶株式会社（静岡県静岡市） 
（輸出・国際局長賞） 
 ・梅乃宿酒造株式会社（奈良県葛城市） 
 ・株式会社千里（東京都荒川区） 
 ・津田宇水産株式会社（兵庫県たつの市） 
 ・北海道はまなす食品株式会社（北海道北広島市） 
 

受賞者の取組内容はこちら↓ 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/221215.html 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/221215.html


 
【再掲】 
◆《食品製造事業者等対象》食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整 
備事業の募集開始のご案内 
 
 令和 4年 12月 2日（金）より、「食品産業の輸出向け HACCP 等対 
応施設整備緊急対策事業（令和 4年度補正予算）」の募集を開始しま 
した。 
【令和 4 年度補正予算額 60 億円】 
 
輸出向け HACCP 等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対 
応（交付率 1/2）に必要となる施設や機器の整備を支援します。 
 
本事業へのご応募をお考えの方は、整備を行う施設等が所在する各 
県窓口に事前にご相談いただいた上で、締切までに「事業実施計画書 
（案）」及び必要書類（「輸出事業計画（案）」含む）を各県窓口に 
ご提出いただくことになります。 
 なお、募集の締切日は各県により異なりますので、各県窓口にご確 
認ください。 
 
詳しくはこちら（農林水産省へリンク）↓ 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html 
 
━━━━━━━━━━━ 

JETROからの情報  
━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《出品者募集》SIAL Shanghai 2023（中国・上海）ジャパンパビリ 
オンについて New!（ジェトロへリンク） 

 

中国・上海で開催される「SIAL Shanghai 2023」は、国内外から 
約 4,500 社の出展者、約 14 万人の来場者が集まるアジア最大級の食品 
見本市で、中国市場への販路開拓を目指す我が国企業等にとって効果 
的な見本市です。 
ジェトロでは「SIAL Shanghai 2023」にジャパンパビリオンを設置 

します。 
詳細をご一読いただき、出品をご検討ください。 
  
■概要  
◇会期：令和 5 年 5月 18日（木）～5月 20日（土） 
◇会場：上海新国際博覧中心 
※日本・中国間の渡航規制に関わらず、準備日及び会期の全日程で 
会場の自社ブースに常駐できる企業（中国に現地法人、代理店又は 
代理人等を有している企業等）に限ります。                 
◇有望商品 
・水産物・水産加工品 
・清涼飲料水・アルコール飲料 
・菓子・コメ・コメ関連製品・麺製品 
・健康志向食品（アレルギー原料不使用や無着色・無香料、動物 
性原料不使用の加工食品や調味料） 

 ※制度上、中国へ輸入可能なものに限ります。 
 
■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/afb/110422f2881e5580.html  
■募集締切：令和 5年 1月 25 日（水）  
  

◆「米国向け食品パッケージ・デザイン説明会」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・ロサンゼルスでは、米国向けに輸出をご検討中の食品事 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/110422f2881e5580.html


業者の皆様を対象として、米国市場で受け入れられるパッケージ・デ 
ザインについて解説するオンライン説明会を開催します。米国に展開 
して 50年になる老舗デザイン企業のご担当者を講師として招き、米国 
で手に取ってもらえる食品パッケージについて、分かりやすく説明し 
ます。 

 
【日時】令和 5 年 1月 20日（金）9：00～10：00 
【形式】オンライン開催（ライブ配信） 

※オンデマンド配信はありません。 
【使用ツール】Zoom 
【参加費】無料 
【定員】500 名（先着順） 
    ※定員に達した場合のみご連絡します。 
■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/lag/4b290c5a6eceefe9.html 
【募集締切】令和 5年 1月 19 日（木） 17 時 00分まで 
 
◆「（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」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、農林水産・食品分野の海外専門家を講師に迎え、現 

地市場開拓に役立つヒントや最新マーケット情報をお届けするセミナ 
ー（ウェビナー）を開催します。 
今回は、2022年 12月 6日にライブ配信し、ご好評いただいた「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」 
を編集し、オンデマンドにて再配信します。 
米国市場への進出を検討されている醤油の事業者に向けて米国向け 

に食品を輸出する際に遵守が義務づけられている米国食品安全強化法 
（FSMA）について、食品輸出と食品衛生管理に豊富な知見を持つ専門 
家が詳しく解説しますので、ぜひご視聴ください。 

 
【日時】令和 4 年 12月 20日（火）10：00～ 

令和 5年 3月 10日（金）10：00 
※期間中いつでも視聴可能です。 

【形式】オンライン開催（オンデマンド配信） 
【使用ツール】YouTube 
■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/ea78abfe635f2229.html 
【募集締切】令和 5年 3月 9 日（木） 23時 59分まで 
 
【再掲】 
◆食品輸出ウェビナー（タイ（バンコク）における日本食品市場）の 
開催について（ジェトロへリンク） 
 
ジェトロでは、日本産食品の輸出拡大を目指す事業者向けにウェビ 

ナー（オンラインセミナー）を開催します。 
各地の現状を現地在住の専門家がコンパクトにお伝えするセミナー 

です。ご関心のある事業者はぜひご視聴下さい。 
なお、本セミナーは期間中いつでもご視聴可能ですが、録画による 

配信のため、視聴の際に質問にはお答えできません。 
 
【講演題目】タイの日本産食品市場－最新のトレンドを解説－ 
【日時】令和 5 年 1月 11日（水）10：00 

～令和 5 年 3月 10 日（金）10：00（予定） 
【形式】オンライン開催（オンデマンド配信） 
■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/aff/fe86f511b99483fa.html 
【募集締切】令和 5年 3月 9 日（木）23：59まで 
 

https://www.jetro.go.jp/events/lag/4b290c5a6eceefe9.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/ea78abfe635f2229.html
https://www.jetro.go.jp/events/aff/fe86f511b99483fa.html


━━━━━━━━━━━━ 
JFOODOからの情報  

━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆JFOODO 海外フィールドマーケターによる現地「食」情報レポート公 
開中 New!（ジェトロへリンク） 

 
日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）では、ニューヨー 

ク、ロサンゼルス、パリ、香港、台湾、上海の 6 都市に「海外フィー 
ルドマーケター」を配置しています。 
海外フィールドマーケターは、JFOODOプロモーションのサポートや、 

農林水産物・食品の海外展開に資する現地情報の提供を行っています。 
海外の「食」に関する最新情報（市場動向や消費者の嗜好等）を、 

毎回異なるテーマで、写真を多用した分かりやすいビジュアルのレポ 
ートでお届けしています。 
輸出に取り組む皆様の海外へのマーケットイン発想のヒントが掲載 

されていますので、是非ご覧ください。 
 

JFOODO 海外フィールドマーケターによる現地「食」情報レポート 
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/archive/fm_report.html 

 
━━━━━━━━ 
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 12 月 26日現在の GFPの登録数は 7,105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 12月 26日現在で、GFPの登録数は 7,105件（うち農林水産・ 
食品事業者は 3,947件）となりました。北陸農政局管内の登録数は 311 
件（うち農林水産・食品事業者は 213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★ 
【輸出事業者向け】農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム 

（ジェトロへリンク） 

https://www.jetro.go.jp/agriportal/platform.html 
【全般】農林水産物・食品の輸出拡大を後押しする食産業の海外展開 

ガイドライン（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/guideline.html 

【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 
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    ▼中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応 

農林水産省への登録申請受付 

企業自ら中国政府への登録方法 

【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（1月 4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 

1月 4日 青森の黒にんにく 

12月 26日 十勝ラクレット 

12月 22日 阿波尾鶏 

12月 22日 徳島すだち 

12月 22日 行方かんしょ 

【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（12月 23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） 

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

【全般】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報（12月 9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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