
                                

世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
                 令和 5年 2月 6日 No.109 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆2022年の農林水産物・食品の輸出実績について 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! 
 
◆《公募》輸出環境整備推進事業（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（輸出先国の規制に対応した加工 
食品等製造等支援事業）の公募について New! 
 
◆《事前予告》加工食品クラスター緊急対策支援事業について New! 

 
◆「GFP輸出産地セミナー」の開催について New! 

 
◆「加工食品輸出セミナー」の開催について New! 

 

◆台湾向けに水産食品の輸出実績がある事業者の情報提供のお願い 

（２回目）New! 

 
◆海外における食品添加物規制（着色料）の早見表の公開 New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 5年 1 月 31日現在 7,200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】 
◆2022年の農林水産物・食品の輸出実績について New! 
 

2022年の農林水産物・食品の輸出額（年間）は、1兆 4,148 億円と 
なり、2021年比では 14.3％の増加、額では 1,766億円の増加となり 
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。2025年までに 2兆円、2030 年までに 5兆円の目標達成 
に向けて、今後とも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↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/230203.html 

 
◆《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!  
 
 令和 5 年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備 
推進事業（国際的認証資格取得等支援事業）の実施について、事業実 
施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、応募方 
法等詳細をご確認の上、ご応募ください。 

輸出拡大実行戦略に定める重点品目等について、事業実施主体が輸 
出先国が求める検疫等の条件への新たな対応（食肉処理施設査察、ハ 
ラール認証等）への取組、国際的に通用する認証の新規取得（ISO220 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/230203.html


00 等）への取組、輸出先国において他国産との差別化が図られる規格 
認証の新規取得（有機 JAS認証等）への取組等（継続・更新を除く） 
を行うために必要な経費（青果物について、輸出解禁後に必要となる 
輸出先国検査官の招へいに係るものを除く。）を補助します。 
 
応募方法等詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/230202_091-2.html 
【公募期間】令和 5年 2月 16 日（木）17：00 まで 
 
◆《公募》輸出環境整備推進事業（施設認定等検査支援事業）の公募 
について New! 
 

令和 5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備 
推進事業（施設認定等検査支援事業）の実施について、事業実施候補 
者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、応募方法等詳 
細をご確認の上、ご応募ください。 

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。 
１ タイ等向け青果物の輸出に必要な選別及び梱包施設に係る認証取得・ 

維持・更新支援事業 
２ タイ等向け青果物の輸出解禁後に必要なロットごとの合同輸出検査 

等に係る支援事業 
３ タイ等向け植物由来食品の輸出に必要な残留農薬等検査費用に係る 

支援事業 
４ 台湾等向け青果物の輸出解禁後に必要な輸出先国検査官の招へいに 

係る支援事業 
 
応募方法等詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/230203_091-2.html 
【公募期間】令和 5年 2月 20 日（月）17：00 まで 

 

◆《公募》輸出環境整備推進事業（輸出先国の規制に対応した加工食 
品等製造等支援事業）の公募について New! 

 
 令和 5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備 
推進事業（輸出先国の規制に対応した加工食品等製造等支援事業）の 
実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希 
望される方は、応募方法等詳細をご確認の上、ご応募ください。 

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。 
１ 中国向け加工食品等製造等施設登録基準の周知・現地指導支援事業 

中国が求める製造等施設に対する政府推薦品目ごとの登録の基準や 
作成・提出が必要な資料について、 

（１）製造等施設が対応すべき内容を解説する研修等の開催に係る経 
費を支援します。 

（２）製造等施設が対応すべき内容について専門家による現地指導に 
係る経費を支援します。 

２ 中国向け加工食品等製造等施設登録等に必要な対応実施支援事業 
 中国が求める製造等施設に対する政府推薦品目ごとの登録等の基準や 
作成・提出が必要な資料に製造等施設が対応するための経費を支援し 
ます。 

また、中国が求める製造等施設登録に関連するラベル要求等の要件 
を満たすための掛かり増し経費を支援します。 
３ EU 向け食品接触材の適合宣言書作成支援事業 

EU（英国、ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタインを含む）に 
おける食品接触材の規制等に対応するため、食品事業者等に対して、 
適合宣言書類の作成等に係る経費を支援します。 
 
応募方法等詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/230202_091-2.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/230203_091-2.html


https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/230202_091-1.html 
【公募期間】令和 5年 2月 22 日（水）17：00 まで 
 
◆《事前予告》加工食品クラスター緊急対策支援事業について New! 
 

加工食品クラスター緊急対策支援事業（令和 4年度補正予算）の募 
集は、令和 5年 2月中に開始予定の公募が行われます。本事業の実施 
を希望される方は、「輸出事業計画」の策定等ご準備いただけると幸 
いです。なお、公募が開始されましたら、改めて、輸出サポートメー 
ルにてお知らせいたします。 
 
詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/taisaku.html 
 
◆「GFP輸出産地セミナー」の開催について New! 
 
 輸出産地に焦点を当てた「GFP 輸出産地セミナー」を開催します。 
本セミナーでは、産地形成に取組む生産者・産地形成支援に積極的な 
商社からの事例共有が行われますので、ご関心のある方は、是非ご視 
聴下さい。 
 
【日時】令和 5 年 2月 14日（火）13:00～16:30（予定） 
【開催方法】オンラインでの開催※Youtube 
 開始時間になりましたら、以下 URLをクリックしてください。 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-
3A__youtu.be_ZB42Tp3UGCM&d=DwICJg&c=eIGjsITfXP_y-
DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=eYvorg0eq7kDtNFqkZvzVGhe6bHHGD6TxpbY7KbFmq75A4cvxYWgq
wVjBLYcBOvP&m=iPfJwacmeVyEvRqsvzHUvJ5jMWng807V5EaaCQQBeyjRFzDLQDHaeyPb3GMVReeZ&s=gV9u_
YTI5ckNQjF71iK3tsYDV4Wv8Jpz0W6IhdzWJKk&e= 
 

【登壇者(予定)】 
【輸出産地】 
ネイバーフッド(かんきつ) 
JA ひがしかわ(コメ) 
JA 飛騨ミート(牛肉) 
JA おおいた(ぶどう・かんきつ・甘藷) 

【輸出商社】 
アライドコーポレーション・シティ・スーパー・ジャパン 

 
◆「加工食品輸出セミナー」の開催について New!  
 
 今年度の GFP 加工食品部会の取組を総括する「加工食品輸出セミナー」 
を開催します。 

国の施策内容及び最新の国際情勢・規制に関する情報提供、添加物・ 
賞味期限対応等の輸出課題への取組として先進的な団体/メーカー等の 
取組事例を紹介するとともに、今年度に開催した各分科会における論 
点を整理し、部会における取組成果・今後の対応の方向性を紹介しま 
す。ご関心のある方は、是非ご視聴下さい。 

また、後半には、加工食品の事業者・団体（酒類を除く）、商社・ 
専門家を対象として、講演いただいた加工食品事業者・団体を交えた 
合同相談会の開催も予定しています。なお、合同相談会へのご参加に 
は事前申込が必要ですので、ご希望の方は、下記の参加申込フォーム 
よりお申込み下さい。 
 
■セミナー概要 
【日時】令和 5 年 2月 27日（月）13:00～16:00 
【開催方法】オンラインでの開催※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。 

セミナー： https://youtu.be/lnEerubsaZg 
【プログラム（予定）】 

https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/230202_091-1.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/taisaku.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_ZB42Tp3UGCM&d=DwICJg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=eYvorg0eq7kDtNFqkZvzVGhe6bHHGD6TxpbY7KbFmq75A4cvxYWgqwVjBLYcBOvP&m=iPfJwacmeVyEvRqsvzHUvJ5jMWng807V5EaaCQQBeyjRFzDLQDHaeyPb3GMVReeZ&s=gV9u_YTI5ckNQjF71iK3tsYDV4Wv8Jpz0W6IhdzWJKk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_ZB42Tp3UGCM&d=DwICJg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=eYvorg0eq7kDtNFqkZvzVGhe6bHHGD6TxpbY7KbFmq75A4cvxYWgqwVjBLYcBOvP&m=iPfJwacmeVyEvRqsvzHUvJ5jMWng807V5EaaCQQBeyjRFzDLQDHaeyPb3GMVReeZ&s=gV9u_YTI5ckNQjF71iK3tsYDV4Wv8Jpz0W6IhdzWJKk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_ZB42Tp3UGCM&d=DwICJg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=eYvorg0eq7kDtNFqkZvzVGhe6bHHGD6TxpbY7KbFmq75A4cvxYWgqwVjBLYcBOvP&m=iPfJwacmeVyEvRqsvzHUvJ5jMWng807V5EaaCQQBeyjRFzDLQDHaeyPb3GMVReeZ&s=gV9u_YTI5ckNQjF71iK3tsYDV4Wv8Jpz0W6IhdzWJKk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_ZB42Tp3UGCM&d=DwICJg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=eYvorg0eq7kDtNFqkZvzVGhe6bHHGD6TxpbY7KbFmq75A4cvxYWgqwVjBLYcBOvP&m=iPfJwacmeVyEvRqsvzHUvJ5jMWng807V5EaaCQQBeyjRFzDLQDHaeyPb3GMVReeZ&s=gV9u_YTI5ckNQjF71iK3tsYDV4Wv8Jpz0W6IhdzWJKk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_ZB42Tp3UGCM&d=DwICJg&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=eYvorg0eq7kDtNFqkZvzVGhe6bHHGD6TxpbY7KbFmq75A4cvxYWgqwVjBLYcBOvP&m=iPfJwacmeVyEvRqsvzHUvJ5jMWng807V5EaaCQQBeyjRFzDLQDHaeyPb3GMVReeZ&s=gV9u_YTI5ckNQjF71iK3tsYDV4Wv8Jpz0W6IhdzWJKk&e=
https://youtu.be/lnEerubsaZg


〇加工食品の輸出拡大に向けた政策・施策（補助事業・GI支援・輸 
出支援プラットフォーム等） 
〇EPA/FTA の概要・活用方法 
〇GFP 加工食品部会・分科会のレビュー 
〇添加物国際標準化対応 
〇賞味期限延長対応 
〇加工食品クラスター形成・推進による輸出取組 

 
【セミナー登壇事業者・団体（予定）】 

日本関税協会（公的機関・関連団体） 
食品産業センター（公的機関・関連団体） 
日本食品添加物協会（公的機関・関連団体） 
えだまめ（冷凍技術コンサルタント） 
市岡製菓（菓子メーカー） 
クラウン貿易（商社） 
発酵を核としたローカル食品輸出拡大コンソーシアム 
（味噌・醤油等の発酵食品の輸出促進団体） 
 

詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/bunkakai.html 

 
■合同相談会概要 
【日時】令和 5 年 2月 27日（月）16:30～17:40 
【開催方法】オンラインでの開催（Zoom） 
【合同相談会のテーマ（予定）】 

〇地理的表示（GI）制度の活用 
〇TPP・RCEP 等の活用 
（TPP・RCEP 等の具体的な活用に向けた質疑応答等） 
〇賞味期限延長に向けた対応検討 
〇海外ニーズの情報共有（主に欧米のニーズ） 
〇国内外の添加物規制・規制への対応検討 

【合同相談会申込】 
合同相談会への参加には、事前の申込が必要です。 
申込対象：加工食品の事業者・団体（酒類を除く）、 
商社・専門家 

参加申込フォーム↓ 
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1673593317onUCwImO  
【申込期限】令和 5年 2月 10 日(金)まで  
 
【お問合せ先】  
アクセンチュア株式会社 GFP 加工食品部会事務局  
営業時間：平日 10:00～18:00  
担当：園田、上村、柳田、小栗  
電話：080-8125-3130 (担当：園田)   
メール： Agri_Exportation_JP@accenture.com 
 
◆台湾向けに水産食品の輸出実績がある事業者の情報提供のお願い 

（２回目）New! 

 

台湾向けに輸出される水産食品に関して、令和 6 年 1月から新たに 
施設認定制度が開始されるとともに、衛生証明書添付の義務づけが予 
定されています。 

昨年、1回目を令和 4年 11月 7日発行の輸出サポートメールにて 
実績情報の提供のご協力をお願いしたところです。おかげ様で台湾政 
府に対して、昨年末に相当数の輸出実績等情報の報告が出来ました。 
改めまして、御礼申し上げます。 

引き続き 2回目の調査を実施いたしますので、該当される事業者に 
おかれましては、令和 5年 6 月 30日までに、農林水産省ＨＰに掲載 
している入力フォームに必要情報をご入力の上、情報提供をお願いし 
ます。 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/bunkakai.html
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1673593317onUCwImO


 なお、前回調査でご回答いただいた情報は報告不要ですが、船長に 
ついての報告は、前回は「実績がある船長」でしたが、今回は「可能 
性のある船長」に変更となっていますので、よろしくお願いします。 
 当該情報提供のお願いについては、輸出実績がある事業者が令和 6 
年 1月以降も輸出を継続できるよう、台湾政府と交渉することを目的 
としているものです。輸出実績等情報を台湾政府に提出しなかった事 
業者の場合は、新制度施行以降に新規登録した後、台湾政府に認定さ 
れるまで輸出ができなくなり輸出に支障を来すことが想定されますの 
で、積極的な情報提供にご協力をお願いいたします。 

 

ア 台湾向けに水産食品の輸出実績がある取扱施設についての情報 
イ 船舶で漁獲した水産食品を台湾に直接輸送(輸出)する可能性のあ 
る船長についての情報 
 
詳細等入力フォームはこちら↓（農林水産省へリンク）  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/tw2210.html 

【入力期限】令和 5年 6月 30 日(金)まで 
 
■お問い合わせ先 
農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課（担当：吉田、渡辺、野村） 
TEL：03-3501-4079 
 
◆海外における食品添加物規制（着色料）の早見表の公開 New! 

 

食品添加物は、国・地域ごとに定義、使用基準、用途等が異なるこ 
とから、食品製造事業者が輸出に取り組むに当たっての障壁となって 
いるとの声が聞かれます。 
   このような状況に対応するため、食品添加物のうち、食品製造事業 
者から特に要望の多かった着色料について、一般財団法人食品産業セ 
ンターが主な輸出先 10の国・地域 (米国、EU（英国含む）、中国、 
タイ、香港、豪州、台湾、韓国、シンガポール、ベトナム) の規制に 
対応した着色料の代替利用に役立つ早見表を作成しました。 
 ご活用いただければ幸いです。 
 
詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seizo/230123.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 5年 1月 31日現在の GFPの登録数は 7,239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 5 年 1月 31 日現在で、GFP の登録数は 7,239件（うち農林水産・ 
食品事業者は 4,019件）となりました。北陸農政局管内の登録数は 317 
件（うち農林水産・食品事業者は 216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★ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/tw2210.html
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seizo/230123.html
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/


【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 

    ▼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 31日更新） 

（農林水産省へリンク）  

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

1月 31日 伊達のあんぽ柿 

1月 31日 サヌキ白みそ 

1月 31日 たむらのエゴマ油 

1月 31日 飛騨牛 

   ▼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（1月 27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（1月 16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。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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 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 

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

