
                                

世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
                 令和 5年 3月 6日 No.110 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 

◆北陸農政局「消費者の部屋」展示について New! 

 
【再掲】 
◆《公募：食品製造業者対象》加工食品クラスター緊急対策支援事 
業について 

 

◆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） 

 

○JETROからのご案内 

【新着】 
◆《商品提案募集》米国と中国向け水産品のオンライン商談会につ 
いて New! 
 

○JFOODOからのご案内 
【新着】 
◆JFOODO シンポジウム「日本のおいしい！を世界へ―食の輸出とイ 
ンバウンドが紡ぐ“ネクストマーケット”―」の開催について New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 5年 2 月 28日現在 7,400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】 

◆北陸農政局「消費者の部屋」展示について New! 

 
3 月 6 日（月）から 3月 30 日（木）まで、北陸農政局消費者の部 

屋において、「農林水産物・食品の輸出の現状」をテーマに展示を 
行います。 

  農林水産物・食品の輸出実績と農林水産事業者の輸出力強化に向 
けた取組を紹介します。また、北陸地域の輸出実績と北陸農政局の 
輸出促進の取組についても紹介します。 

金沢広坂合同庁舎のお近くにお越しの際には、１階の北陸農政局 
消費者の部屋へお立ち寄りいただき、是非、ご覧下さい。 

 
 詳細はこちら↓（北陸農政局へリンク） 
 https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/attach/pdf/snnai_f-39.pdf 
 
【再掲】 
◆《公募：食品製造業者対象》加工食品クラスター緊急対策支援事業 
について  
 

令和 5年 2月 27日（月）から、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）の募集を開始しました。 
 本事業では、我が国の高品質な加工食品の一層の輸出拡大支援のた 
め、商品開発・PR・施設設備等、以下の 2 つの事業を支援します。 
 
（１）加工食品の PR、実証試験、輸出人材育成等 

新規開拓・商流拡大に向けた商品の PR や実証試験、規制・ニー 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/attach/pdf/snnai_f-39.pdf


 ズに対応する商品開発・改良、輸出人材育成に係る費用等。 
（２）輸出先国の規制等に適合した商品開発・改良のために必要な機 

械の改良・開発等 
輸出先国の規制（食品添加物、容器・包装、表示等）に適合する 

 商品又はニーズ等に対応する新商品の開発・改良、大ロット製造の 
ために必要な施設整備等。 

 
なお、本事業への応募には、「輸出事業計画」の策定が必要です。 
下記の応募ホームページより申請いただけます。 

 
詳しくはこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/taisaku.html 
応募ホームページはこちら↓（㈱JTBへリンク） 
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/5896 
【公募締切】令和 5年 3月 29 日(水)17 時まで 
 
◆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 

 

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。これに伴い、台湾政府から、以下ア、イの情報提供 
を求められていますので、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。（既に回答いただ 
いている場合は、報告不要です。） 
 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 
 
━━━━━━━━━━━━ 

JETROからのご案内  
━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《商品提案募集》米国と中国向け水産品のオンライン商談会につい 
て New!  

 
この度、国内水産商社である株式会社ベイトレードより、米国、中 

国向けに輸出可能な水産品の引合いがございます。 
米国、中国向けに販路開拓を希望する国内事業者様は、商品提案頂 

けますと幸いです。 
 

■概要  
◇商談実施日：令和 5 年 3月 16 日（木）9:00～17:00 
◇バイヤー情報：株式会社ベイトレード http://www.baytradeinc.com/ 
◇商談方法：オンライン商談  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/taisaku.html
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/5896
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/tw2210.html
http://www.baytradeinc.com/


◇対 象 国：（１）米国 （２）中国 
◇対象品目：（１）米国向けに輸出可能な冷凍ブリフィーレ 

     （２）中国向けに輸出可能な鮮魚 
◇取引条件：国内渡し。詳細は商談にて要相談。 
◇留意事項： 
（２）【中国向け】中国向けに輸出可能な鮮魚 
 ※温度帯：冷蔵 
 ※希望魚種：マグロ、ウニ、タイ等、寿司・刺身商材 

※福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、新潟県、長野県、埼 
玉県、東京都及び千葉県の沿岸域以外で採捕され、水揚げ及び加工 
されたものであること。 

■お申し込み  
下記リンクよりお申し込みください。  
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0062562X  
【申込締切】令和 5年 3月 13 日（月）12時 00分  
  

■お問い合わせ先  
ジェトロ 農林水産・食品戦略的商流構築課  
担当：米田（こめだ）、林（りん）、河西（かさい）  
Tel：03-3582-8348  
Ｅ-mail：afg_event@jetro.go.jp 
 

━━━━━━━━━━━━━ 
JFOODOからのご案内  

━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆JFOODO シンポジウム「日本のおいしい！を世界へ―食の輸出とイン 
バウンドが紡ぐ“ネクストマーケット”―」の開催について New! 
 

本シンポジウムの前半では、国際ビジネスが再開される中、輸出に 
積極的に取り組み、JFOODO プロモーションを活用し成果を挙げている、 
事業者 2 社様から取組事例を講演いただきます。 後半のパネルディス 
カッションでは、輸出とインバウンドの「融合」をテーマとし、パネ 
リストそれぞれの視点から、コロナ禍後の新たなマーケットのビジョ 
ンについて語り合います。  
 皆様のご参加をお待ち申し上げております。 
 
■概要 
◇日 時：令和 5年 3 月 17 日（金）14:00～16:00 
◇開催形式：現地開催と WEB 配信を併用したハイブリッド形式 

（事前登録制） 
現地開催会場：ジェトロ東京本部 5 階展示場 

（東京都港区赤坂 1-12-32アーク森ビル） 
      オンライン：Youtube 

※視聴用 URLを前日までに送付します。 
◇内 容 
（1）基調講演 
「海外での需要創出に向けた取組/JFOODO プロモーション活用事例の 
紹介」 

 ・株式会社おさだ製茶 代表取締役 長田 夏海 氏 
 ・高橋酒造株式会社 専務取締役  高橋 昌也 氏 
（2）パネルディスカッション 
「アフターコロナの海外プロモーションとインバウンド需要喚起」 
【パネリスト】 
・在日リトアニア共和国大使館  
特命全権大使 オーレリウス ジーカス 閣下 

・株式会社おさだ製茶 代表取締役 長田 夏海 氏 
・高橋酒造株式会社 専務取締役  高橋 昌也 氏 
・国際観光振興機構 （JNTO）企画総室長 平野  達也 氏 
【モデレータ】 

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0062562X
mailto:afg_event@jetro.go.jp


・JFOODO 執行役（CAO） 北川 浩伸 
◇参加費：無料 
◇定員：現地参加 50名（先着順）、オンライン参加定員なし 
※現地参加について、定員超過によりご参加いただけない方のみ、 
その旨連絡いたします。 

 
■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/jfa/82a8a25df105c06a.html 
【申込締切】3月 16日（木）17:00 
 
━━━━━━━━ 
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 2月 28日現在の GFPの登録数は 7,403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 2月 28 日現在で、GFP の登録数は 7,403件（うち農林水産・ 
食品事業者は 4,106件）となりました。北陸農政局管内の登録数は 322 
件（うち農林水産・食品事業者は 219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 

    ▼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】海外における食品添加物規制（着色料）の早見表（農林水産省へリンク）New! 
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seizo/230123.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（農林水産省へリンク） 

（2月 17日更新）  

   ▼登録    http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/ 
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   ▼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（農林水産省へリンク）（2月 28日更新） 

      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）（2月 21日更新） 

    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（北陸農政局へリンク）（2月 28日更新） 

     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    
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 ★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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