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今回のもくじ
○巻頭言

～地域性を活かした輸出の促進を！～
（北陸農政局経営・事業支援部担い手育成課長 三浦 和志）

○ＧＦＰクラブ
GFPの登録数が1,500件を超えました！ New!

○新着情報
◆【全般】「第3回輸出つながりディスカッション」の開催に

ついて New!
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「シンガポール・マレーシア日本食品市場開拓セ
ミナー」の開催について ▼締切間近▼ New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナーの
開催について ▼締切間近▼ New!

◆【全般】タイ向け青果物の梱包施設等に係る規制への対応
に関する説明会の開催について New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
「食」関連中核企業の海外展開支援プロジェクト
（ベトナム・アメリカ）参加申込受付中
▼締切間近▼ New!

○輸出への軌跡
越後雪室屋 （新潟県） New!
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巻頭言

━━━━━
～地域性を活かした輸出の促進を！～

（北陸農政局経営・事業支援部担い手育成課長 三浦 和志）
私は、愛媛県出身でこの４月に金沢に赴任し、４ヶ月が過ぎよ

うとしておりますが、北陸地域の海の幸や山の幸の豊富さに驚い
ています。
私が持っている北陸のイメージは、美味しいお米、個々の酒蔵

の特長を出した日本酒や日本海の新鮮な海の幸を有し、昔から引
き継がれる雅な食文化の宝庫という感じを持っています。また、
味噌、醤油、米菓や和菓子等の優良な事業者も多い地域というこ
とがわかりました。
これらの食材は、日本国内のみで消費されるのはとてももった

いないことで、是非、全世界で味わってほしいものです。現在、
それらの食材を、少しでも多く輸出できるように、少量多品目を
混載にて輸出できるような取組も始まっております。
北陸地域から輸出拡大を目指すためのシステムづくりや拠点づ

くりは必要と感じています。「地域性を活かした」「地域にあった」
輸出促進の取り組みを、私たちも最大限支援して参ろうと思って
いるところです。

━━━━━━━━━
ＧＦＰクラブ

━━━━━━━━━



GFPの登録数が1,500件を超えました！ New!
多くのお申し込みを頂き有り難うございます。令和元年7月

16日現在で、GFPの登録数は1,569件（うち農林水産・食品事業
者は1,003件）となりました。また、北陸農政局管内の登録数は
92件（うち農林水産・食品事業者は72件）となっています。

━━━━━━
新着情報

━━━━━━
【全般】「第3回輸出つながりディスカッション」の開催について

New!
昨年、北陸農政局は「輸出つながりディスカッション」

を開催し、物流に関する北陸地域特有の課題として、主要
港湾への運送、小ロット等流通コストが割高となっている
等の実態を、参加事業者と共有しました。今年度、北陸地
域における混載物流の可能性を調査するため、全国の先行
事例の調査、輸出事業者への物流アンケートや商社や物流
事業者等へのヒアリングを実施し、有識者を交えた検討会
へとつなげる取組を進めます。
この取組を実施する前に、混載物流に関心のある事業者

の方々にご出席いただき、今年度実施する取組の説明と、
混載・小ロット輸送等の状況について意見交換いただく場
を下記のとおり設けることとしました。
是非、ご参加くださいますよう、ご案内いたします。

●日 時 ： 2019年8月2日（金） 14:30～17:00
●場 所 ： 金沢広坂合同庁舎 1階 大会議室
●内 容 ： ・混載物流可能性調査について

・地域商社から見た北陸地域の輸出
・「北陸から！混載を考える」意見交換

●申込期限 ： 7月26日（金）
●申込方法 ： 申込まれる方は、事業者名・役職名・氏名

・連絡先・メールアドレスを記載の上、下
記メールアドレスまでご送付ください。
糸崎： takayoshi_itozaki930@maff.go.jp

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
「シンガポール・マレーシア日本食品市場開拓セミナー」の
開催について （JETROへリンク） ▼締切間近▼ New!
ジェトロ富山では、マレーシア・シンガポール向け食品輸出

セミナーを開催します。
ジェトロが海外に配置する農林水産・食品分野の専門家が来

日し、現地食品市場の最新動向やトレンド、商習慣について講
演します。現地で活躍する専門家ならではの視点から、最新情
報を入手する絶好の機会です。
マレーシア・シンガポールへの食品輸出にご関心のある皆様

は、是非ご参加ください。
＜ 開 催 概 要 ＞
★日 時：2019年7月26日（金） 13:30～15:55

※個別相談（16:00～17:00）
★会 場：富山県総合情報センター(情報ビル) 4階 第1・2会議室

（住所）富山市高田527 ※駐車場無料
http://www.toyama-tic.co.jp/tic-comp/access.html

★内 容：
１「マレーシアの日本食品市場の最新動向（仮題）」

ジェトロ・クアラルンプール事務所
農林水産・食品コーディネーター 宮川 厚志

２「シンガポールにおける日本食品市場の最新動向（仮題）」
ジェトロ・シンガポール事務所



農林水産・食品コーディネーター 大塚 嘉一
３「個別相談」（事前予約制／1社当り30分程度）

★定 員：（セミナー）50名、（個別相談）2社
★参加費：無料
★お申込：下記の申込書へ必要事項をご記入の上、お申込みく

ださい。
https://www.jetro.go.jp/events/toy/88ac23d804aaf1fc.html

★締 切：2019年7月24日（水）
★連絡先：ジェトロ富山（担当：小西、藤堂）

Tel：076-444-7901 Fax：076-444-7903
E-mail：toy@jetro.go.jp

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナーの開催につい
て （JETROへリンク） ▼締切間近▼ New!
ジェトロ富山では、輸出に取り組むために必須となる商談英

語スキルに関するセミナーを開催します。
海外バイヤーとの商談に必要な準備、効果的な提案方法、商

談後のフォローアップ方法など、商談において成果を出すため
に重要なポイントを演習を交えて解説します。
農林水産品・食品の関係者のみならず、輸出にご興味がある

方にも大変参考になる内容ですので、多くの方のご参加をお待
ちしています。

＜ 開 催 概 要 ＞
★日 時：2019年8月1日（木） 9:30～16:30
★会 場：富山県総合情報センター(情報ビル) 4階 第1・2会議室

（住所）富山市高田527 ※駐車場無料
http://www.toyama-tic.co.jp/tic-comp/access.html

★内 容：「ビジネス英語 ―展示会・商談会に備えて―」
◇ 会社概要・PR ◇ 商品シート
◇ 価格表（price list）
◇ 商談会 英会話1 自己紹介
◇ 商談会 英会話2 会社・製品紹介
◇ 商談会の事前PRメール
◇ 商談会参加後のフォローアップメール
◇ 条件交渉の為の英語表現
◇ 上手な返信督促と次回交渉への繋ぎ

★講 師：トレード・コンシェルジェ Street Smart
代表 法嶋 由昭氏

※貿易コンサルタントを主な業務とするトレード・コン
シェルジェ「Street Smart」を主宰。軽妙な語り口と
実践的な内容が好評で、全国各地から貿易実務やビジ
ネス英語講座の講師依頼も多数。

★定 員：30名
★参加費：無料
★お申込：下記の申込書へ必要事項をご記入の上、お申込みく

ださい。
https://www.jetro.go.jp/events/toy/4bb46fdae1f8d7ed.html

★締 切：2019年7月26日（金）
★連絡先：ジェトロ富山（担当：小西、藤堂）

Tel：076-444-7901 Fax：076-444-7903
E-mail：toy@jetro.go.jp

【全般】タイ向け青果物の梱包施設等に係る規制への対応に関す
る説明会の開催について New!
タイ向けに日本産青果物を輸出する事業者の方々は、20

19年8月25日より食品衛生の観点から、選果・梱包を行う施
設でタイの基準に適合する証明書等を取得いただき、輸出



の際にその証明書等を添付する必要があります。
つきましては、タイ向け日本産青果物の輸出に係る規制

の概要と必要な証明書取得の手続について、下記のとおり
説明会を開催しますので、タイ向けに青果物を輸出されて
いる関係者の皆様、是非、ご参加ください。
○日 時 ： 2019年8月8日（木） 14:00～15:30
○場 所 ： 北陸農政局金沢野町庁舎 2階 会議室
○申込期限 ： 8月5日（月）
○申込方法 ： 下記のメールアドレス及び電話番号より、

お申し込みください。
玉木：yukihiro_tamaki400@maff.go.jp
上田：yuka_ueda490@maff.go.jp
電話番号 076-232-4233

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
「食」関連中核企業の海外展開支援プロジェクト（ベトナム
・アメリカ）参加申込受付中 （委託先へリンク） ▼締切間
近▼ New!
中部経済産業局では、ベトナム、アメリカでの現地商

談会等の参加企業を募集しています。
ベトナムでは、厳選した現地小売スーパーやレストラ

ンとの商談、アメリカでは、ジャパンハウスでのレセプ
ション、展示会でのテストマーケティング等が可能です。
「食」関連の輸出に積極的に取り組まれる方々のご参

加を、お待ちしております。

【事業概要】
（１）ベトナム
「食品商談会 in ベトナム ～中部・北陸発～」
2019年10月2日(水)～5日(土)、ベトナム（ホーチミン）

https://www.hri105.co.jp/images/document_vietnam.pdf

（２）アメリカ
「中部の“食”をアメリカへ！～米国市場を肌で感じ、チャ
ンスを切り拓け～」2020年1月24日(金)～29日(水)、アメリカ
（ロサンゼルス）

https://www.hri105.co.jp/images/document_usa.pdf

○詳しくはこちら
https://www.hri105.co.jp/backnumber/index.html?y=2018

━━━━━━━━
輸出への軌跡

━━━━━━━━
越後雪室屋（新潟県） New!
「越後雪室屋」とは商標ブランドのことで、「にいがた雪室ブ

ランド事業協同組合」を2012年設立時に、全国展開を目指し立ち
上げたブランドです。設立当時の組合員数は19社、現在は25社の
組合員を有し、新潟の美味しい商品をより美味しくするため、雪
室で低温熟成した商品として、新潟県内はもとより全国、海外へ
と展開しています。輸出は約5年前から行っており、雪室で低温熟
成した珈琲、コメ、牛肉、魚、日本酒や調味料等の商品をシンガ
ポール、台湾、香港、ベトナムを中心としたアジア諸国に輸出し、
全売上の10％が輸出商品の売上となっています。
雪室貯蔵でも全ての商品の食味が向上した訳でなく、ニンジン

やジャガイモは雪室貯蔵することで鮮度が保持され糖度が増しま
すが、新潟県が力を入れている果実の「ルレクチエ」は、販売時
期をずらす事で商品拡売を目指しましたが、最適な時期を見つけ

https://www.hri105.co.jp/images/document_vietnam.pdf
https://www.hri105.co.jp/images/document_usa.pdf


出す事が出来ず、断念した事もあります。
課題は、雪室貯蔵に時間がかかる商品が多いので、需要に応じ

た供給が難しくなりがちなことです。
今後とも、雪室ブランドである「越後雪室屋」を国内外にアピ

ールするため、商談会や展示会に参画するとともに、組合員の拡
大と販路開拓を、これからも堅実に進めていきたいと考えていま
す。

━━━━━━
施策情報

━━━━━━
【全般】「GFPコミュニティサイト」へのご登録をご検討ください
【GFP特設サイトはこちら】 → http://www.gfp1.maff.go.jp/
【登録はこちらから】 → http://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
【facebookはこちらから】 → https://www.facebook.com/maff.gfp/

【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://agmiru.com/

【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） （6月24日更新）
登録申請の公示等情報が更新されました。
▼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

【全般】消費税軽減税率制度関係のお知らせ （国税庁へリンク）
○軽減税率制度に関すること…国税庁HP 又は最寄りの税
務署

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//index.htm
○中小事業者等への支援…「軽減税率対策補助金事務局」
（専用ダイヤル0570-081-222） http://kzt-hojo.jp/

【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/

【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） （7月19日更新）
「Goodな農業！GAP-info」の情報が更新されました。

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）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
○輸出促進関係リンク
◆【全般】国・地域別イベントカレンダー（JETROへリンク）

https://www.jetro.go.jp/agriportal/eventcalendar.html
◆【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】農林水産物等の輸出対策

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
◆【全般】国別・地域別におけるコメ（精米）の輸入規制について

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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 地域連携課）
E-mall：hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp
TEL：076-232-4233 FAX：076-232-4178
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★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


