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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～コロナ禍における輸出～  
      （北陸農政局次長 小林 勝利）  
 
 ○ＧＦＰクラブ 

★GFP の登録数が 3,700 件を超えました！  New! 
 

○新着情報 

【全般】 

◆令和 3 年度 農林水産予算概算要求について 
 （輸出関連） New! 

 

【輸出事業者向け】 

◆ジェトロ「商社マッチング in 富山」の商社を募集 
 New! 
◆≪出展無料≫シンガポール・香港向けのオンライ 

ン見本市に出展しませんか！ 
 

◆参加費無料で海外 EC サイトに販売して輸出拡大！ 
 

 ○コラム 
デジタルマーケティングの極意！ 
（ユーザーへ響く言葉と画像が大切） New! 
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  巻頭言 
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 ～コロナ禍における輸出～ 

（北陸農政局次長 小林 勝利）  
  新型コロナウイルス感染症の影響もあり、我が国か 

らの農林水産物・食品の輸出が、残念ながら落ち込ん 
でいます。しかしながら、このような中にあっても、 
コメ（米粒）の輸出が増加するなど、取引を拡大させ 
ている方々もいらっしゃいます。 

  政府としては、これまでも GFP や JFOODO の取組等に 
より輸出を促進してきました。今般の新型コロナウイ 
ルス感染症の影響を踏まえ、輸出力の維持・強化に向 
けたプロモーションや施設整備等に関する支援策も追 
加的に講じています。また、輸出に特化した対策では 
ありませんが、新型コロナウイルス感染症対策の中に 
は、経営継続補助金、資金繰り対策(金融措置)、持続 
化給付金、雇用調整助成金、家賃支援給付金など、輸 
出に取組む事業者が活用できる対策も種々措置されて 
います。 

  これらの支援策につきましては、本メールでも紹介 
してきました。農林水産省 HP にも掲載してあります。 
ご質問等があれば、お気軽に農政局・地域拠点にお問 
い合わせ下さい。是非とも、これらの支援策を活用し、 
経営を維持・発展させ、輸出に取組んで頂ければ幸い 
です。 

 



━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★GFP の登録数が 3,700 件を超えました！  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 2 年 9 月 29 日現在で、GFP の登録数は 3,709 
  件（うち農林水産・食品事業者は 2,163 件）となり 
  ました。また、北陸農政局管内の登録数は 170 件 

（うち農林水産・食品事業者は 128 件）となってい 
ます。 

   詳細はこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

 
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 

【全般】 

◆令和 3 年度 農林水産予算概算要求について 
 （輸出関連）（農林水産省へリンク） New! 
 9 月 30 日、令和 3 年度農林水産予算概算要求が公表 
されました。予算総額 2.7 兆円（対前年比 120%）とな 
っており、新たな食料・農業・農村基本計画やコロナ禍 
を受け、生産基盤の強化や農産物輸出の拡大などが柱と 
なっています。 

5 兆円目標の実現に向けて、グローバル産地づくりの 
  強化や輸出向け施設の整備等による生産から輸出までの 
  各段階の取組強化、輸出先国の規制への対応強化、輸出 
  先国向けの販売戦略の強化、食産業の海外展開と多様な 
  ビジネスモデルの創出等を支援します。 

輸出関係の詳細は下記 URL をご覧ください。 
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3yokyu_pr37.pdf  

※概算要求については、今後、財務省の査定及び国会 
審議を経て決定されることから、変更の可能性がある 
ことにご留意ください。 
 

【輸出事業者向け】 

◆ジェトロ「商社マッチング in 富山」の商社を募集 
（JETRO へリンク） New! 

   JETRO では、農林水産物・食品の輸出を希望する事 
業者と国内商社とのオンライン商談会を下記のとおり 
開催します。 

新規取引商品の開拓、顧客開拓の機会として、是非、 
  ご応募ください。 
 

【日  時】2021 年 2 月 17 日（水）13:00～17:00（予定） 
【募集商社】6 社程度 
【想定品目】水産加工品、調味料、日本酒 等 
【主  催】ジェトロ富山   
【申込締切】2020 年 10 月 30 日（金） 17：00 

 
詳しくはこちら 
申込みはこちら ↓ 

https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0056979 

 

◆≪出展無料≫シンガポール・香港向けのオンライン 
 見本市に出展しませんか！ 
（umamill へリンク） 

https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3yokyu_pr37.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/afb/2020/shoushamatching/annai_shizuoka_toyama.pdf
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0056979


Umamill は世界のバイヤーに商品を紹介し、試食 
用サンプルを届け海外の販路開拓機会を生むプラッ 
トフォームです。 

商品情報を登録するだけで、見本市に出展ができ、 
海外バイヤーからサンプルの依頼があれば「umamill」 
が届けます。 

海外輸出や海外の販路開拓を検討している事業者 
様は是非ご活用ください。 
 詳細はこちら → https://www.umamill.jp 

 

  ◆参加費無料で海外 EC サイトに販売して輸出拡大！ 
 （JETRO へリンク） 
 「JAPAN MALL 事業」 
海外主要 EC サイトによる日本商品の調達に対し、 

商品情報紹介や商談機会の設定などをジェトロが支 
援。連携する EC サイトの多くは日本国内に調達拠 
点があるため、EC サイトが選定した商品は日本で買 
い取ります。 
日本国内の取引で完了し、返品リスクがないため、 
安定した輸出ビジネスとなります。 
 海外 EC サイトを通じた販路拡大にご関心のある 
事業者様のお申し込みをお待ちしております。 

詳細はこちら ↓  
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/  

※はじめてのお申し込みの方は「お客様情報登録」 
（無料）が必要です。 
申し込みはこちら ↓ 

https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E 

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
デジタルマーケティングの極意！ 
（ユーザーへ響く言葉と画像が大切） New! 
オンラインセミナー「今、必要なデジタルマーケ 

ティングの極意」（講師：株式会社エンタトニック 
代表取締役 安藤氏）を視聴したので紹介します。 

今は昔と違い、TVCM や新聞などのマスメディアを 
利用した販売促進よりも、若年層を中心に SNS を利 
用した販売促進が有効とのことです。 

デジタルマーケティングを実施する上で、①ター 
ゲットを明確にした発信②クオリティーの高い文章 
や画像③コツコツ発信を続ける継続性が重要とのこ 
とです。 

詳しく話しますと、 
①  ターゲットを明確にして、ターゲットが必要と 
している商品をとりそろえることで、購入し利用し 
た際に気に入れば SNS 等で拡散され、今まで顧客で 
はなかった方々まで商品を認知させることができる。 
②  商品の情報となる文章や画像等のクオリティー 
を良くすることで、ユーザーの心に響き拡散させ 
ることができる。 
③  インターネットでは情報（キーワードの数）の 

  総量が力になるので、自らの HP や情報通信アプリ 
  に当該商品の情報を継続的にアップして、ファン 

層・関係者がその情報や感想を拡散することで、 
インターネットで検索した際、情報の波に埋もれ 
なくなる。 

https://www.umamill.jp/
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E


とのことです。 
また、消費者が得られる商品価値（ベネフィッ 

ト）の話がありました。①コアベネフィット（機 
能性や効果、性能等）②使用簡便性（使いやすや 
時間短縮等）③感覚的ベネフィット（かわいいや 
かっこいい、いい香り等）④心理的ベネフィット 
（感動ややる気、高級感等）のうち２つ以上備わ 
っていることで売れる商品となり、ユーザーに拡 
散させるには心理的要素を取り入れることが大切 
とのことです。 

コロナ禍の中で試食ができない今、商品の PR で 
ユーザーの理解度を上げるためには、動画は避け 
て通れません。動画で視覚や聴覚から商品の質を 
伝え、どれだけおいしさを語源化でき、心に響く 
言葉を伝えられるかが大切とのことです。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【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/ 

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（9 月 8 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  

【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）  

    （9 月 15 日更新） 

      ht tp : / /www.maff .go . jp / j / sei san /gi zyu tu /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  

【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）（9 月１4 日更新）  

        http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/  

【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（9 月 3 日更新） 

     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@hokuriku.maff.go.jp  

TEL：076-232-4233    FAX：076-232-4178 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
 ★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/j/shokusan/gi_act/register/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/


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

 

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

