
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 5 月 6 日 No.88 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆2021 年度 JAPAN MALL 事業参加者の募集開始のお知 
 らせ New! 
 
◆ジェトロ食品輸出オンライン商談会の開催について New! 
 
◆令和 3 年度「中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調 
 査・実証事業費補助金（フードテック）の公募につ 
 いて New! 
 

【全般】 
◆認証の取得などを支援する「令和 2 年度第 2 回有機 
 JAS･GAP 認証取得等支援事業」の公募について New! 
 
◆GAP 認証審査員の育成を支援する「令和 2 年度第 2 
 回 GAP 認証審査員育成支援事業」の公募について New! 

 
◆GAP 認証審査機関の新規参入を支援する「令和 2 年 
 度第 2 回 GAP 認証審査機関新規参入支援事業」の公 
 募について New! 
 

【食品事業者向け】 
◆「JFS 規格ステップアップ モデル事業者」の公募 

について New! 
 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 4 月 30 日現在 4,700 件を 

超えました！ New! 
 
★「GFP ビジネスパートナー」とのマッチングを希望 

する生産者・メーカーを募集します。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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新着情報  
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【輸出事業者向け】 
◆2021 年度 JAPAN MALL 事業参加者の募集開始のお知 
らせ New! （JETRO へリンク） 
ジェトロでは、今年度も、海外主要 EC サイトによ 

  る日本商品の買取・販売事業である JAPAN MALL 事業 
  に参加を希望する企業を募集します。 
   選定された商品は、EC サイトが買い取り、現地の倉 
  庫にストックし販売します。原則、国内買取り、国内 
  納品、日本円決済で取引が完結するため、複雑な輸出 
  手続きが不要です。商品はバイヤーの買取りとなるた 

め、返品リスクがありません。 
 海外 EC サイトを通じた販路拡大にご関心のある事 
業者さまのお申し込みをお待ちしております。 



詳しくはこちら（JETRO へリンク） 

※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。お申し込みはこちら 

 
◆ジェトロ食品輸出オンライン商談会の開催について New!  
 （JETRO へリンク） 
 ジェトロでは、7 月に海外バイヤーとの食品輸出商 
談会をオンライン方式で開催します。 
【開催日時】7 月 15 日～16 日、7 月 19 日～21 日 
      9 時から 18 時（予定） 
【申込締切】5 月 21 日（金曜日）12 時まで 
申込方法等詳しくはこちら（JETRO へリンク）  

 
◆令和 3 年度「中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調 

査・実証事業費補助金（フードテック）の公募につ 
いて New! （JETRO へリンク） 
 ジェトロでは、中堅・中小企業が海外市場でフー 
ドテック（サイエンスとエンジニアリングを使って、 
新たな食体験を作り出す技術。例えば代替肉（植物 
肉）や植物工場など）を活用する新たなビジネスモ 
デルを構築するための実証的な取組を支援します。 
【公募期間】5 月 31 日（月曜日）15 時まで 
詳しくはこちら（JETRO へリンク）  

 

【全般】 

◆認証の取得などを支援する「令和 2 年度第 2 回有機 
JAS・GAP 認証取得等支援事業」の公募について New! 

（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク） 
輸出を目指す農業者等に対し、有機 JAS 認証、GAP 

認証及び商談等の取組を支援します。 
【公募期間】令和 3 年 5 月 21 日（金曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20210414-3.htm 

 

◆GAP 認証審査員の育成を支援する「令和 2 年度第 2 
回 GAP 認証審査員育成支援事業」の公募について New! 

（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク） 
GAP 認証の審査を行う者（GAP 認証審査員）の確保 

に向け、GAP 認証審査員に必要な研修の受講等を支援 
します。 
【公募期間】令和 3 年 5 月 21 日（金曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20210414-2.htm 

 

◆GAP 認証審査機関の新規参入を支援する「令和 2 年 
 度第 2 回 GAP 認証審査機関新規参入支援事業」の公 

募について New! 
（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク） 
GAP 認証の審査を行う機関（GAP 認証審査機関）の 

  拡大に向け、認定機関による認定審査受審に必要な経 
  費等を支援します。 

【公募期間】：令和 3 年 5 月 21 日（金曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20210414-1.htm 

 
【食品事業者向け】 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0058439F
https://www.jetro.go.jp/events/osa/cc226fd6913b2daa.html
https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/e2af9392f4958299.html
https://www.jadea.org/news/news-20210414-3.htm
https://www.jadea.org/news/news-20210414-3.htm
https://www.jadea.org/news/news-20210414-2.htm
https://www.jadea.org/news/news-20210414-2.htm
https://www.jadea.org/news/news-20210414-1.htm
https://www.jadea.org/news/news-20210414-1.htm


◆「JFS 規格ステップアップ モデル事業者」の公募 
について New! 

（食品安全マネジメント協会（JFSM）へリンク） 
日本発の食品安全マネジメントシステムに関する規 

格である JFS 規格の認証取得を希望される食品事業者 
で、JFS-B 規格から JFS-C 規格へ移行されたい事業者 
様に対し、HACCP 制度化への対応や輸出・事業発展等 
を多面的に支援する JFS 規格の普及のため、認証等の 
取得にかかった対象経費（審査費用）を補助します。 
【公募期間】：令和 3 年 5 月 31 日（月曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 

https://www.jfsm.or.jp/information/2021/210427_000497.php  

 

━━━━━━━━ 
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 3 年 4 月 30 日現在の GFP の登録数は 4,702 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 3 年 4 月 30 日現在で、GFP の登録数は 4,702 件 

（うち農林水産・食品事業者は 2,697 件）となりまし 
た。北陸農政局管内の登録数は 227 件（うち農林水産・ 
食品事業者は 155 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。 
 輸出に意欲的に取り組みたい方は、是非、登録して 
ください。 

  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 
 
★「GFP ビジネスパートナー」とのマッチングを希望 

する生産者・メーカーを募集します。 
 （農林水産省へリンク） 

 農林水産省（GFP 事務局）では、輸出ビジネスの創出 
に共に取り組む「GFP ビジネスパートナー」とのマッチ 
ングを希望する生産者・メーカーの方々を募集していま 
す。 
詳しくはこちら→https://www.gfp1.maff.go.jp/ 

※GFP 会員登録が必要です。 
  

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

https://www.jfsm.or.jp/information/2021/210427_000497.php
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://www.gfp1.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
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  

（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（4 月 20 日更新）  

（農林水産省へリンク） 

      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  

【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/ 

【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】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報（4 月 22 日更新） 

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

【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  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
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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