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平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

製品開発のための技術の実証や、HACCPへの対応、GLOBALG.A.P.、ハラール認証の取得に係る講習会の開催等を実施します。

農林水産省が策定した「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」及び輸出戦略実行委員会で定める輸出拡大方針（以下「輸出戦略」）に
沿って、ジャパン・ブランド確立の取組・産地間連携等の促進・輸出環境整備の取組等を実施します（予算額：1，052百万円） 。

１．事業名及び予算額

２．支援対象者

３．事業内容 （補助率：定額、1/2）。

（１） 国内検討会の開催

生産者、関係事業者の代表者等を参加者として、産地間連携による周年供給体制の実現、共同輸送

による輸送コストの低減、輸送時の鮮度保持技術の開発等をテーマとした国内検討会を開催します。

（２） 海外マーケットの調査

（３） 日本産品のPR

海外において、対象国・地域での生産・流通状況、消費者の嗜好・需要、競合品の販売状況、動植物

検疫や通関の手続き等に関する調査を実施します。

日本産品の普及・定着、効果的な魅力発信のための海外でのセミナーの開催やパンフレット等の各種広報媒体の配布等を実施します。

平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうちジャパン・ブランドの確立に向けた取組）

輸出戦略に掲げる品目のうち水産物、コメ・コメ加工品、花き、畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵及び牛乳・乳製品）、茶、林産物（木材）及び青果物
についての品目別輸出団体

（４） 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施

日本産コメ共通ロゴマーク及び和牛統一マークの保護のため、弁理士の活用による対象国・地域への

商標登録の申請、出願、更新や、不正使用の監視等を実施します。

（５） 品目別の共通ロゴマークの管理（※コメ、花き、畜産及び茶のみ）

和牛統一
マーク

補助事業

（ジャパン・ブランドの確立に向けた取組）

海外見本市、商談会の開催等の販路開拓や試食会等の販売促進活動を実施します。

（６） 海外販売促進、販路開拓の取組
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１．事業名及び予算額

２．支援対象者

３．事業内容 次の（１）から（３）までの全部又は一部を実施します（補助率：（１）及び（２）は定額、（３）は２分の１）。

（１） 産地間連携推等進検討会の開催

産地間連携による輸出期間の長期化やリレー輸出、共同輸送、鮮度保持技術の研究・開発、

輸出環境課題の解決等をテーマとして、次の①から③までの全てを実施します。

① 関係事業者等を参加者とする検討会の開催

輸出に取り組む複数の産地における産地間連携等の推進に向けた方針を策定するため、

国内産地からの生産者や関係事業者の代表等を参加者とする検討会を開催します。

② 国内の輸出に取り組む産地等での検討会の開催

生産現場からの意見の集約や、産地間連携への意識の醸成等のため、国内各地におい

て、現地の生産者や関係事業者等を参加者とする検討会を開催します。

③ 事業実施報告会の開催

①及び②の取組結果を踏まえて策定した方針を業界内に還元するため、生産者や関係

事業者等を参加者とする説明会を開催します。

平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組

国内の主要な輸出産地、関係事業者等を取りまとめる団体、複数の事業者で構成された協議会、民間事業者（下記の３の（１）及び（２）のみ） 等
※ 複数の事業者で構成された協議会については、別途、農林水産省の承認が必要です。

＜本事業の活用例＞
介護食品や機能性食品等の多様な加工食

品に関する輸出産地、関係事業者等を取りま
とめる団体が複数の品目を取りまとめ、通年
又は長期の安定供給体制を目指す。

いちご

なし

もも

かんきつ類

4 10 11 12 １

りんご

8 95 6 7１月 2 3

輸 出 期 間

（２） 取扱品目に係る海外マーケットの調査 ※ （２）については、（１）と併せて実施します。

海外において、対象国・地域での流通状況や競合品の販売状況、輸入慣行、購買層ごとの消費、嗜好動向等に関する調査を実施します。

（３） 産地間連携等による海外での販路開拓

産地間連携等を通じて、海外において新たな販路を開拓するため、国際見本市への出展や試食・商談会の開催等の販売促進活動、各種

広報活動を実施します。

補助事業 平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

（産地間連携等を促進する取組）
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１．事業名及び予算額

２．支援対象者

３．事業内容 輸出戦略に掲げる品目について、次の（１）から（3）までのいずれかを実施します（補助率：２分の１）。

平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち輸出戦略に対応した産地等の取組

農林漁業者の組織する団体、食品事業者の組織する団体、複数の事業者で構成された協議会、民間事業者（下記の３の（３）のみ） 等
※ 複数の事業者で構成された協議会については、別途、農林水産省の承認が必要です。

（１）輸出環境整備を図る取組

農林漁業者や食品事業者の組織する団体等が輸出環境整備を目的として、①又は②の取組を実施します。

① 対象国・地域が求める検疫条件への対応、GLOBALG.A.P.、ハラール認証等の国際的に通用する認証の取

得・更新、対象国・地域の有機認証等の他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新等を行います。

② 都道府県の協議会等が、当該地域の活性化を目的として、①の輸出環境整備及び多品目混載輸送や輸送

コストの低減等を伴う海外販売促進活動を実施します。

（２）輸出産地等による海外販売促進活動の取組

農林漁業者等の組織する団体が、輸出戦略における重点国・地域等への輸出拡大を図るため、次の①又は

②を対象に海外での見本市への出展、試食・商談会の開催等の販売促進活動や商品パンフレットの配布等に

よる効果的な広報活動を実施します。

① 原発事故による輸入停止措置が解除され、輸出可能となった都道府県の品目に係る取組

② 動植物検疫の二国間協議が終了し、輸出解禁となった品目に係る取組

相手国の
植物検疫官
の招へい

（３）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組

品目別の輸出状況に応じた実用的な輸送コストの実現等を図るため、国内外での複数の輸送方法や経路との組合せを検討の上で、長期間
かつ多品目の輸送に耐え得る品質保持技術等を活用し、最適な輸出モデルの開発・実証を行います。

海外見本市
への出展

補助事業 平成28年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

（輸出戦略に対応した産地等の取組）
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新興市場等におけるマーケティング拠点の設置

海外の百貨店等においてインストア・ショップを長期間（１～７ヶ月間）設置し、６次産

業化商品、日本産農林水産物・食品のテスト販売とプロモーションを行います。

出品された方々には、海外の消費者等の反応をフィードバックします。

【概要】

○ ６次産業化商品や「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」で重点品目

とした農林水産物・食品を中心に、テスト販売に適した品目を全国から幅広く
募集します。

○ 店頭での販売時にアンケート調査等を実施し、顧客ニーズを出品された方々

にフィードバックします。

【インストア・ショップ設置国・地域】

○ シンガポール（実施中）、マレーシア（実施中） 、
タイ（実施中） 、香港（実施済み）、米国（準備中）、
英国（準備中）

拠点設置
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インストアショップの設置計画

○ 各インストアショップの公募状況等について御不明な点がございましたら、以下にご連絡ください。

ジェトロ農林水産・食品課 Tel : 03-3582-4966

拠点設置
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

サンフランシスコ
（小売店：11月上旬～

12月下旬）
（レストラン：10月、

平成28年１月～２月）

ロンドン
（小売店：11月上旬～

12月上旬）
（レストラン：10月、

平成28年１月～２月）

香港
（８月12日～３１日）

シンガポール
（７月下旬～平成28年２月）

クアラルンプール
（7月下旬～平成28年２月）

バンコク
（７月下旬～平成28年２月）

設置都市
販売予定期間

実施状況

試験販売を実施中。
試験販売する商品も募集中(12/15締切)
http://www.jtb-matching.com/jfq2015/?ps=exer-
area&area=1

試験販売を実施中。
試験販売する商品も募集中(12/15締切)
http://www.jtb-matching.com/jfq2015/?ps=exer-
area&area=3

試験販売を実施中。
試験販売する商品も募集中(12/15締切)
http://www.jtb-matching.com/jfq2015/?ps=exer-
area&area=2

試験販売は終了（72品目実施）。事業者への報
告書を作成中。

試験販売する商品の募集は終了。試験販売に向
け準備中。

試験販売する商品の募集は終了。試験販売に向
け準備中。

伊勢丹スコッツ店

伊勢丹KLCC店

伊勢丹タイランド店

AEONコーンヒル店

Berkeley Bowl

レストランでプロモーションを実施

レストランでプロモーションを実施

伊勢丹LOT10店

Westfield



○ ミラノ万博は、2015年５月から半年間「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに開催され
る大規模な博覧会

○ 農林水産省及び経済産業省を幹事省、国土交通省を副幹事省とし、ジェトロを参加機関とした体制
を整備

○ 日本の農林水産業や食を取り巻く様々な取組み、日本食、日本食文化に詰め込まれた様々な知恵や
技が、人類共通の課題解決に貢献していくことがテーマ

食生活と農業生産の多様性

建築 多様性のうつわ

日本古来からの知恵と技を現代の日本の最先端技術を用いて応用し、伝統と
革新が共存する木材等を活用した日本館を建築。

展示

自然と共生する「農林水産業」をベースに、深遠な知恵と技とが凝縮された日本
の「食」と「食文化」が、持続可能な未来社会を切り拓くことをアピール。

レストラン 理解を共感に変える、日本の食の体験

展示の理解を共感に変えるため、だし等の日本の優れた食を体験できる場として
展開。（高級日本食レストランとフードコートを設置）

催事 多くの方々が参加・発信できる行催事の展開

日本食や食文化の多様性を世界へアピールするため、地方公共団体や団体の
参画を公募。現在27組35自治体、20団体、3官公庁が参画表明

日本館のテーマ

Harmonious Diversity
－共存する多様性－

＜日本館の概要＞

食生活と農業生産の多様性

ミラノ国際博覧会の開催

上：日本館外観
下：正面菰樽前での記念撮影
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ミラノ


