
農林水産祭参加表彰行事

公益財団法人　食品等流通合理化促進機構
〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-4-5　第1東ビル6Ｆ

TEL: 03-5809-2176 FAX: 03-5809-2183

農林水産祭参加表彰行事

輸出に取り組む優良事業者表彰
令和3年度

エントリー開始！

自薦・他薦
問いません！

農林水産省の補助により実施しています。

農林水産
大臣賞
3点程度

食料産業
局長賞
6点程度

※大臣賞受賞者は次年度の農林水産祭（天皇杯）に参加可能

表彰候補 農林水産物・食品の輸出に関わる業務に携わる団体（企業、法人、任意団体等）又は個人
※本表彰は農林漁業者だけでなく、2次産業、3次産業の事業者も対象にしています。

後援 全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、
日本政策金融公庫、日本農業法人協会、日本貿易振興機構（JETRO）

表彰式

表彰

応募方法
応募の際はエントリーシートにご記入の上、公益財団法人食品等流通合理化促進機構
まで「電子メール」または「郵送」によりご提出ください。
応募要件・方法の詳細（応募用紙）は、下記URLをご覧ください。
http://www.ofsi.or.jp/kaigai

2021年11月下旬～12月上旬（東京都内）予定

お問い
合わせ先

土７/31 
まで

参加費無料

公募期間

6 輸出拡大に向けた工夫

※エントリーシートは2ページ以内にまとめてください。 2020.5(Ae)KP

輸出ビジネスの構築、拡大、差別化のポイントについて記述してください（国・品目毎等）。

7 ビジネスモデル
輸出のビジネスモデル（商流、役割分担等）について、文章もしくは図表を用いて記述してください。

8 その他特筆すべきポイント（例：直近取引が急拡大している、斬新な輸出モデルを構築している等）



応募方法・期間
　「令和３年度輸出に取り組む優良事業者表彰応募様式」（以下のホームページか
らもダウンロードできます。）に必要事項を記入の上、令和３年７月31日（土）まで
に「輸出に取り組む優良事業者表彰」事務局（公益財団法人食品等流通合理化促
進機構）まで「電子メール」または「郵送」のいずれかによりお申し込みください。
　電子メールでの応募の場合、添付の写真、取組内容を記載した関係資料、会社
等の概要パンフレットなど資料が多くなる場合はなるべく大容量ファイル転送
サービスをご利用ください。郵送による提出の場合は宅配便等配達されたこと
が証明できる方法によりお送りください。
　お送りいただいた応募に関する書類は返却いたしません。
送付先
電子メールの場合 info@ofsi.or.jp
郵送の場合 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6Ｆ

公益財団法人　食品等流通合理化促進機構
輸出に取り組む優良事業者表彰　事務局 

ホームページより様式をダウンロードしてください
http://www.ofsi.or.jp/kaigai

その他
表彰された取組は、当機構ホームページと農林水産省ホームページにおいて広く公表するとともに、農林水産省が

実施等をする食品関係のセミナー、シンポジウム等で広く公開、普及いたします。なお、審査結果発表後に重大な法令
違反等が明らかになった場合は表彰を取り消す場合もあります。

応募にあたり、農林水産省のGFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト）への登録（無料）が必要と
なります。下記のアドレスより登録をお願いします。

http://www.gfp1.maff.go.jp/

表彰式
　東京都内において、令和3年11月下旬～12月上旬頃（予定）に賞状を授与する表彰式典を実施いたします。
※表彰式典に参加される方1名分の会場までの旅費は事務局が負担いたします。

結果発表
　審査結果は受賞者へ直接通知します。また、令和3年10月頃にプレス発表するとともに、併せて公益財団法人 食品等
流通合理化促進機構のホームページでも公表します。なお、公表の際は、受賞者の連絡先（代表者・受賞者の住所・
担当者）も併せて公表をいたします。

審査
学識経験者・有識者からなる「輸出に取り組む優良事業者表彰審査委員会」を設置し、下記の「輸出に取り組む優良

事業者表彰選賞基準」により審査委員が選考を行います。なお、選考に関する、経緯、経過については公表いたしません。

輸出に取り組む優良事業者表彰選賞基準
審査項目 選賞基準（審査の視点）

輸出規模 輸出事業者における我が国の農林水産物・食品の年間輸出額、量、品目等が一定以上あるか
輸出事業者による輸出が一定規模継続的に行われているか
輸出事業者における輸出額、量、品目等が増加しているか
輸出事業者における輸出国が増加しているか
輸出拡大に向けて生産面・流通面等において斬新的な取組が行われているか
これまでに輸出できなかった国への販路を切り開いているか
輸出を可能にするための商品開発・技術革新が行われているか
既存流通とは異なるビジネスモデルを構築しているか
輸出を継続するために継続的な販路開拓が行われているか
日本の農林水産物・食品を浸透させるための工夫が行われているか
他の輸出国と差別化するためのブランディングができているか
日本の農林水産物・食品の拡大に繋がる取組となっているか
農林漁業者が新たに輸出に取り組めるような取組となっているか
他の輸出事業者に参考となるような取組となっているか

成長性

イノベーション

定着性

波及効果

※

※

※必須

❶輸出に取り組む優良事業者
　表彰応募様式

❷写真（取組内容がわかる写真）

❸取組内容を記載した関係資料

❹会社等の概要がわかるパンフレット
　（ある場合）

＜応募に必要な書類＞

下記の書類を募集期間中に
事務局まで電子メールまたは

郵送してください。

[別紙様式]

1 表彰対象事業者の情報  ※団体、企業等

名称

代表者名

URL

連絡先

推薦者名

所属先

連絡先

売上高（直前期末）

直近3ヵ年

輸出国数 上位3ヵ国

輸出アイテム数 上位3アイテム

創業年

業種

輸出品目
（複数回答可）

（ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　）

GFPへの登録
○印をつけてください

登録済 登録予定

住所

TEL :

電子メール :

年

農林漁業者　製造業　流通業　販売業　組合・団体　その他（　　　　　　　　　　　　　）

コメ・コメ加工品　　青果物　　　畜産物　　　水産物
茶　　　花卉　　　林産物　　　加工食品　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

輸出開始年 年

FAX :

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ
〒　　　　ー

住所

TEL :

電子メール :

百万円（20    年　月）

具体的な取り組みを記述してください。

年 百万円 年 百万円 年 百万円

FAX :

フリガナ
〒　　　　ー

2 推薦者名  ※他薦の場合のみ

3  表彰対象事業者の概要

4  日本の農林水産物・食品の輸出実績
経常利益（直前期末:黒字 or 赤字）

5  輸出取り組み概要

<
 

切
り
取
り
線 >

令和3年度輸出に取り組む優良事業者表彰応募様式



応募方法・期間
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らもダウンロードできます。）に必要事項を記入の上、令和３年７月31日（土）まで
に「輸出に取り組む優良事業者表彰」事務局（公益財団法人食品等流通合理化促
進機構）まで「電子メール」または「郵送」のいずれかによりお申し込みください。
　電子メールでの応募の場合、添付の写真、取組内容を記載した関係資料、会社
等の概要パンフレットなど資料が多くなる場合はなるべく大容量ファイル転送
サービスをご利用ください。郵送による提出の場合は宅配便等配達されたこと
が証明できる方法によりお送りください。
　お送りいただいた応募に関する書類は返却いたしません。
送付先
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令和3年度輸出に取り組む優良事業者表彰応募様式
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