
本誌は、米国中西部・北東部食品輸出協会 
（the Food Export Association of the Midwest USA / Food Export USA-Northeast） 

が提供する「ブランドプログラム」のガイドブックです。

ブランドプログラム 

輸入者向けガイドブック

マーケティング費用の50％補助を受け
米国産製品を積極的に販売してください!

補助金対象の活動：広告、インストア・プロモーション、展示会出展
広報活動、日本の規則に沿ったパッケージやラベルの改定

ウェブサイト構築、電子マーケティング 



ブランドプログラムを使用した成功例 

メイン州ヨークにあるストーンウォール・キッチン社は、２０１２年５月と１２月にドイツ全土を網羅 

する紙媒体に特長的な食品の広告出稿した際に、「ブランドプログラム」を利用しました。その結果、

ドイツへの輸出は２年間で50％増となりました。

「ブランドプログラムにより、弊社製品を取り扱う卸売業者へのマーケティング支援を増やすこと 

ができ、「ブランドプログラム」の補助金なしでは、海外市場で製品のプロモーションや宣伝に要する 

費用を捻出することはできなかったでしょう。本プログラムにより、海外市場でのマーケティングに 

かける資金価値を最大限にし、市場に新規参入する際に大きな要素であるブランド認知度を高め

ることができました。」と同社の海外セールス・マネージャー、キャロル・ディーニー氏は述べています。 

「ドイツで最も著名な料理雑誌で宣伝を行い、ドイツ市場において弊社製品を特別な輸入品と 

位置付けるためブランドプログラムは大きな助けになりました。」と付け加えました。

オハイオ州クリーブランドにある、1-2-3グルテンフリー社は、２０１２年のSIALカナダ展への出展、 

およびグルテン、小麦、ナッツ、ピーナッツを一切含まないミックス粉のプロモーション活動に「ブラ 

ンドプログラム」を使いました。

「ブランドプログラム」の補助金は、旅費、小間代、会社案内書の翻訳と印刷、２カ国語表記ラベルの

作成に使用しました。展示会では開催地の新規卸売業者と商談が進み、現在、弊社のカナダへの 

輸出は$80,000までに成長しました。｣と1-2-3グルテンフリー社の創業者であり社長のキンバリー

ウルナ―氏は話してます。同社では、今後、数年間で、毎年30%づつの輸出増加を見込んでいます。 

また、ウルナ―氏は「ブランドプログラムのような補助金制度を通じた米国中西部・北東部食品 

輸出協会のサポートが無ければ、現在のような事業の拡大を可能にするための海外市場開拓に 

おける労力と資金を捻出する事はできませんでした」と語りました。
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米国産食品・農産物購買ご担当者へ

米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）が行っている｢ブランド 
プログラム｣は、米国の食品供給者と世界中の輸入者間の取引促進のための販路を提供します。「ブランド 
プログラム」は、米国農務省海外農業局（FAS）により提供可能となるプログラムです。本プログラムは、 
対象となるマーケティングやプロモーション活動費用を補助することで小規模な食品、および農産物 
事業を支援します。

輸出を開始しようとする米国企業のために構築された本プログラムは、米国の食品や農産物供給者に 
代わり、マーケティングやプロモーション費用を負担している輸入者や卸売業者にとっても大変有益な 
プログラムです。本マニュアルは、「ブランドプログラム」、および次に記載されているような補助対象活動を
理解いただくためのものです。
 • マーケティング、およびPOSツール制作
 • 展示会出展
 • パッケージやラベルの改定
 • 商品輸送
 • 広報活動
 • 広告宣伝
 • ウェブサイト構築や電子マーケティング　新規設定活動

これらの活動経費の補助を受けるには、該当品の米国サプライヤーが「ブランドプログラム」申請の資格 
要件を満たし、実際に申請を行う必要があります。米国サプライヤーは、希望する補助費用の全てを申請
しなければなりません。

本マニュアルは、輸入者と米国サプライヤーが「ブランドプログラム」、および費用補助を受け取るための 
必要書類を理解いただくためのガイドブックです。プログラムの規定および必要書類は、米国農務省 
海外農業局(FAS)により設定されています。本マニュアルに記載されている、方針、手続き、および指針を十分
理解いただき、「ブランドプログラム」が貴社、および米国サプライヤーをサポートできるかご確認ください。

米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）の「ブランドプログラム」に、関心を 
寄せていただきありがとうございます。貴社の米国サプライヤーからの申請、および今後、 
米国製品輸入促進のために貴社をサポートすることを楽しみにしています。

はじめに」

米国中西部食品輸出協会
Food Export Association 
of the Midwest USA

米国北東部食品輸出協会
Food Export USA‒Northeast 
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プログラム対象活動期間:
1月1日～12月31日

プログラム使用申請締切日:
対象活動期前年の10月1日
（上記期日を過ぎた申請の受理は、資金の残状況によるものとする）

対象活動の遂行と、それに関する費用の業者への支払い:
12月31日までに全て完了する事

対象活動に対する補助金（還付金）請求の期限:
対象活動期翌年2月28日

Food Export Association of the Midwest USA　 
（米国中西部食品輸出協会）
Food Export - Midwest は、米国中西部に位置する12州の州政府農業促進機関で構成された非営利 
の団体です。連邦や州政府、および業界から援助を受け、米国中西部地域からの食品や農産物の輸出 
促進を行っています。

Food Export USA ‒ Northeast　(米国北東部食品輸出協会)
Food Export - Northeast は米国北東部に位置する10州の州政府農業促進機関で構成された非営利 
の団体です。連邦や州政府、および業界から援助を受け、米国北東部地域からの食品や農産物の輸出 
促進を行っています。

プロモーション戦略における提携
2つの協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、国際市場において付加価値が高い米国の食品 
や農産物のプロモーション力を拡大するために、2000年よりプロモーション戦略における提携を結び 
活動しています。この提携により、中西部と北東部に位置する輸出者たちは、効果的なプログラム、輸出に
関する一貫したサービス、合理化した運営、より多くの市場での販売機会などが現実のものとなり、恩恵 
を得ています。

プログラムカレンダー
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「ブランドプログラム」申請適格者となるためには、貴社の米国サプライヤーが、米国中西部・北東部食品 
輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）の管轄州内に、本社を有していること、またそれらの 
州に経済効果をもたらす事を証明できることが条件です。「本社」の定義は、業務上の主な経営や運営が 
行われている物理的な場所です。米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast） 
の管轄州は次の通りです。

加えて、サプライヤーが本プログラムの適格者となるためには、幾つかの基準を満たさなければなりません。 
基準を満たしているかどうかの確認には、事前審査申請書を提出する必要があります。この申請はウェブ
サイトwww.foodexport.org 上でも可能ですし、または申請書を印刷し記入後、郵送でも申請できます。
適格条件に関する詳細は、9ページをご参照ください。

もし、貴社の米国サプライヤーが上記以外の州に属している場合、他の州政府地域貿易促進団体を通じ、 
「ブランドプログラム」に申請することが可能です。米国には4つの州政府地域貿易促進団体があり、その 
うちの2つがFood Export Association of the Midwest USA とFood Export USA - Northeastです。 
南部地域に属する場合は米国南部農産物輸出協会(SUSTA/Southern U.S. Trade Association/
www.susta.org/電話：1-504-568-5986)、西部地域に属する場合は米国西部農産物貿易振興協会 
（Western U.S. Agricultural Trade Association/WUSATA/www.wusata.org/電話：1-360-693-3373)  
までお問い合わせください。

中西部地域　（Midwest）

北東部地域　（Northeast）

イリノイ
インディアナ
アイオワ
カンザス
ミシガン
ミネソタ

ミズーリ―
ネブラスカ
ノースダコタ
オハイオ
サウスダコタ
ウイスコンシン

コネチカット
デラウェア
メイン
マサチューセッツ
ニューハンプシャー

ニュージャージー  
ニューヨーク
ペンシルベニア
ロードアイランド
バーモント

地域的な条件
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企業、および団体の規模
米国中小企業庁（SBA）が定義した「小規模」に属する企業のみが対象です。農業生産者協同組合は、 
規模に関わらず対象団体です。米国中小企業庁は、北米産業分類システム（NAICS/ North American  
Industry Classification System）を使い企業の規模を特定します。一般的には、総従業員数が判断
基準です。総従業員数とは、子会社や親会社、および親会社の系列会社などの従業員を全て含みます。

実体のある米国企業
企業は、米国にて登記された実体のある企業でなければなりません。

適正な資源と安定供給
適格企業は、米国外市場開発に必要な適正な経営と財源を持たなければなりません。同様に、費用 
補助を申請した市場における安定供給を保証できる製品数量が必要です。

製品は付加価値がある農産物製品でなければなりません。以下を含みます。
 • 食品原料
 • 小売用食品
 • 業務用製品
 • 飼料原料
 • 特定の木材製品
 • 多角的な農産物由来製品*

*上記分野に属さない製品でも米国産農産物を50%以上含む場合は、適格製品となる場合が 
ありますので、お問い合わせください。

適格者および製品

申請する米国サプライヤーは、次の資格条件を満たす必要があります。

適格製品条件
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米国産製品
製品は、米国産農産物の含有が50%以上でなければなりません。食品や農産物由来製品における米国産 
含有の比率は、水分やパッケージを除いた最終製品の総重量に対しての米国産原料の重量比率です。
 

製品ラベルは米国産製品であることを明記        
企業の所在地表記だけでは、認可された原産地表示としては不十分です。また、商品名の一部として
U.S.やAmericaが使用されているものも、この基準を満たしません。（15ページの適格表記をご参照 
ください。）

製品は他の業界団体からの支援を重複して受けられません                   
企業は、他の業界団体から該当製品に対するサポートが受けられない場合にのみ、「ブランド 
プログラム」に申請可能です。それらの製品には、チョコレート、菓子および食肉などが考えられます。 
例として、企業がチョコレートやスナックチップといった複数の商品ラインを持つ場合は、製品によって 
｢ブランドプログラム｣の申請が可能な場合もあります。

米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）の
「ブランドプログラム」では、費用の一部が還付されます。「ブランドプログラム」を 
使用するには、貴社の米国サプライヤーが申請し、承認を得る必要があります。 
米国サプライヤーのみが｢ブランドプログラム｣に申請、使用できます。

適格者および製品
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米国サプライヤーの申請方法

「ブランドプログラム」の申請は、貴社の米国サプライヤーがウェブサイト上で 
行うか、または特定の申請書を要請し行うこともできます。

事前適格承認
貴社の米国サプライヤーが事前適格者としての承認を受けたら、ウェブサイトwww.foodexport.org 
上の該当ページに、割り当てられたユーザーIDとパスワードにてログインし、申請手続きを始められます。
申請に関して必要な情報は、輸入者や卸売業者の情報ではなく、米国サプライヤーの重要な基礎的事項の 
一部、または全てが含まれます。

企業概要
連絡先を含む基本的な企業情報、プロモーション該当製品リスト、および企業の売上情報が含まれます。
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該当国でのマーケティング計画
輸入者や卸売業者は、米国サプライヤーと一緒に、マーケティング計画提案書を作成することを勧めます。
補助金の使用開始に際しては、該当国におけるマーケティング計画提案書の提出が必要です。同時に最大 
6か国でのプロモーション申請が可能ですが、国別の提案書が必要となります。消費者対象のプロモーションが含ま 
れている場合には、各プロモーション別に該当国における該当製品の輸入者や卸売業者の詳細な連絡先
情報が必要です。米国サプライヤーが国際展示会出展をマーケティング計画に含めた場合、実際に展示会 
が開催される国の計画に含めなければなりません。

製品ラベル、またはプロモーション用制作物のサンプル
製品ラベル改定・制作、またはプロモーション用制作物に関する全ての計画書の原本、またはコピーを 
申請書と一緒に提出してください。

米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、管轄する地域からの食品や 
農産物においての米国外市場の開発、および市場拡大に最も有効と思われる提案をする企業に補助金を 
割り振ります。従い、両協会はいかなる申請に対しても受理や却下、またはいかなる申請者に対しても予算割の 
制限をする、権利を留保します。

虚偽行為への注意喚起

米国サプライヤーの申請方法

「ブランドプログラム」を使用するすべての企業は、ビジネスを行う国の法律を遵守しな
ければなりません。これに従わない場合、資格を失います。もし企業が故意に詐欺行為を 
働く場合、アメリカ農務省・海外農業局に報告され、プログラム使用資格を失います。 
また、加えて法的措置がとられる場合もあります。

米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、いかなる 
場合も詐欺行為を容認しません。企業は、故意的に人を欺き、受益の資格がないにも 
関わらず金銭や何らかの利益を蒙る行為、または得ようとする行為；故意的に経済的 
地位を偽る行為；経済的損失を引き起こす情報を故意的に偽る行為を含む、詐欺行為に 
加担してはいけません。全ての疑わしい詐欺行為や詐欺の申し立ては、アメリカ農務省 
海外農業局に報告され、企業は「ブランドプログラム」使用資格を失い、法的措置に処さ 
れます。
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協会が貴社の米国サプライヤーからの申請書を受理した後、最終的な承認までに 
次のような流れで手続きが行われます。

承認の手続き
米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、予算配分基準に基づき 
申請書を審査し、多くの申請企業に対し使用可能予算を割り当てます。申請内容の優良性と使用可能な 
全予算額に基づいて補助金を配分します。申請された補助金額が、必ずしも配分されるとは限りません。 
予算配分、および承認には長くて3週間程かかり、この承認日より以前に生じた経費は何ら認められません。 
（ただし、一部の展示会に関する前払いの小間代（小間申込金）や旅費は例外です。これらの経費については、 
支払日でなく実際の展示会の会期を経費発生日とします。）

「ブランドプログラム」を使用するための費用
申請費：「ブランドプログラム」申請費（払戻し不可）は年間US$250です。申請費の支払い後に、申請承認
の手続きが始まります。

管理費：「ブランドプログラム」使用の企業は、配分された補助金額の6％を管理費（払戻し不可）として 
支払います。この管理費に関する請求書は、「ブランドプログラム」の同意書と一緒に提示され、30日以内の 
支払いとなります。60日以内に支払いがない場合、補助金の承認は取り消され、別の申請者に割り当て 
られます。

承認の手続き
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プログラムの基本事項

次の情報は、貴社の米国サプライヤーが「ブランドプログラム」、および補助金を
受け取るための要項を理解するためのものです。

対象経費に対する補助金還付
補助金は経費請求金額の50%です。企業への補助金支払いは、還付という形で行われます。

展示会の小間代（小間申込金）
承認日以前に発生する、特定の展示会における小間代（小間申込金）は補助対象項目です。「経費発生日」
は、｢小間代（小間申込金）支払日｣ではなく、｢実際に物事が行われた日（展示会会期）」とし、補助金請求
手続きは展示会終了後に行われます。

米国産の表示
全ての活動、および資材（製品ラベル、プロモーション資材、広告、展示会での看板等）は、「Product of 
U.S.A.」、「Grown in the U.S.A.」、または「Made in America」という表記で、米国産であることを特定 
しなければなりません。（「Made in America」と書かれたラミネート加工の米国産表示が、プログラム 
同意書と一緒に送付されます。）州名（略記号は不可）を、上記表示の「U.S.」、「U.S.A.」、「America」に置き 
替えられます（例：Product of New York等）。ブランド名に使用されている「USA」や「America」などは、
米国産表示としては認められません。米国産表示の文字サイズは、小文字の「o（オー）」の高さ（天地）が 
1/6インチ（4.23mm）以上であり、大型のプロモーション用制作物上の米国産表示は、標準視界距離から 
目視可能な大きさが必要です。この米国産表示規則に準じない場合、「ブランドプログラム」は、いかなる
場合にも補助金の還付は行いません。

補助金の下限と上限
活動国に関係なく、申請額は最低US$2,500、最高US$300,000です。(これらは還付される補助金額です。 
従い、企業の活動経費は、最低US$5,000、最高US$600,000となります。) 2つ以上の業界団体より資金 
提供を受ける企業は、それらの業界団体から補助される総金額がUS$300,000を超える事はできません。
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１ヶ国における補助金使用期間は最長5年間
一部の展示会を除いては、１ヶ国における同一企業の活動に対するプログラムの補助金使用は5年間が
限度です。農業生産者団体には、本規則は適用しません。また、使用期間は連続しての5年間である必要は
ありません。

補助対象外の国
連邦規則は、次の国々での｢ブランドプログラム｣の補助金支援行為を禁止しています。 
           キューバ、北朝鮮、イラン、およびスーダン（２００４年６月１日時点）　 
2011年の時点で「南スーダン」は独立国家とみなされ、禁止国にはあたりません。

修正・変更
米国サプライヤーは承認されたマーケティング計画内容を変更したい場合、変更の申請をすることが 
できます。変更事項の承認には、2～4週間程要します。変更する新たな活動の開始前に承認を得る必要が 
あります。新たな活動国、輸入者・卸業者、製品などの追加、または補助金の増額も変更事項として申請 
できます。

プログラムの基本事項
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補助対象の活動

貴社の米国サプライヤーは、計画しているプロモーション活動が補助対象活動 
かどうか、経費の発生前に必ず協会に確認してください。次の活動は、補助対象 
活動です。

マーケティング、およびＰＯＳツール制作
製品仕様書、パンフレット、カタログ、棚用POP、バナー、ポスター、レシピカード等の、翻訳料を含む制作費と 
配送費。ペン、キーホルダー、Ｔシャツや帽子のような無料プレゼント品に対する補助は、１個単価と還付金
の制限があります。現時点での制限については、サプライヤーにお尋ねください。

ウェブサイト構築・運営、および電子マーケティング　　新規設定項目
明らかに米国外からのアクセス者をターゲットとしているウェブサイトの構築や更新、ウェブサイト上の 
サービスに関連する費用は、新たに補助の対象に設定されました。加えて、メールマガジン、Eメール、ポッド 
キャストのような電子マーケティングも補助の対象です。送信メッセージのコピーや配信先リスト、どのように 
特定のマーケットを狙ったのかがわかる業者からのレポートなどの証明できる書類が必要になります。

国際展示会出展
米国外で開催される業界向け展示会の出展費用、製品輸送費、および小間設営費。その他の対象経費は、
小間装飾費、電気代、備品レンタル費など。出展する場合のみ、米国サプライヤーのスタッフ2名までの決め
られた海外渡航費用（航空運賃および連邦規定日当のみ）が対象です。（代理店/ディストリビューターの 
旅費も補助対象になりました。）

デモンストレーション、およびマーチャンダイジング
小売店舗でのインストアプロモーション、および外食産業向けプロモーション、消費者および業界向けデモン 
ストレーションにかかる費用、プロモーション用サンプルの輸送費（サンプルそのものの費用は対象外）、 
短期的なディスプレイ、陳列棚エンドやゴンドラなどの短期的なスペース使用料など。

短期契約者
インストアデモンストレーション、展示会やセミナーのような補助対象活動に付随するデモンストレーター、
マネキン、通訳および翻訳者等の費用。（従業員、輸入者、卸売業者の報酬は対象外です。）
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米国外の業界関係者向けセミナー
会場使用料、通訳・翻訳費、およびセミナー資料の印刷費。対象セミナーは、米国産製品のブランド、および 
製品を、米国外の業界関係者に告知することを目的としたセミナー。米国における米国外からの参加者に 
対するトレーニングやセミナーの関連費用も、対象となりました。（関連する旅行経費、飲食費、およびセミナー 
参加料金は対象外です。）

輸送
輸入者、卸売業者、商社、および消費者向けや業界向けデモンストレーションなどのためのサンプル輸送
費用、ならびに補助金の対象となる展示会およびセミナーへの備品やサンプルの輸送費用。

パッケージ、またはラベルの変更・改定
パッケージ、またはラベルのデザイン費（変更が必須の場合のみ）、制作、および1年間に使用する必要枚数 
の印刷、ラベル貼り付け作業（外注の場合）に関する経費は補助対象です。 企業は次の事を実証する必要
があります。

 • 対象国の輸入基準に準じるために必要な変更であること

 • 既存のパッケージ、またはラベルに対する変更であること。フレーバーや種類の変更、または内容量など
のサイズ変更は新たな製品パッケージとみなされ、対象外です。

 • 企業は、同活動年度内に変更・改定したパッケージ、またはラベルを使用することを前提とします。

広告・宣伝
雑誌、新聞、ポスター、ビルボード、ダイレクトメール、交通・車体、テレビ、ラジオなどの媒体、および輸入者・
卸売業者所有のウェブサイトにおける広告の制作費および掲載料。

広報活動
プレスリリースやプレスキット、およびメディア、業界、消費者を対象としたその他の資料の制作費および 
発送費。

補助対象の活動
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補助対象外の活動

「ビジネスに当然付随する」とみなされる経費、また、何らかの理由で「ブランドプログラム」の目的から 
はずれているとみなされるものの多くは対象外です。下記リストは、カテゴリー別対象外経費の一般的な
例です。対象経費、および対象外経費項目に対する具体的なご質問に関しては、貴社の米国サプライヤー
から協会にお問合せ下さい。

対象外の一般経費
 • マーケティング計画書、プログラム同意書、あるいは変更計画書に含まれていない、あるいは承認されて
いない活動、または製品
 • 米国産表示規定に準じない活動、および資材
 • 活動の承認、および変更の承認以前の活動のために発生した経費
 • 米国外の業界関係者向けセミナーに関連する旅費、ケータリング費、参加費
 • 米国で開催の展示会に関連する旅費、および宿泊費
 • 米国で実施された店頭デモンストレーションと販促活動
 • 米国内、米国自治領、対象外の国で行われるいかなる活動やイベント（承認された米国で開催の展示会
に関わる費用は含まない）
 • 展示会用の資材や備品、サンプル等を運搬するための車両レンタル費と燃料代

対象外のビジネス関連経費
 • 給与、生活費、事務所経費、手当、事務所駐車料
 • 通信費（電話、ファックス、インターネット）、旅費（宿泊費、携帯電話料金）を含む一般管理費
 • 返却される内金、および仮払金
 • 償却期間1年以上の物品の購入を含む資本支出
 • 倉庫スペースレンタル費、リース料あるいは購入費
 • 恒久的なディスプレイ（1年間の活動計画の後も存続するディスプレイ）のためのスペース購入費、建設費、 
およびリース料
 • 食事代、レセプション用飲料費用、接待費、贈答品購入費
 • 名刺や季節の挨拶状の制作・印刷費、出版物の講読料
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企業のプロモーションおよび宣伝広告は、直接的あるいは間接的に、他社もしくは他社
製品を誹謗することを禁じます。

対象外のビジネス関連経費　(続き)
 • 会費
 • 製品の販売促進情報が掲載されていない一般的な企業資料に関わる費用
 • 対象プロモーション資材に関連しない日常的な翻訳費および通訳費
 • 国際展示会の出展に関連しない海外渡航費
 • 経営コンサルタント費用

対象外の製品関連経費
 • 製品の調査費、および開発費
 • 輸入国が特に義務付けしていない、パッケージ、およびラベルのデザインや制作、および米国産表示 
シール制作や印刷に関連する費用
 • 陳列棚用トレー、その他のマーチャンダイジング製品に関する費用
 • 製品サンプル費

対象外のマーケティング関連経費
 • 新規陳列料、棚スペース料、ライセンス料、製品登録料、その他類似の販売経費
 • クーポン、買戻し、価格割引、食品や農産物製品の販売価格低下に関わる全ての活動に関する費用
 • 賞、懸賞、景品に関する費用
 • 米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）が提供するプログラム
参加費、およびサービス使用費（Food Show PLUS!, Buyers Missions, Market Builder等を含む）
 • 性が強調された製品、および性的製品に関連する費用
 • 攻撃的とみなされるプロモーションや製品に関連する費用

補助対象外の活動
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補助金還付請求時の必要書類

米国サプライヤーは、補助金の還付を受けるために必要書類を提出しなければなりません。還付請求には
3種類の書類が必要です。英語以外の言語にて記されている場合は、書類に記載されている詳細を英訳す
る必要があります。英訳がない場合は、手続きを行いません。

請求書
請求金額と請求内容が明記してある業者からの書類

業者への支払い証明
支払い済みである証明書類が必要です。証明書類と認められるのは次の書類です。

 • 現金払いの場合：「支払い済み（Paid）」の表示があり、「残　0（ゼロ）」が明記してあるレシート。

 • 小切手払いの場合：処理済みを明記してある銀行からの計算書と銀行より返却された処理済み小切手
の原本、または写し。

 • クレジットカード決済の場合：請求金額を示すクレジットカードの計算書。署名レシートの控えは不可。

 • 銀行振込の場合：振込利用明細書。振込依頼書は不可。

 • クレジットメモ決済の場合：米国サプライヤーが輸入者、業者、または対象国の代理店に製品で支払い
をした場合、製品に対する請求書とクレジットメモが必要。請求書にクレジットメモの金額を反映し残高 
がある場合、輸入者、業者、代理店の残高支払いを確認できる書類が必要。残高がない場合は、製品送付 
を証明する輸送会社、または航空運送会社の送り状が必要。

 • 対象国の代理店が支払った場合：活動が米国のサプライヤーによって申請されていれば対象となります。 
サプライヤーが代理店へ全額支払い、または代理店が全額支払いサプライヤーがその５０％を代理店へ 
支払うという、どちらでも認められます。
 

活動実施の証明
活動の内容により違います。これは実施した活動の一例です。（適正な活動の証明例は、次のページを 
ご参照ください。）

補助金還付請求時には、全ての書類を英訳してください。請求書、支払済み証明書類、
および活動実施を証明する書類は英訳が必要です。
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活動実施の証明

補助対象の各活動経費と、活動実施を証明するための必要書類等について 
説明します。

マーケティング、およびＰＯＳツール
米国産表示が目視で確認できるように掲載されている制作物の現物、もしくはコピー。キーホルダー、 
ペン、シャツのような無料のプレゼント品には、ブランド名とその製品の米国産表示の明記が必要です。 
プレゼント品が米国産である必要はありませんが、プレゼント品上で、貴社の製品が「米国産」として 
プロモーションされていなければなりません。

国際展示会
国際展示会の出展に関連した経費申請には、米国サプライヤーの小間と製品ディスプレイの写真が必要
です。サプライヤー名が掲載された出展社ガイドブックは役立つが、単体では証明とはなりません。写真、 
バナー、看板、ブース装飾用のグラフィック等の経費を請求する場合は、米国産表示が明記されている 
制作物のそれぞれの写真が必要です。

デモンストレーション、またはマーチャンダイジング
小売店でのインストアプロモーション、および外食店でのプロモーション、短期的なディスプレイに関する 
費用の請求には、実施店舗名、所在地、プロモーション実施日のリスト、およびイベントの実施がわかる 
写真、またはディスプレイの写真が必要です。写真撮影を許可しない店舗については、デモレポートの 
提出が必要です。

米国外の業界向けセミナー
セミナー開催に関わるすべての配布物や印刷物等の原本、およびイベント実施がわかる写真が必要です。

短期契約者
補助対象の短期契約者とは、展示会、セミナー、または試食販売やデモンストレーションに関連する 
人材です。活動実施の証明は、イベントの様子がわかる写真です。また、請求書には実働日と実働時間、 
時給か日給の明記が必要です。
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活動実施の証明

輸送料金
輸送会社が発行する、送り状（freight billまたは airway bill）が必要です。送り状には、発送元と発送先
の所在地の明記、および販促用サンプルが出荷されたことを示す記載が必要です。

パッケージ、またはラベルの変更・改定
翻訳、デザイン、制作、印刷などを含むパッケージ、またはラベルの変更や改定に関する費用請求について
は、変更前のパッケージ、またはラベルの写しと、変更後の写しが必要です。加えて、変更を必要とする輸入
規定の詳細書類が必要です。米国で流通されている製品のラベルやパッケージに「Made in USA」と加え
ても、補助金は還付できません。

宣伝広告
紙媒体の広告の場合は、紙媒体の原本、または掲載日と出版物名がはっきりとわかるようにした掲載 
ページの提出が必要です。広告には、米国産表示の記載が必要です。発行部数や購読数のデータも必要 
です。ラジオ、またはテレビのコマーシャルの場合は、コマーシャルの録音、または録画を提出してください。 
コマーシャルが英語以外の言語の場合、台本の英訳が必要です。もし、制作費に加え放送媒体費もある 
場合、放送局、放送日時、回数を含む放映スケジュールが必要です。ビルボードの場合は写真、ビルボード 
の設置場所と公告期間のリストが必要です。

ウェブサイト構築・運営
ウェブサイトのスクリーンショットが必要です。ウェブサイトが、英語以外の言語で作成されているページや 
米国外のバイヤー向け別サイトなど、該当のウェブサイトが米国外のユーザー向け仕様になっていること 
が必要です。

広報活動
広報活動に関する経費については、プレスキットやニュースリリース等の全ての制作物のサンプルが 
必要です。製品購買の可能性がある卸業者、消費者、メディアに対するダイレクトメール費用に関しては、 
送付物のサンプルと、送付先リストの少なくとも一部を必要とします。
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用語解説

承認日
承認日とは、米国サプライヤーへの承認書類、プログラム同意書、および変更申請書類に明記されている、 
申請書、および/または変更申請書の承認日を指します。承認日より前に発生した経費は補助還付対象 
となりません。

ビジネス秘密保持
申請書に記載の情報は、情報公開法（FOIA/The Freedom of Information Act）に基づいて開示される 
場合があります。政府が必要な情報を得る力を損なう、もしくは著しい競争力の損失を招く可能性のある 
情報だけは、FOIA, 5U.S.C.552,7CFR, Part1, Subpart Aの例外４に基づいて差し控える場合があり 
ます。開示申請がFOIAに基づいてFASから要求された場合、企業は通達され、要求があった特定部分の 
開示に対する異議申し立てを書面によりすることが出来ます。

独占権
米国サプライヤ－は、プロモーションをする製品のブランド名を所有してるか、申請書になる 
ブランド名独占権同意のページにブランド所有者に署名してもらう必要があります。ブランド所有者が、 
特定の市場で特定の製品のプロモーションにおいて「ブランドプログラム」の補助金を使う独占的 
権利を米国サプライヤーに与えたという証明です。米国のサプライヤーは、所有していないブランド名製品、 
全てにおいて同様の手続きが必要です。

米国農務省海外農業局（FAS）
米国農務省（USDA）の海外農業局は、米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & 
Northeast）のブランドプログラムに資金提供をするマーケットアクセスプログラム（MAP）を行っている
政府機関です。

米国外の代理店
「ブランドプログラム」の補助金が使われる米国外市場での、卸売業者、代理店、ブローカー、輸入者、 
代理人を指します。通常、米国の申請企業に代わり「ブランドプログラム」に関わる活動を実施している 
米国外の代理店です
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用語解説

プログラム使用期間
MAPの規定には、米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export‒Midwest、およびFood Export-
Northeast）は、一カ国におけるブランドプロモーションに対し、同一の米国企業に5年以上の補助を提供
しないと記載されています。5年が終了すれば、その企業は対象国でのブランドプログラム使用期間終了と
みなされ、その国の市場開発のための補助金を受給する資格を失います。

経費の発生
経費の発生とは、業者からの物品またはサービスの提供日ではなく、小切手、振込み、クレジットカードなど 
での支払い日、また他の銀行処理が行われる日になります。唯一の例外として、展示会の小間代は支払い
日ではなく、展示会が開催されるときに発生するとみなされます。

マーケットアクセスプログラム（MAP）
米国産農産物の海外市場における販売促進を目的として、米国の輸出業者に対して行われる連邦政府の
資金援助プログラム。

参加業界団体
米国外の市場開発を目的とし、米国農務省海外農業局（FAS）との共同プログラムにおいて、農業生産者、
およびその他、農業従事者を代表する非営利の団体。それぞれの業界団体は、米国の農産業全体の拡大
を目的として、会員企業が関心を持つ製品の市場に焦点を当てます。現在、約80の業界団体が海外農業
局と共に様々なプログラムを継続的に実施しています。

小規模企業
13CFR, part121に記述されているように、北米産業分類システム（NAICS）の基準に基づき中小企業庁
（SBA）が設定している小規模企業の条件を満たす全ての企業。（SICの産業分類によるが、総従業員数、
または年間売上高のどちらかに基づく）
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米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、「ブランドプログラム」
の申請資格のある米国サプライヤーを探している輸入者へ情報を提供し、双方の窓口となる団体です。 
米国中西部、および北東部地域で生産された製品を探している輸入者には、以下のサービスを提供 
いたします。

「ブランドプログラム」申請資格のある米国サプライヤーとの出会い
米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、米国の中西部、および 
北東部の地域の企業との個別商談会など、様々なサービスを提供します。例えば、貴国で開催される食品 
業界の展示会において、申請資格のある米国サプライヤーとのミーティング手配を行います。また、これから 
サプライヤーとなるべき企業とのミーティングを行っていただく、“バイヤーズ・ミッション/Buyers Mission” 
プログラムに、輸入者や卸売業者を招待いたします。

製品のプロモーション
米国中西部・北東部食品輸出協会（Food Export - Midwest & Northeast）は、米国外の市場において、 
米国食料品を紹介するプロモーションを支援します。例として、小売店でのディスプレイ、展示会やトレード 
セミナーでの料理の実演、外食企業でのアメリカ料理のメニュー展開プロモーションなどです。

オンライン製品カタログ
米国製品をお探しでしたら、協会所有の、無料オンラインカタログを！貴社のマーケットの消費者が探して
いる、米国産の食品、および原料のバーチャルカタログです。

その他のサービス
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メモ
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米国中西部、北東部地域からの 
製品との出会い

米国の中西部および北東部は、世界でも有数な肥沃な地域です。農業が主産業で、生産者はこの豊かな
自然の恵みを利用し、多様化する世界の味覚に対応する特別な高品質な食品を提供しています。



Food Export–Northeast and Food Export–Midwest do not tolerate fraud and are vigilant in 
preventing fraud in any of our programs. Food Export does not discriminate, and we reserve 

the sole right to accept or deny companies into our programs. For complete participation 
policies and our code of ethics, visit: www.foodexport.org/termsandconditions.
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