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------------------------------------------------------------ 

１．７月の輸出実績 

------------------------------------------------------------ 

 

 本年７月の農林水産物（アルコール、たばこ、真珠を除く）等輸出額 

は前年同月比＋１３．３％増の２４９億円となりました。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/tsukibetsu.pdf 

 

 ７月は、農産物、林産物、水産物ともにかなり増加しており、中でも 

水産物は６月の大幅な減少（▲１８．１％）から一転し、＋１３．４％と 

かなりの増加となりました。これは、豊漁等を背景にかつおの輸出が 

大幅に伸びたこと等によるものです。 

 

 また、本年１～７月の輸出額は前年同期比＋４．１％増の１，６８７ 

億円となりました。 

 主な品目別には、なし（＋１１８．３％）、りんご（＋３６．７％）、コメ 

（＋５０．４％）、緑茶（＋２１．９％）、豚の皮（＋２０．４％）、丸太（＋ 

７０．５％）、さけ・ます（＋９６．２％）、練り製品（＋１３．７％）等が増 

加する一方、配合調製飼料（▲２０．７％）、まぐろ（▲４６．３％）、す 

けとうだら（▲１９．９％）等は減少しています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/hinmoku.pdf 

  増加については、なし、りんご、コメは台湾向けが大幅に伸びてお 

り、これは産地の販売促進活動の成果と考えられます。また、緑茶に 

ついては、日本食ブームを背景にした需要増により、豚の皮について 

は、品質が良好で規格も均一であることが諸外国で評価されているこ 

とによると考えられます。さけ・ますについては、特に中国からの引き 

合いが多く、現地での需要が好調であることによると考えられます。 

 一方、減少については、まぐろ、すけとうだらは国内需要の増加や 
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不漁により輸出余力が減少したこと、配合調製飼料は輸入国であるＥ 

Ｕの養魚用飼料の輸入許可基準が変更され、実質的に輸出ができなく 

なったこと等によると考えられます。 

 

 なお、主な国別には、輸出上位国・地域である米国（＋３．２％）、香 

港（＋８．１％）、韓国（＋０．５％）、中国（＋６．３％）、台湾（＋２６． 

２％）等はいずれも対前年で増加しており、特に台湾が好調に推移し 

ています。一方、ＥＵ※（▲３．５％）、オーストラリア（▲１０．２％）が 

減少しており、全体では＋４．１％となっています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/kunibetsu.pdf 

 台湾の大幅な増加は、前述のなし、りんご、コメ、豚の皮等が大幅に 

増加したことによります。他方、ＥＵの減少については、飼料用調製品 

等が、オーストラリアの減少についてはホタテ貝等が減少したことが影 

響しています。 

※ＥＵ＝２５カ国 

 

注） 文章中、「大幅」は±16％台以上、「かなり」は±６～15％台以 

  内、「やや」は±３～５％台以内、「わずか」は±２％台以内の変 

  動を表しています。 

------------------------------------------------------------ 

２．新着情報 

------------------------------------------------------------ 

 

（１）アジア５都市で常設店舗が開設されました。 

    前号でお知らせしましたように、海外常設店舗における販売促進 

 の取組が、バンコク、台北、北京、上海、香港で始まりました。各店 

 舗のオープニングセレモニー等の様子をお知らせします。 

 ① バンコク常設店舗 

   ８月31日にオープンし、９月２日に、TOPS（トップス）の 

  Thonglow（トンロー）店にて、オープニングセレモニーが開催され 

  ました。 

   在タイ日本国大使館の時野谷大使、農林水産省の石原事務次 

  官らのスピーチの後、スイカ割りを行いました。 

   現在、メロン、ぶどう、梨、もも、長いも、かぼちゃ、青果加工  

  品、食品加工品等と多岐にわたる品目を販売しており、もも等果 

  実の売れ行きが好調です。 

 

 ② 台北常設店舗 

   ９月２日に、太平洋崇光百貨店忠孝本店にて、オープニングセ 

  レモニーが開催されました。 

   同百貨店の鍾琴（ゾン・チン）董事長、台湾交流協会の市川副 

  代表の挨拶の後、除幕式を行い、二十世紀梨２００個を配布しま 

  した。 

   現在、野菜、フルーツ、青果加工品、食品加工品等５０品目を 

  販売しており、特にキャベツやももの売れ行きが好調です。 

 

 ③ 上海常設店舗 

   ９月２１日から、上海久光百貨店に開設されました。現在、水産 

  物、加工食品、フルーツなどが販売されています。今後は、毎週 

  末に試食イベントを行うほか、１０月下旬には柔道演舞や和太鼓 

  などによる日本文化の照会イベントなども計画されています。 

 

 ④ 北京常設店舗 

   ９月２１日から、北京太平洋百貨店に開設されました。現在、水 

  産物、加工食品、フルーツなどが販売されています。今後は、毎 
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  週末に試食会を行うなど販売促進活動を積極的に行うこととして 

  います。 

 

 ⑤ 香港常設店舗 

   ９月２３日から、香港ジャスコ・ワンポワ店に開設されました。オ 

  ープン当日は、浴衣を付けたプロモーションガールによるＰＲなど 

  が行われました。現在、梅干、干ししいたけ等の農産加工品、フ 

  ルーツ、加工食品などが販売されており、特に、ぶどう、博多ラー 

  メン、チーズケーキなどの売れ行きが好調です。 

 

  各常設店舗は来年３月まで設置され、今後、日本各地から季節の 

 産品、一般消費者を対象とした料理講習会等を行うこととしておりま 

 す。 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）名古屋市で「農林水産物等輸出促進セミナー」が開催されました 

 

  ９月26日に、名古屋市において輸出促進セミナーが開催されまし 

 た。当日は約７０名の参加があり、株式会社サングローブフードの安 

 斎社長及び株式会社伊藤忠商事生鮮・食材部門の福田部門長補佐 

 を講師に迎えて講演をいただいた後、両講師をパネリスト、東京海 

 洋大学の櫻井講師をコーディネーターとしたパネルディスカッション 

 が行われました。  

  講演・パネルディスカッションでは、両講師から具体的な事例を踏 

 まえつつ、「日本ブランド確立のためには、①商品ガイドブックの作 

 成、②品質、安全の保証、③輸出資材の開発が重要。」（安斎社  

 長）、「輸出に伴うリスクを十分認識することが重要。また、料理法 

 等食文化が輸出の原動力となることを認識し、単なる青果物の輸出 

 に終わらせないこと。」（福田部門長補佐）などの指摘がありました。 

  なお、セミナーの概要は後日ホームページに掲載いたします。 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）北海道（於札幌市）、北陸（於新潟市）で「農林水産物等輸出促進 

 セミナー」を開催します 

 

  農林水産物の生産者等の輸出志向の醸成を目的に「農林水産物 

 等輸出促進セミナー」を開催しております。本年度は全国９カ所 

 での開催を予定（東海地方は実施済み）しており、北海道（於札 

 幌市）で現在参加者を募集中です。また、10月下旬には北陸（於 

 新潟市）地方での開催を予定しております。 

  なお、プログラム等内容の詳細はホームページで情報提供を行 

 っていますのでご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/seminar.html 

  また、他の地方での開催についても日程などが決まり次第随時 

 お知らせいたします。 

 

 北海道：札幌市    10月12日（水）13:30～16:30 

      於：きょうさいサロン 
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  応募の際は、参加される方の氏名（フリガナ）、会社・団体名、所 

 属部署、役職、郵便番号を明記の上、ハガキまたはＦＡＸにて下記ま 

 でお申し込みください。（ホームページから申込用紙がダウンロード 

 できます。） 

  申し込みをされた方には、後日案内状を送付いたします。 

  なお、応募締切り及び定員は、 

 北海道（札幌市）：10月11日（火） 先着１５０名様 

 とさせていただいております。 

 

 お申込先：郵便：１０８－００２３ 港芝浦郵便局留 

      農林水産物等輸出促進セミナー 札幌係 

      ＦＡＸ：03-5443-3132 

         

 
               ◆ 
 
 
（４）「東北地域農林水産物等輸出促進協議会」が設立されました 

   

  東北地域の関係機関・団体が一体となって、多様で高品質な東 

 北の農林水産物等の輸出を一層促進することを目的とする「東北 

 地域農林水産物等輸出促進協議会」の設立総会が、９月６日（火） 

 仙台市において開催されました。 

  協議会には、合計４５の関係機関・団体が参加し、会長には、 

 平野東北農政局長が選任されました。第一部は設立総会、第二部 

 として、農林水産省大臣官房国際部貿易関税課の和泉輸出促進室 

 長による記念セミナーが開催されました。 

   なお、詳細は東北農政局のホームページで情報提供を行っていま 

 すのでご覧ください。 

http://www.tohoku.maff.go.jp/nosan/yusyutu 

 

 
               ◆ 
 
 
（５）「農林水産物等輸出促進全国協議会」に「山形県農林水産物・食 

 品輸出促進協議会」が加入しました 

 

  ９月１日に「山形県農林水産物・食品輸出促進協議会」が「農林水 

 産物等輸出促進全国協議会」に加入しました。 

  山形県では、特産のラ・フランス、さくらんぼ、ぶどう、りんごなど 

 の果実のほか、ジャム、ドレッシング、漬物、日本酒などの農産物を 

 加工した食品も輸出していますが、これをさらに他の品目、他の国 

 々に拡大させることを目的として、今年の５月２３日に「山形県農林 

 水産物・食品輸出促進協議会」が設立されました。 

  協議会には農業生産者やＪＡ、食品加工企業、物流関係企業、金 

 融機関、商工団体などの幅広い分野の会員が加入しており、それぞ 

 れの持つ情報を共有化し、それぞれの強みを活かして新たな輸出事 

 業の展開が可能となるような活動に取り組んでいます。 

  現在でも会員を募集しております（個人での参加も可能です）。お 

 問い合わせは山形県生産流通課 023(630)2465までお願いします。 

 

 
               ◆ 
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（６）輸出促進対策ホームページに当メールマガジンをアップしました 

 

  輸出促進対策ホームページに当メールマガジンをアップしました。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/mailmagazine.html 

  ホームページ上からはバックナンバーについてもご覧になれるほ 

 か、配信先の登録・変更・解除の手続も可能です。ぜひご活用くださ 

 い。 

 

 
               ◆ 
 
 
（７）韓国における日本食品フェア（18年１月下旬・ソウル）出展者を募 

 集しています 

 

  先月号でもお知らせしましたが、来年１月下旬に韓国・ソウル 

 で開催予定の「日本食品フェア」への出展者を募集しています。 

  これは、農林水産省が「日本食品フェア」実施の事業を日本通運 

 株式会社に委託し、スペースの借上料など必要経費を負担するもの 

 です。 

  なお、締切は10月31日（月）です。詳しくは、受託業者の日本 

 通運ホームページをご覧ください。 

http://www15.nittsu.co.jp/travel/event/jftf/korea/ 

 

 
               ◆ 
 
 
（８）ＪＥＴＲＯでも輸出促進セミナーを開催しています 

 

  ＪＥＴＲＯにおいても下記のとおり輸出促進セミナーを開催してい 

 ます。ぜひご活用ください。 

 〈１０月開催分〉 

 ・中国（上海）向け食品輸出促進セミナー・商談会 

  日時：10月13日（木）10:00～12:00 

   於：秋田市 秋田ビューホテル 

  講師：上海石橋水産品有限公司 石橋会長 

     ジェトロ産業技術・農水産部 石川総括審議役 

  ※商談会は予約制で実施しております。 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ秋田（電話018-865-8062） 

   まで 

 

 ・青森県産品輸出促進セミナー 

  日時：10月14日（金）10:00～12:00 

   於：青森市 アラスカ会館 

  講師：上海石橋水産品有限公司 石橋会長 

     ジェトロ産業技術・農水産部 石川総括審議役 

  ※商談会は予約制で実施しております。 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ青森（電話017-734-2575） 

   まで 

 

 なお、ＪＥＴＲＯホームページからも詳細がご覧になれます。 

http://www.jetro.go.jp/events/seminar/ 
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------------------------------------------------------------ 

３．８月の輸出関連記事 

------------------------------------------------------------ 

   

   ８月の農林水産物輸出関連記事をタイトルのみ紹介します。 

 （記事の詳細をご覧になりたい方は輸出促進室までご一報くださ 

    い。） 

 ・福井すいか 香港デビュー 県と経済連 現地スーパーで販売 

  （日本農業新聞 H17.8.2） 

 ・輸出支援アドバイザーを育成 ジェトロ 

  （日本農業新聞 H17.8.3） 

 ・国際競争力強化へ施策 関係閣僚が初会合 

  （日本農業新聞 H17.8.3） 

 ・水産物輸出量 上半期5.2％減 水産物貿易協 

  （日本経済新聞 H17.8.3） 

 ・水産物輸入検査 中国政府が緩和 来月１日から移行 

  （西日本新聞 H17.8.3） 

 ・出展品 ユニークさ競う 中国で来月、最大の家具展覧会 

  （日本経済新聞 H17.8.4） 

 ・「消費者に軸足」「守りから攻めへ」農政改革を加速 小泉政 

  権４年半 

  （日本農業新聞 H17.8.9） 

 ・県産農産物 輸出に弾み（新潟県）  

  （日本経済新聞 H17.8.10） 

 ・愛媛県の農林水産物・加工品 来年１月、台湾にテスト輸出 

  （日本農業新聞 H17.8.10 愛媛新聞 H17.8.10） 

 ・地域農産物の輸出促進へ会合 中四国連絡会議  

  （山陽新聞 H17.8.11）  

 ・地味返上 アジアへ挑戦（イチジク）  

  （朝日新聞 H17.8.16） 

 ・福井すいか 好評につき第２弾 県と経済連 香港で今週末販 

  売 

  （日本農業新聞 H17.8.13） 

 ・ロシアへ熱烈ＰＲ 白根産チューリップ 

  （新潟日報新聞 H17.8.13） 

 ・台湾にピオーネ輸出 全農岡山 贈答需要見込む 鳥取と協同 

  （中国新聞 H17.8.13） 

 ・釧路30社 台湾と交流へ新組織 農産品輸出や観光誘致 

  （日経ＭＪ H17.8.15） 

 ・天然鮪マグロのレシピ開発 仏伊料理のシェフと協力 

  （日経ＭＪ H17.8.15） 

 ・山形の酒 海外で販売を 国税局・ジェトロが研修会 

  （日経ＭＪ H17.8.15） 

 ・福岡の果物売り込め 台湾で、県がフルーツフェア 

  （西日本新聞 H17.8.15）  

 ・「攻め」に転換 評価は上々 中国地方 農産物のアジア輸出 

  続々 

  （中国新聞 H17.8.19） 

 ・県産コシヒカリ 秋に香港へ輸出 福井県と県経済連 

  （日本経済新聞 H17.8.20） 

 ・マスカットなど試験輸出 岡山・農産物促進協総会 来月、台 

  湾へ 

  （山陽新聞 H17.8.20 日本農業新聞 H17.8.20） 

 ・日本の食文化 世界へ発信 
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  （日本経済新聞 H17.8.24） 

 ・中国へ初のナシ輸出 高速船活用 本格進出の布石 ＪＡ全農 

  ふくれん 

  （読売新聞 H17.8.24） 

 ・すしネタ、北米に輸出 ハマチなど 来年にも販社設立（ダイ 

  ニチ） 

  （日経産業新聞 H17.8.24） 

 ・04年度輸出額１億3,000万円 島根県内農林水産物 販路拡大 

  目指す 

  （山陰中央新報 H17.8.24） 

 ・竹製品 北欧販路を開拓 萩商議所、フィンランドで展示会 

  （中国新聞 H17.8.24） 

 ・輸出通関手続き、優良業者対象に簡素化・１日短縮に 

  （日本経済新聞 H17.8.24） 

 ・桃 輸出時の痛み低減 湿気に強い段ボール（福島・ＪＡ伊達 

  みらい）  

  （日本農業新聞 H17.8.25）       

 ・福岡は上海へ梨 輸送時間３分の１ 

  （日本農業新聞 H17.8.25） 

 ・鳥取梨 カナダ輸出再開へ 食品検疫局が産地調査 

  （日本農業新聞 H17.8.26） 

 ・チューリップ ロシアに輸出 来年３月まで10万本 旧白根市 

  の業者契約 

  （朝日新聞 H17.8.26） 

 ・国産農作物の輸出促進費倍増 農水省が概算要求 

  （日本経済新聞 H17.8.27） 

 ・農林水産物の輸出拡大探る 島根県が連絡会 

  （日本農業新聞 H17.8.28） 

 ・アジアに日本食品店 農水省 輸出促進へ５都市 

  （日経ＭＪ H17.8.29） 

 ・来年度概算要求固まる 

  （日本経済新聞 H17.8.30） 

 ・海外５都市に常設店 農水省 輸出倍増作戦を強化 

  （日本農業新聞 H17.8.31） 

 ・農産物輸出増へ農水省が常設店 まずバンコクに 

  （朝日新聞 H17.8.31） 

 ・2006年度予算概算要求 農水、ＯＤＡは反転増狙う 

  （読売新聞 H17.8.31） 

 

************************************************************ 

 

 ご愛読に感謝申し上げます。以上のほか、農林水産物等の輸出に 

関して知りたい、調べたい方は、次のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 

 

************************************************************ 

 

 

------------------------------------------------------------ 
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 （〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１） 

 

 このメールマガジンに関するご意見・ご要望、または、転載を希望 

する場合は、 

mailto:yusyututaisaku@nm.maff.go.jp 

までお願いします。 

 
……………………………………………………………………………… 
 
 当メールマガジンは輸出促進対策ホームページに掲載しておりま 

す。バックナンバーもこちらからご覧になれます。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/mailmagazine.html 

 

 お知り合いの方に「農林水産物等輸出促進メールマガジン」のご推 

薦をお願いします。当メールマガジンの配信登録はこちらからどうぞ 

http://www.maff.go.jp/mail/index.html 

  

 なお、配信先の変更や配信停止はこちらから手続をお願いします。 

http://www.maff.go.jp/mail/kaijo.htm 
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