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

１．10月の輸出実績 

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

 

 本年10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＋２０．２％増の３５４億円となりました。 

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

 

 10月は、農産物、林産物及び水産物とも増加しており、中でも水産 

物は９月（＋４２．６％）に引き続き、＋３９．８％と大幅な増加となりま 

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、ホタ 

テについて世界的な不漁の中、特に米国が自国での生産減のため日 

本産の買い付けを増やしていること等によるものです。 

 

 また、本年１～10月の輸出額は前年同期比＋９．２％増の２，５８０ 

億円となりました。 

 主な品目別には、りんご（＋４２．１％）、コメ（＋４５．９％）、緑茶 

（＋２４．０％）、豚の皮（＋２０．２％）、菓子（＋１８．３％）、丸太（＋ 

８７．２％）、かつお（＋６２７．５％）、さけ・ます（＋６８．４％）、ホタ 

テ貝（＋５２．２％）、練り製品（＋１７．２％）等が増加する一方、配合 

調製飼料（▲１８．０％）、まぐろ（▲４０．０％）、すけとうだら（▲２１． 

４％）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、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、米国、欧州における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 
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されていることによると考えられます。かつおについては豊漁で缶詰原 

料用のタイ向け輸出が伸びたこと、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、ホタテについて 

は世界的な不漁の中、特に米国が買い付けを増やしていることによる 

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 

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（＋１２．９％）、 

香港（＋１０．１％）、中国（＋１２．１％）、台湾（＋２３．４％）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、韓国（▲０．１％）等が減少しており、全体では＋９．２％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、韓国の減少については、すけとうだら（▲２ 

３．９％）等が大幅に減少したことが影響しています。 

 

 

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）平成18年度輸出関係予算が概算決定しました。 

  12月24日に平成18年度輸出関係予算が概算決定しました。農林 

 水産物・食品の輸出額を５年間で倍増するという輸出拡大目標の達 

 成に向けて、生産者・民間事業者等の輸出への取組を強力に推進 

 していくため、海外での日本食・日本産品の普及、販路創出・拡大や 

 国内外での輸出環境整備を行っていくことが必要となっており、この 

 ため、海外でのＰＲ、展示・商談会を通じた販路創出・拡大、特定品 

 目の輸出拡大プロジェクトへの支援、検疫面・知的財産面等での輸 

 出環境づくりを総合的に推進することとしています。詳しくはこちらを 

 ご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/gaisan/h18/index.html 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）台湾向けモモシンクイガ寄主果実の輸出検疫措置説明会が開催 

 されます 

  台湾と我が国の間で協議が続けられてきた台湾向けモモシンクイ 

 ガ寄主果実の輸出検疫措置案につき、このたび最終案がまとまりま 

 した。 

  検疫案は１月25日頃に公告、２月１日の施行となる見込みです  

 が、この新たな検疫措置案について、説明会が全国９カ所で開催さ 

 れます。詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20051227press_5.html 
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               ◆ 
 
 
（３）日本産牛肉の米国及びカナダ向けの輸出が再開されました 

  我が国における平成12年春の口蹄疫、平成13年秋のＢＳＥの発生 

 により、米国及びカナダは日本産牛肉の輸入を禁止してきたところ 

 ですが、それぞれ17年12月12日付け、12月９日付け（現地時間）で 

 解禁となりましたので、お知らせします。 

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20051212press_3.html 

  なお、これを受けてＪＡグループが12月19日に和牛の対米国輸出 

 を再開しました。 

http://www.zennoh.or.jp/ZENNOH/TOPICS/release/17/12/171216.htm 

 
               ◆ 
 
 
（４）バンコクで展示・商談会を開催しました。 

  平成17年度における輸出促進事業の取組として、６月の北京、11 

 月の上海に続き、12月８日から11日の４日間、タイのバンコクで「タ 

 イ日本食品フェア」を開催しました。出展者数は５４社で、会期中２ 

 ７，９２４人が来場しました。期間中２，５３６件の商談があり、４７９ 

 件の成約が得られました。 

   なお、開会式には日本から三浦農林水産副大臣、タイからはスダ 

 ラット農業・協同組合大臣、パンプリー通商代表が来賓として出席し 

 ました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（５）東京都、広島市、那覇市、盛岡市で「農林水産物等輸出促進セミ 

 ナー」を開催しました 

    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」を本年度は全国９カ所で開催しました。 

    このうち、12月９日に、東京都において輸出促進セミナーを開催 

 しました。当日は約１３０名の参加があり、株式会社ホクレン通商貿 

 易部担当取締役の坂井紳一郎氏及び株式会社日通総合研究所経済 

 研究部物流政策研究グループの町田一兵氏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、東京海洋大学講師の櫻井研氏 

 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。 

  坂井氏からは、香港向け輸出を中心に話があり、また、町田氏か 

 らは中国本土向け輸出を中心に話がありました。 

 

  また、12月16日には、広島市において同セミナーを開催しました。 

 約60名の参加があり、日本ブランド農業協同組合事務局長の佐藤正 

 行氏、株式会社ジェイコム国際営業部課長の西川太郎氏、ふくおか 

 八女農業協同組合営業開発部副部長の甲斐田慎二氏を講師に迎え 

 て講演をいただきました。 

  佐藤氏からはタイ、西川氏からは台湾、甲斐田氏からは香港向け 

 輸出をテーマにそれぞれご自身の経験を基づいてお話いただきまし 

 た。 

 

  12月19日には、那覇市において同セミナーを開催しました。 

 約80名の参加があり、株式会社沖縄県物産公社取締役事業開発部 

 長の名城徹氏、深?市華寧昌實業有限公司社長の楊京華氏、株式 
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 会社イックストレード代表取締役社長の矢幡卓美氏を講師に迎えて 

 講演をいただいた後、名城氏、楊氏、矢幡氏をパネリスト、東京海洋 

 大学講師の櫻井研氏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、それぞれの講師の輸出経験を 

 踏まえた沖縄産物品の中国に向けた輸出可能性をテーマに話があ 

 りました。 

 

  12月21日には、盛岡市において同セミナーを開催しました。 

 約80名の参加があり、片山りんご園有限会社代表の片山寿伸氏、北 

 海道漁業協同組合連合会営業企画部部長代理の山口重幸氏、社団 

 法人日本水産物貿易協会参事の上村秋男氏を講師に迎えて講演い 

 ただきました。 

  講演では、中国における農林水産物の物流事情と今後の展望や、 

 市場参入に当たっての課題が取り上げられました。 

 

  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。 

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

  

 
               ◆ 
 
  

（６）東北地域農林水産物等輸出促進協議会及び東北農政局が「米の 

 輸出促進シンポジウム」を開催します 

  東北地域農林水産物等輸出促進協議会及び東北農政局では、 

 １月30日(月)に仙台市において「米の輸出促進シンポジウム」を開催 

 します。 

  内容は、米の輸出可能性についての調査結果の報告と東北地方 

 内外の米の輸出企業等からの取組結果の報告を予定しております。 

  今後、輸出の期待が大きい品目の一つとして世界へ売り込むため 

 の米輸出の現状と課題等についての有益な情報交換の機会とした 

 いと考えておりますので、現在、米輸出に取り組まれている方及び 

 今後取組を検討されている方などの積極的な参加をお願いします。 

  

 日時：１月30日（月）13:30～16:30 

  於：エルパーク仙台 ギャラリーホール 

    (仙台市青葉区一番町４丁目11－１ １４１ビル６階) 

 議事次第：(１)講演 13:30～15:20 

       ①「新潟コシヒカリの台湾への輸出について」 

        新潟県米輸出協議会会長 竹田香苗 

       ②「付加価値を付けた米及び日本酒の輸出について」 

        株式会社エムアンドエム代表取締役 佐々木正光 

       ③「地場産米を使った日本酒の輸出について」 

        株式会社一ノ蔵代表取締役社長 櫻井武寛  

      (２)事例報告 15:30～16:00 

       ①有限会社いずみ農産代表取締役 斎藤一志 

       ②いわて純情米需要拡大推進協議会事務局 

        岩手県農林水産部流通改善担当課長 高橋誠 

      (３)質疑応答  

   申し込み、問い合わせ先は東北農政局 

   （電話022-221-6179）まで 

 

 
               ◆ 
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（７）ＪＥＴＲＯによる輸出促進セミナーを開催します 

  ＪＥＴＲＯにおいても下記のとおり輸出促進セミナーを開催します。 

 ぜひご活用ください。 

 〈１月開催分〉 

 ・上海食品市場攻略セミナー・商談会 

  日時：セミナー１月16日（月）10:30～12:00 

     商談会 １月16日（月）13:00～17:00、 

         １月17日（火）10:00～17:00 

   於：鹿児島市 鹿児島サンロイヤルホテル 

  講師：上海石橋水産品有限公司 石橋董事長 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ鹿児島 

   （電話099-226-9156）まで 

 

 ・上海食品市場セミナー・商談会 

  日時：セミナー１月19日（木）13:30～15:00 

     商談会  同     10:00～12:00、15:00～18:00  

   於：八代市 八代ロイヤルホテル 

  講師：上海石橋水産品有限公司 石橋董事長 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ熊本 

   （電話096-354-4211）まで 

 

 ・農産物・加工食品輸出促進セミナー・商談会 

  日時：セミナー１月20日（金）13:30～16:30 

     商談会  同     10:00～12:00、15:00～18:00  

   於：熊本市 ニュースカイホテル 

  講師：上海石橋水産品有限公司 石橋董事長 

     ＪＡたまな 輸出担当者 

     ＪＡやつしろ輸出担当者 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ熊本 

   （電話096-354-4211）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/ 

 

 
               ◆ 
 
 
（８）農林水産物等貿易円滑化活動検討委員会の委員による農林水産 

 物・食品の輸出に関するコラムをホームページに掲載しました 

  輸出促進に向けた取組の一つとして、農林水産省では、有識者に 

 よる農林水産物等貿易円滑化活動検討委員会を設立しております。 

   委員会では円滑な輸出を実現するための効果的な方策を検討す 

 るとともに、輸出に関する有益な情報を生産者及び流通関係の方々 

 に発信していく予定です。  

  今回、委員会の委員である日本大学生物資源科学部教授の下渡 

 敏治先生のコラムをホームページに掲載いたしましたので、ぜひご 

 一読ください。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/colmn02.html 

  今後、他の委員のコラムにつきましても随時ホームページに掲載 

 してまいりますのでご一読ください。 
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------------------------------------------------------------ 

３．11月、12月の輸出関連記事 

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

   

   11月、12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。） 

 ・ナガイモ ２年続き潤沢 産地 輸出や小口販売模索 

  （日本農業新聞 H17.11.1） 

 ・焼酎の来た道 

  （日本経済新聞 H17.11.1） 

 ・緊急市場座談会 

  （日本農業新聞 H17.11.2） 

 ・薩摩 ブランド保護 ＷＴＯ協定に基づき申請 

  （朝日新聞 H17.11.2） 

 ・経済閣僚に聞く 中川昭一 農相 

  （読売新聞 H17.11.3） 

 ・小泉新内閣 閣僚に聞く 

  （日本経済新聞 H17.11.4） 

 ・鍵は固定客、ブランド、試食 果実の輸出促進で交流会 

  （全国農業新聞 H17.11.4） 

 ・日本米輸入 中国に解禁要請 農水省 富裕層の需要見込む 

  （日本経済新聞 H17.11.6） 
 ・国際調和に動くＧＡＰ 各国で普及進展 農家の”世界常識” 
  へ 

  （日本農業新聞 H17.11.6） 

 ・九州の農と食 どうＰＲ？ 留学生らに試飲調査 輸出促進へ 

  ニーズ探る  

  （西日本新聞 H17.11.6）  

 ・日本食の輸出 今期３割増へ 長野の宮坂酒造 

  （日経ＭＪ H17.11.7）  

 ・ＪＡ全農岐阜 香港に常設店開設へ調査  

  （岐阜新聞 H17.11.8） 

 ・ひと パリから地酒の国際化を目指す蔵元 

  （朝日新聞 H17.11.9） 

 ・イ草密輸で業者を起訴 

  （日本農業新聞 H17.11.9） 

 ・中国に県産モズク紹介 広東省 国際博へ30品目出展 

  （沖縄タイムス H17.11.9） 

 ・滋賀の味試食会 

  ①燃える商魂 近江いかが 東京、外国人にＰＲ 

  （中日新聞 H17.11.10） 

  ②湖国の美味 海外ＰＲを探る 県、大使館員招き試食会 

  （京都新聞 Ｈ17.11.10） 

 ・畳表で日中協議 「ひのみどり」密輸対策も 

  （日本農業新聞 H17.11.10） 

 ・伊都物語 香港へ輸出 高品質食材の乳製品 

  （西日本新聞 H17.11.10） 

 ・守りから攻めへ 食と農水産 

  （西日本新聞） 

  ①日本産 巨竜の胃袋に狙い定め（H17.11.5） 

  ②開拓 商機を求め続く手探り（H17.11.7） 

  ③コメ 中国に対抗し産地結束（H17.11.8） 

  ④信念 品質勝負で世界と戦う（H17.11.9）  
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  ⑤争奪戦 漁業低迷でも活路模索（H17.11.10） 

  ⑥知的財産 いたちごっこ 対応苦慮（17.11.11） 

  ⑦物流 鮮度重視へスピード勝負（17.11.12） 

  ⑧ブランド「九州」で何ができるか（H17.11.13） 

 ・幻の花、ハカタユリ ～復活にかけた軌跡～ 

  （西日本新聞 H17.11.10） 

 ・海外日本食ブームを支えるミナトヨコハマ みそ輸出過去最高 

  （神奈川新聞 H17.11.10） 

 ・岡部玉露 海外に活路 

  （静岡新聞 H17.11.10） 

 ・奥能登の魚醤 いしり 海渡る ＮＹで試食会「世界の隠し味 

  に」 

  （北國新聞 H17.11.10） 

 ・県産品 アジアへ 香港の高級スーパーと 契約企業相次ぐ 

  （紀伊民報 H17.11.10）  

 ・中国東北部で北海道の味が人気 

  （朝日新聞 H17.11.11） 

 ・クウェートで元気寿司  「猛暑の夏に健康食需要」 

  （日経ＭＪ H17.11.11） 

 ・香港の新潟フェア 魚沼コシなど人気 

  （新潟日報新聞 H17.11.11） 

 ・山中漆器 ＮＹデビューへ 来年２月、初の展示商談会 

  （新潟日報新聞 H17.11.11） 

 ・輸出セミナー神戸で報告 中国、台湾の消費動向分析 日本の 

  農産物人気 

  （神戸新聞 H17.11.11） 

 ・岐阜の味、香港で好評 富有柿の甘さ人気 有機栽培の緑茶も 

  即売 

  （岐阜新聞 H17.11.12） 

 ・道産ワイン 台湾へ続々 本格販売、日本から初 

  （北海道新聞 H17.11.12） 

 ・小泉総理 梨園を視察 

  ①６００円輸出ナシ 首相が「うまい」 

  （東京新聞 H17.11.13） 

  ②小泉首相が梨園を視察  

  （日本農業新聞 H17.11.13） 

  ③行楽の秋 首相満喫  

  （毎日新聞 H17.11.13） 

  ④大分でナシ狩り、温泉・・・・ 首相「秋」堪能  

  （読売新聞 H17.11.13） 

  ⑤小泉首相 新種のナシ絶賛  

  （西日本新聞 H17.11.13） 

 ・「にっこり」大賞受賞梨 当ててもらっちゃおう 

  （日本農業新聞 H17.11.13）       

 ・熊本県 上海で特産品フェア ２３日 知事もトップセールス 

  （日経ＭＪ H17.11.14） 

 ・日本食への関心高まる（ドイツ） 世界最大の食品総合見本市 

  アヌーガ  

  （Food&Agriculture H17.11.14） 

 ・ドイツ食品見本市アヌーガでみたタイの食戦略（ドイツ） 

  （Food&Agriculture H17.11.14） 

 ・日本茶輸出組合が中国見本市に初出展 

  （Food&Agriculture H17.11.14） 

 ・輸出促進ロゴマーク公表 

  ①農産物輸出に統一ロゴ 
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  （朝日新聞 H17.11.16） 

  ②輸出促進へ農水省がロゴ作成 日本の高品質ＰＲ 

  （毎日新聞 H17.11.16） 

  ③農水省がロゴ作製 農林水産物輸出日本産アピール 

  （東京新聞 H17.11.16） 

  ④農水省がロゴ発表 日本の美味 世界にＰＲ 

  （中日新聞 H17.11.16） 

  ⑤日本産「おいしい」 輸出促進へロゴマーク 

  （北海道新聞 H17.11.16） 

  ⑥輸出促進へロゴマーク 

  （西日本新聞 H17.11.16） 

  ⑦農水省 輸出促進へ統一マーク 

  （日本農業新聞 H17.11.16） 

  ⑧農産物輸出促進に共通マーク・農水省が制定 

  （日経速報ニュース H17.11.15） 

 ・台湾 果実１０品目輸入禁止へ 

  （日本農業新聞 H17.11.15） 

 ・紅秀峰 無断でオーストラリアへ持ち出し  

  ①サクランボの枝 豪へ持ち出し 

  （読売新聞 H17.11.16） 

  ②紅秀峰、無断持ち出し 豪の生産者ら告訴へ 

  （山形新聞 H17.11.16） 

  ③高値の大玉さらわれた サクランボ「紅秀峰」 

  （河北新報 H17.11.17） 

  ④山形県 種苗法違反で初告訴 オウトウ「紅秀峰」 

  （日本農業新聞 H17.11.17） 

  ⑤育成者権を守れ 

  （日本農業新聞 H17.11.17） 

  ⑥四季 

  （日本農業新聞 H17.11.18）  

  ⑥紅秀峰“国際登録”漏れ 不当告訴と豪農業者反発 

  （宮崎日日新聞 H17.11.24） 

  ⑦「紅秀峰」の種苗法違反 豪法人が日本批判 

  （日本農業新聞 H17.11.26） 

 ・全国各地で輸出促進セミナー 

  （農業共済新聞 H17.11.16） 

 ・タイ市場へ いざ出陣 県産ナシ「にっこり」 

  （日本経済新聞 H17.11.17） 

 ・中国へ米輸出開始に意欲 自民 

  （日本農業新聞 H17.11.17） 

 ・栃木県産「にっこり」タイへ初輸出 香港に続き期待を乗せて 

  （日本農業新聞 H17.11.17） 

 ・日本酒 ブームに？ シンガポールで利き酒会 

  （日経ＭＪ H17.11.18） 

 ・育成者権及ぶ加工品 ４種５品目決める 農水省 

  （日本農業新聞 H17.11.18） 

 ・県産米 香港、台湾へ初輸出 試食会好評 課題は価格 

  （福井新聞 H17.11.18） 

 ・花生産の環境認証 輸入品対抗策にも有効 

  （日本農業新聞 H17.11.19） 

 ・日タイＥＰＡ 原産地ルール焦点 

  （日本農業新聞 H17.11.21） 

 ・柿「富有」売れ行き好調 中国本土への進出 視野に ＪＡ全 

  農岐阜 

  （日本農業新聞 H17.11.20） 
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 ・シリコンバレーの日本庭園で日本米のＰＲイベントが開催（米 

  国） 

  （Food&Agriculture H17.11.21） 

 ・米国におけるスシの普及と拡大する日本酒販売のあり方（米国） 

  （Food&Agriculture H17.11.21） 

 ・台湾向け梨穂木説明会 

  （日本農業新聞 H17.11.23） 

 ・ロイズ、マレーシアに出展・生チョコで途上国市場開拓 

  （日本経済新聞 H17.11.25） 

 ・イチゴ「あまおう」輸出拡大へ新パック ＪＡふくおか八女 

  （日本農業新聞 H17.11.25） 

 ・芋焼酎メーカー、設備増強「森伊蔵」は質を追求 

  （共同通信 H17.11.26） 

 ・「日本焼酎」で輸出 米国向け ブランド浸透狙う 

  （日経ＭＪ H17.11.28） 

 ・ＪＡ豊橋 次郎柿、初の輸出 香港にサンプル出荷 

  （日経ＭＪ H17.11.28） 

 ・鹿児島の本格焼酎 マレーシアで販売 

  （日経ＭＪ H17.11.28） 

 ・産地この逸品 食べ方提案、輸出も視野 福岡県「あまおう」 

  （日経ＭＪ H17.11.28） 

 ・中川大臣 札幌で講演 

  ①「威圧系で交渉」ＷＴＯで中川農水相が強気の姿勢を強調  

  （北海道新聞 H17.11.29） 

  ②ＷＴＯで農相 交渉は「威圧系で」  

  （日本農業新聞 H17.11.29） 

 ・鹿県産ヒノキ、竹炭ボード使用 ソウルにモデル室開設 

  （南日本新聞 H17.11.16） 

 ・紀州材 中国で販路拡大へ 清水町が見本製材を輸出 

  （紀伊民報 H17.11.30） 

 ・農水産物の輸出探れ 

  （北日本新聞 H17.11.30） 

 ・低迷する果実商戦 中 リンゴ 産地が協調 出荷調整 

  （日本農業新聞 H17.12.1） 

 ・全農 輸出促進へ委員会 戦略や基本方針を検討 

  （日本農業新聞 H17.12.1） 

 ・瀋陽に中国１号店 札幌のラーメンさんぱち 現地工場建設も 

  （日経ＭＪ H17.12.2） 

 ・台湾へ農産物輸出 １月下旬に18品目 愛媛 

  （日本農業新聞 H17.12.2） 

 ・特派員メモ 上海 あんパンの味 

  （朝日新聞 H17.12.2） 

 ・品種登録農産物に海賊版 輸入は規制強化 流出対策急げ 

  （読売新聞 H17.12.2） 

 ・特許審査迅速化など 日中韓が協力合意 

  （日本経済新聞 H17.12.2） 

 ・論説 品種持ち出し 育成者の権利、認識を 

  （日本農業新聞 H17.12.3） 

 ・福井県からすいかに続いて米を香港に輸出 

  （Food&Agriculture 17.12.5） 

 ・ミニ辞典 輸出促進委員会 ＪＡ全農 

  （日本農業新聞 H17.12.6） 

 ・「神様の酒」世界に 石川県羽咋市 

  （日本農業新聞 H17.12.6） 

 ・海渡るニッポン食材  
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  上 高級「越光米」台湾で人気 

  （日本経済新聞 H17.12.6） 

  下 天然サケに欧米人が舌鼓 

  （日本経済新聞 H17.12.7） 

 ・道漁連、道産イクラを中国輸出へ・現地で味付けも 

  （日本経済新聞 H17.12.6） 

 ・農相が農政キャッチフレーズ BEST 

  （日本農業新聞 H17.12.7） 

 ・新たにモデル農村３０を選定 政府の有識者会議 

  （共同通信 H17.12.8） 

 ・農林予算大綱決める 自民 

  （日本農業新聞 H17.12.9） 

 ・タイで日本食材ＰＲ 

  （日本農業新聞 H17.12.9） 

 ・輸入農産物レーダー 懸念残す検疫条件の緩和策 輸出促進で 

  方向転換か 

  （全国農業新聞 H17.12.9） 

 ・とちぎ農産物マーケティング協会 官邸訪問 

  ①イチゴは甘～い、政治は？ 

  （朝日新聞 H17.12.10） 

  ②甘～いほめ言葉 栃木のイチゴ首相が大絶賛 

  （東京新聞 H17.12.10） 

  ③国際競争力のある農業を 首相が特産イチゴを試食 

  （共同通信 H17.12.10） 

  ④海外輸出をＰＲ 首相「イチゴ」うまい 

  （日本農業新聞 H17.12.10） 

 ・ナガイモ試験輸出 山形・ＪＡ庄内みどり 台湾へ７㌧ 

  （日本農業新聞 H17.12.10） 

 ・日本のリンゴＰＲ タイ訪問の三浦農水副大臣 

  （日本農業新聞 H17.12.10） 

 ・農産物など輸出促進へ 農水省の活動 事務局がセミナー 

  （日本農業新聞 H17.12.10） 

 ・スープカレーなど対中輸出 

  （日経ＭＪ H17.12.14） 

 ・日本→韓国「ホヤ」ルート 大型・良質で人気が上昇 

  （朝日新聞 H17.12.15） 

 ・輸入関税下げ 中国、100品目追加 

  （日本経済新聞 H17.12.15） 

 ・サクランボ「佐藤錦」豪州産が初の上陸 

  （日本農業新聞 H17.12.16） 

 ・果実輸出積極的に 関東農政局が検討会 

  （日本経済新聞 H17.12.16） 

 ・道産馬輸出増に期待 高橋知事 釜山の競馬場視察 

  （北海道新聞 H17.12.16） 

 ・世界ブランドに ＪＡ鹿児島県経済連 米国に牛肉輸出 

  （日本農業新聞 H17.12.17） 

 ・高くても日本食品人気 ＷＴＯ議論白熱の香港 

  （産経新聞 H17.12.18） 

 ・商習慣、遠い距離・・・難関インド市場 日本企業進出 東南  アジア経由 

  （読売新聞 H17.12.19） 

 ・果実輸出積極的に 関東農政局が検討会 

  （日本経済新聞 H17.12.16） 

 ・上海の食品市場狙い、日本自治体の売り込み活発化 

  （Food&Agriculture H17.12.19） 

 ・日持ちがする冷凍水産物（ホヤ、サンマ）に関心が集まる（日 
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  本・韓国）～岩手県の食品企業が見本市に出展～ 

  （Food&Agriculture H17.12.19） 

 ・「白山」清酒の銘柄保護指定 ＷＴＯ協定、「薩摩」焼酎も 

  （東京新聞 H17.12.22） 

  （日本経済新聞 H17.12.22） 

 ・06年度予算案 きょう大臣折衝 

  （日本農業新聞 H17.12.22） 

 ・自民党 攻めの農政進める 農林水産物貿易調査会 松岡事務 

  局長が会見  

  （全国農業新聞 H17.12.23） 

 ・和牛の米国輸出再開を発表 

  （全国農業新聞 H17.12.23） 

 ・06年度農水予算の復活折衝 

  （日本農業新聞 H17.12.23） 

 ・アンテナ 農相激励へ真っ先に手 

  （日本農業新聞 H17.12.23） 

 ・予算案 復活折衝が終了 

  （読売新聞 H17.12.23） 

 ・山形品種 高級サクランボ 豪州産に危機感 

  （毎日新聞 H17.12.24） 

 ・フランスで柿が人気 

  （日本農業新聞 H17.12.25） 

 ・農林水産物の輸出～攻めの農業への展望～高木勇樹氏 

  （日本農民新聞 H17.12.25） 

 ・日本農業の明日と農政・農協改革  

  （日本農民新聞 H17.12.26） 

 

 

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

 

 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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 発行：農林水産省大臣官房国際部貿易関税課輸出促進室 

 （〒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。 
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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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