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

１．11月の輸出実績 

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

 

 本年11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＋１３．４％増の３２７億円となりました。 

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

 

 11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10月（＋３９．８％）に引き続き、＋２２．３％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１～11月の輸出額は前年同期比＋９．６％増の２，９０７ 

億円となりました。 

 主な品目別には、りんご（＋５９．９％）、コメ（＋３３．２％）、緑茶 

（＋２４．１％）、豚の皮（＋２０．９％）、菓子（＋１９．８％）、丸太（＋ 

１０８．８％）、かつお（＋６０７．４％）、さけ・ます（＋６０．１％）、ホタ 

テ貝（＋５４．７％）、練り製品（＋１４．５％）等が増加する一方、配合 

調製飼料（▲１６．３％）、まぐろ（▲３５．４％）、すけとうだら（▲２０． 

６％）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 

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 
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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（＋１３．４％）、 

香港（＋８．０％）、中国（＋１３．８％）、台湾（＋２３．６％）等はい 

ずれも対前年で増加しており、特に台湾やタイ（＋４６．０％）が好調に 

推移しています。一方、ＥＵ※（▲３．３％）等が減少しており、全体で 

は＋９．６％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。 

 

 

※ ＥＵは加盟25カ国の計。 

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17年の農林水産物輸出実績（速報値）が公表されました。 

   

  １月31日に平成17年の農林水産物輸出実績（速報値）が公表され 

 ました。 

  農林水産物全体の輸出額は対前年で＋１２．１％増加し３，３１１ 

 億円となりました。このうち農産物は＋６．８％増加し１，７７２億円、 

 林産物は＋３．７％増加し９２億円、水産物は＋１９．９％増加し１， 

 ４４８億円となりました。 

  具体的な品目では、りんご、コメ （援助米を除く）、緑茶、菓子、 

 丸太、かつお、さけ・ます、ホタテが前年に比べ大幅に伸びていま  

 す。 

  なお、詳しくは来月発信するメールマガジンで報告します。   

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060131press_3.pdf 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）中国向け水産物輸出に係る手続が変更されました 

  中国向け水産物の輸出に当たっては、昨年７月６日に厚生労働省 

 から「対中国輸出水産食品の取扱について」（平成17年７月６日付 

 け食安発第０７０６００１号）が発出され、この通知に基づいて取り扱 

 われてきました。 

  本年１月16日にこの取扱いを改めた「対中国輸出水産食品の取扱 

 要領」が作成・通知（平成18年１月16日付け食安発第０１１６００１号 

 「対中国輸出水産食品の取扱について」）され、２月15日以降はこの 

 要領に基づいた対応が必要となります。（昨年７月６日付け通知は 

 廃止されました。） 

  詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/yusyutsu/osirase.html 
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               ◆ 
 
 
（３）関東（於東京都）、近畿（於大阪市）で「中国・台湾ブランド保護対 

 策セミナー」を開催します 

  農林水産省では、知的財産権保護の重要性に関する意識の醸成、 

 保護のための具体的な方策についての情報提供を図るため、関東 

 （東京都）、近畿（大阪市）の２カ所で下記のとおり「中国・台湾ブラ 

 ンド保護セミナー」を開催します。プログラムやお申込方法等内容の 

 詳細はホームページで情報提供を行いますのでご覧ください。 

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

 

 ・関東会場 

  日 時：平成18年３月６日(月)13:30～16:30（受付開始12:30） 

   於 ：東京都港区虎ノ門４－１－１ 

      虎ノ門パストラル プリムローズ 新館４Ｆ 

  講演①：邱 永漢氏  

      経営コンサルタント 邸永漢事務所代表取締役 

      「中国・台湾で勝負する農産物の日本ブランド確立に 

      向けて」 

  講演②：太田 光雄氏 

      中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

      「中国・台湾における日本産農産物のブランド保護対策」 

      （ブランドオーナー、ブランド社会の中国、ジャパンブラ 

      ンドと日本食の普及、商標権を巡る中国・台湾とのトラブ 

      ル、商標登録状況、商標関連法令との問題点等） 

 

 ・近畿会場 

  日 時：平成18年３月７日(火)13:30～16:30（受付開始12:30） 

   於 ：大阪市中央区馬場町２番２４号 

      ＫＫＲホテル大阪 星華の間 ２Ｆ 

  講演①：邱 永漢氏  

      経営コンサルタント 邸永漢事務所代表取締役 

      「中国・台湾で勝負する農産物の日本ブランド確立に 

      向けて」 

  講演②：太田 光雄氏 

      中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

      「中国・台湾における日本産農産物のブランド保護対策」 

      （ブランドオーナー、ブランド社会の中国、ジャパンブラ 

      ンドと日本食の普及、商標権を巡る中国・台湾とのトラブ 

      ル、商標登録状況、商標関連法令との問題点等） 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）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。 

 〈２月開催分〉 

 ・タイ食品市場攻略セミナー・商談会 

  日時：セミナー２月20日（月）13:30～15:00 

     商談会  同     15:00～18:00 
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   於：大分市 大分全日空ホテルオアシスタワー 

  講師：神戸屋食品工業株式会社 大山代表取締役社長 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ大分 

   （電話097-592-4081）まで 

 

 ・タイ食品市場攻略セミナー・商談会 

  日時：セミナー２月22日（水）10:30～12:00 

     商談会  同     13:00～17:00 

   於：熊本市 熊本ホテルキャッスル 

  講師：神戸屋食品工業株式会社 大山代表取締役社長 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ熊本 

   （電話096-354-4211）まで 

 

 ・タイ食品市場攻略セミナー・商談会 

  日時：セミナー２月23日（木）15:00～17:00 

     商談会  同     17:00～19:00、 

           24日（金）10:00～17:00  

   於：鹿児島市 鹿児島サンロイヤルホテル 

  講師：神戸屋食品工業株式会社 大山代表取締役社長 

     農林水産省生産局 都築氏 

   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 

 

 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/ 

m 

 
               ◆ 
 
 
（５）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の資料 

 をホームページに掲載しました 

  本年１月に実施された標記説明会で使用された資料をホームペー 

 ジに掲載しましたのでご参照ください。 

http://www.maff.go.jp/yusyutsu/osirase.html 

 
               ◆ 
 
 
（６）「農林水産物等輸出促進セミナー」の開催概要をホームページに 

 掲載しました 

    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、名古屋、盛岡会場の概要をホームページに掲載しまし 

 た。他の会場分につきましても、順次ホームページに掲載いたしま 

 すのでご一読ください。 

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

 

 

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

３．１月の輸出関連記事 

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

   

   １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。 

 （一部12月分を含みます。記事の詳細をご覧になりたい方は輸出 
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 促進室までご一報ください。） 

 ・台湾輸出に本腰 木熟ミカン 愛宕梨 

  （日本農業新聞 H17.12.29） 

 ・ユリ科「グロリオサ」上海の花店に出品 

  （日本農業新聞 H17.12.29） 

 ・富山の刺し身 上海で 定期便で魚・米空輸 

  （北日本新聞 H17.12.30） 

 ・自給率アップめざすのになぜ輸出 

  （日刊食料新聞 H18.1.1） 

 ・農政改革にいざチャレンジ 中川大臣と神尾米さんの食と農の 

  新春トーク 

  （日本農業新聞 H18.1.1） 

 ・「日本の味」売り込む 

  （日本農業新聞 H18.1.1） 

 ・おいしい日本茶を海外へ 

  （全国農業新聞 H18.1.1） 

 ・巨大市場こじ開けろ ”日本産”を中国へ！ 

  （全国農業新聞 H18.1.1） 

 ・世界へ挑む日本ブランド 

  （日本農業新聞 H18.1.3） 

 ・激動チャイナ 広がる格差 

  （日本農業新聞 H18.1.3） 

 ・農産物の輸出促す 民間団体を後押し 農水省06年度から 

  （日本農業新聞 H18.1.4） 

 ・高まる農産物輸出熱 続々名乗り 

  （日本農業新聞 H18.1.4） 

 ・農産物でも”海賊版”対策 

  （日本経済新聞 H18.1.4） 

 ・台湾向け果実 検疫条件で合意 

  （日本農業新聞 H18.1.5） 

 ・みそ、しょうゆ輸出最高に 日本食ブーム反映 

  （日本農業新聞 H18.1.6） 

 ・論説 変化つかみ輸出努力を 

  （日本農業新聞 H18.1.6） 

 ・農水産物に輸出助成金 

  （日本経済新聞 H18.1.7） 

 ・「愛知産」海外売り込み 

  （中日新聞 H18.1.8） 

 ・奈良の柿 海外輸出スタート 

  （奈良新聞 H18.1.10） 

 ・米国で国産牛肉試食会 

  ①ＪＡがロスで国産牛肉試食会 

  （日本経済新聞 H18.1.11） 

  ②和牛も解禁 ロスで試食会 

  （読売新聞 H18.1.11） 

  ③米国で和牛試食会 全農が６年ぶり輸出 

  （日本農業新聞 H18.1.11） 

 ・イチゴ「とちおとめ」香港へ第１便 

  （日本農業新聞 H18.1.12） 

 ・泡盛の海外進出 価格・定番化手探り 

  （沖縄タイムス H18.1.13） 

 ・長崎魚市が鮮魚を対中輸出 

  ①鮮魚の対中輸出開始 長崎魚市 

  （日本経済新聞 H18.1.13） 

  ②長崎魚市、鮮魚を対中輸出 
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  （日経ＭＪ H18.1.16） 

 ・日本のカレー食べチャイナ 

  （朝日新聞 H18.1.13） 

 ・生果輸入で検疫案 モモシンクイガ防疫で 台湾 

  （全国農業新聞 H18.1.13） 

 ・攻めの農業で世界に 食育フェアで首相強調  

  （読売新聞 H18.1.15） 

 ・地域団体商標制 ４月始動 第２の「夕張メロン」競う 

  （日本経済新聞 H18.1.16） 

 ・新潟の地酒ＮＹで拡販 

  （日経ＭＪ H18.1.16）  

 ・中国輸出へセミナー ジェトロ鹿児島貿易センター 

  （日本農業新聞 H18.1.17）  

 ・日中冷却、実務面にも影 

  （朝日新聞 H18.1.17） 

 ・「とちおとめ」をタイへ試験輸出 

  （日本農業新聞 H18.1.17） 

 ・日中農業交流調印 

  ①日本米輸出を”支援”自民農業小委 松岡委員長 

  （日本農業新聞 H18.1.17） 

  ②補完しあう関係維持 

  （日本農業新聞 H18.1.18） 

 ・甲州ワイン一筋、世界から評価 

  （日経ＭＪ H18.1.18） 

 ・中国の「食と今」テーマにセミナー 食の学校 

  （日本農業新聞 H18.1.18） 

 ・地域ブランド強化を 農水省が説明会 

  （日本農業新聞 H18.1.19） 

 ・富山のチューリップ オランダで本格栽培 

  （日本農業新聞 H18.1.19） 

 ・道内の倒木 中国へ輸出 

  （北海道新聞 H18.1.17） 

 ・タイに広がれ九州の味 日本食フェア盛況 

  （西日本新聞 H18.1.20） 

 ・首相施政方針演説 

  ①意欲ある農業、重点支援 首相施政方針演説 

  （日本経済新聞 H18.1.20） 

  ②国会開幕 首相、農政改革に意欲 

  （日本農業新聞 H18.1.21）  

 ・道産菓子、サハリンに売り込み・札幌洋菓子協会 

  （日本経済新聞 H18.1.20） 

 ・シンガポールでフェア 静岡産農産物を販売 

  （静岡新聞 H18.1.21） 

 ・偽ブランド対策強化を 農水省と種苗会社 中国、韓国に要請 

  へ 

  （日本農業新聞 H18.1.22） 

 ・タイの日本食  

  ①上 和食レストラン 富裕層のステータス 

  （日本農業新聞 H18.1.22） 

  ②中 緑茶ブーム 決め手はテレビＣＭ  

  （日本農業新聞 H18.1.29） 

 ・潜望鏡 台湾向け輸出の現状 

  （日本農業新聞 H18.1.23） 

 ・鮮魚で中国開拓 検疫の簡素化が追い風に 産地が先陣争い 

  （日本経済新聞 H18.1.23） 
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 ・農産物輸出、今がチャンス 

  （日本農業新聞 H18.1.24） 

 ・焼酎 地道に開発、海外デビュー 

  （朝日新聞 H18.1.24） 

 ・アンテナ 都市議員も農を語ろう 

  （日本農業新聞 H18.1.25） 

 ・ホクレン通商、道産野菜輸出拡大に海外まで流通履歴管理へ 

  （日本経済新聞 H18.1.26） 

 ・日本の米 台湾でＰＲ 29日からＪＡ全中 

  （日本農業新聞 H18.1.27） 

 ・香港とマカオで「奈良の柿」販促 

  （日本農業新聞 H18.1.27） 

 ・春雪商戦 商社も熱く 丸紅リンゴ、伊藤忠は衣料 

  （日本経済新聞 H18.1.29） 

 ・海外店頭まで履歴管理 ホクレン通商など 香港向け実験 

  （日経ＭＪ H18.1.30）       

 ・攻めの発想で米輸出 品質、食味高い評価 

  （日本農業新聞 H18.1.31） 

 ・昨年の道内貿易、過去最高を更新 魚介類の輸出が大幅増 

  （北海道新聞 H18.1.31） 

 ・夕張メロン、台湾へ 市農協が６月輸出 

  （北海道新聞 H18.1.31） 

 

 

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

                               

 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       

                               

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

 

 

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

発 行 

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

 

 [農林水産物等輸出促進メールマガジン］ 

 

 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。 

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 
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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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