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

１．４月の輸出実績 

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

 

 本年４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＋１５． 

８％増の３００億円となりました。 

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

 ４月は、林産物がわずかな減少、農産物及び水産物は増加となりました。特に水産物は、２ 

月、３月に引き続き大幅な増加となりましたが、これは、かつおについて、缶詰の原料としてタ 

イへの輸出が伸びていること、さばについて、中国への輸出の取組が積極的に行われたこと、ホ 

タテ貝について、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、すけとうだらについて、中国が国内加工場の原料不足を補うため日本産の輸入を 

増やしていること等によるものです。 

 

 また、本年１～４月の輸出額は前年同期比＋１５．０％増の１，１０７億円となりました。 

 

 １月～４月の輸出額を主な品目別に見ると、いちご（＋１００．９％）、ながいも（＋７１． 

７％）、コメ（＋７８．８％）、緑茶（＋２８．６％）、播種用の種、果実及び胞子（＋２３． 

８％）、丸太（＋１９５．７％）、さけ・ます（＋２５．４％）、さば（＋３８２．５％）、ホ 

タテ貝（＋９８．２％）、すけとうだら（＋３０．６％）等が大幅に増加する一方、切花（▲４ 

４．３％）、貝柱調製品（▲３０．９％）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、いちごは香港、台湾向けが好調で、輸出量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、ながいもについては、台湾、アメリカ、タイ向け 

が増加しています。コメについては、台湾、香港向けが好調、緑茶については、アメリカ向けが 
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増加しています。播種用の種、果実及び胞子は、アメリカ向け飼料用植物の種の大幅な増加が増 

加要因と考えられます。 

 さらに丸太については、中国における木材需要の高まりによると考えられます。 

 さけ・ますについては、中国からの需要が多いことが増加要因と考えられます。なお、さば、 

ホタテ貝、すけとうだらについては、前述のとおりです。 

 一方、貝柱調製品の減少については、旧正月が昨年より早まったこと（２／９→１／29）によ 

り、出荷が12月に前倒しされたことによる１月の減少幅が大きかったことによります。 

 

 なお、主な国別には、アメリカ（＋１７．３％）、中国（＋２４．０％）、韓国（＋３３． 

３％）、タイ（＋２０．７％）等が大幅に増加している一方、オーストラリア（▲６．１％）が 

減少しており、全体では＋１５．０％となっています。 

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

  

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）「農林水産物等輸出促進全国協議会」の総会を開催しました。 

  

 昨年４月に小泉総理の出席の下設立された、民と官の幅広い構成員（計130）からなる「農林 

水産物等輸出促進全国協議会」の総会が、５月31日（水）に開催されました。 

 当日は、各構成員が18年度に取り組む課題を整理し明確化した「平成18年度農林水産物等輸 

出倍増行動計画」が承認されました。 

 また、日本産農林水産物・食品の輸出の一層の拡大に向けて、日本食、日本食材その他日本産 

農林水産物の海外での紹介、普及などに多大に貢献してきた海外在住者に対して授与される農林 

水産大臣賞の表彰が行われました。農林水産大臣賞受賞者は、以下の３名です。 

 

・Shirley Booth （シャーリー・ブーズ） 

 性 別：女性 

 国・地域：イギリス・ロンドン 

 現 職：ロンドンの料理学校「The Asian and Oriental School of Catering」の講師。そ 

    の他いくつかの日本食料理学校でも講師を務めている。作家、フィルムディレクター。 

 功 績：1977 年に来日し、5 年間日本に滞在。日本料理の大家として20 年来日本食に関する 

    テレビドキュメンタリーの制作や、本の出版を通じてヨーロッパ、アメリカをはじめ、 

    世界に日本料理を紹介している。受賞作品として、書籍「Food of Japan」や、映像フ 

    ィルム「Japan Food For The Spirit」がある。 

 

・倉岡 伸欣 （くらおか のぶよし） 

 性 別：男性 

 国・地域：アメリカ・ニューヨーク 

 現 職：ワコーインターナショナル㈱オーナー兼社長（「レストラン日本」、「そば日本」） 

    を経営）、ワコーインフライトサービス㈱社長（日本航空、ユナイテッド航空など８社 

    に機内食を納入）、インターナショナルバイヤーズアソシエーション会長（北スコット 

    ランドニューソフトサーモンを日本のホテル、レストランに会員制で直売） 

 功 績：1963 年にアメリカで初の本格的寿司バーを開店。その他、日本のふぐの独占輸入権 

    を5 年かけ1989 年に認可され、NY 市長より食文化貢献に対し感謝状を受ける。1988 

    年カナダモントリオールの自家農園でそば栽培を始める。2006年米国での「冷凍茹で 

    そば」の特許権の認可を受ける。 

 

・Frankie P Wu (フランキー ピー ウー） 

 性 別：男性 
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 国・地域：中国・香港 

 現 職：味珍味（香港）有限公司主席、香港日本料理店協会会長など 

 功 績：香港における日本食材輸入の第一人者で、日本産野菜・果実・卵などを当地のレスト 

    ラン、日系スーパーに販売・普及。自らも日本料理店を32年前に開き、本格的な和食を 

    香港に導入、数々のヒット商品を創出。 

   

 さらに、総会開催後には、農林水産大臣賞受賞者の講演が行われました。 

 総会の配付資料や議事概要は、農林水産物等輸出促進全国協議会ホームページにてご覧いただ 

けます。 

 http://www.maff.go.jp/yusyutsu/soukai/gaiyo.pdf 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）フランスにおける国際食品見本市出展者を募集しています。 

 

 10月22日～26日にフランス・パリで開催予定の「SIAL2006パリ国 際食品見本市」の出展者 

を募集しています。 

 これは、農林水産省が株式会社ジェイコムに委託して実施する展示・商談会です。 

 なお、締切は6月30日（金）です。詳しくは事業受託者の株式会社 ジェイコムホームページ 

を御覧ください。 

  http://sial2006.visitors.jp/shutten/ 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）中国（上海）における国際食品見本市出展者を募集しています。 

 

 11月30日～12月2日に中国・上海で開催予定の「Food ＆ Hotel  China Shanghai 2006 」 

の出展者を募集しています。 

 これは、農林水産省が日本通運株式会社に委託して実施する展示・商談会です。 

 なお、締切は8月31日（木）です。詳しくは事業受託者の日本通運 株式会社ホームページを 

御覧ください。 

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

 

 
               ◆ 
 
 
（４）アラブ首長国連邦（ドバイ）における国際食品見本市出展者を募集しています。 

 

 来年2月19日～22日にアラブ首長国連邦・ドバイで開催予定の「GULFOOD 2007」の出展者を 

募集しています。 

 これは、農林水産省が日本通運株式会社に委託して実施する展示・商談会です。 

 なお、締切は11月30日（水）です。詳しくは事業受託者の日本通 運株式会社ホームページ 

を御覧ください。 

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

 

 
               ◆ 
 
 
（５）輸出促進ロゴマークが商標登録されました。 
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 昨年１１月に作成した輸出促進ロゴマークつきましては、その発表前に特許庁に商標登録出願 

をしていましたが、このたび、無事登録されました。 

 このロゴマークは、すでに多くの事業者の方々により、海外での事業展開の際に自らが作成し 

たパンフレットやチラシ、パッケージなどで使われています。 

 農林水産省としましては、引き続き、このロゴマークの活用による日本産品の一体的なアピー 

ルによって、日本産農林水産物・食品のブランド化を図り、輸出の更なる拡大につなげていきた 

いと考えておりますので、皆様、どんどん御活用ください。 

 輸出促進ロゴマークの使用許諾申込書は、農林水産物等輸出促進全国協議会ホームページにて 

提供しています。 

 http://www.maff.go.jp/yusyutsu/oishii_logomark.pdf 

 

 

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

３．輸出に役立つ情報源の紹介～税関ホームページ～ 

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

   

  輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介します。第３回は税関ホームページです。 

http://www.customs.go.jp/index.htm 

 税関ホームページでは、輸出に際しての税関手続に関するQ＆Aや、円滑な税関手続に役立つ制 

度等の情報を見ることができます。 

 

 【税関手続Q＆A】 

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.htm 

 税関手続に関するQ＆Aを提供しています。 

 

  【円滑な税関手続に役立つ制度】 

http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm 

 恒常的に輸出する貨物を早く輸出できる制度など、税関手続を円滑に行うための制度につい 

て、紹介をしています。 

 

 

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

４．輸出Ｑ＆Ａ 

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

   

  今回から新たに、輸出相談窓口で受けたお問い合わせのうち、頻度の高いものを紹介していき 

ます。 

 

【Ｑ１】各国の輸入に関する制度や、どこの国に何が輸出できるのか教えて下さい。  

 

【Ａ】農林水産物等輸出促進全国協議会ＴＯＰページの「各国の輸入関連制度に関するデータベ 

  ース」及び農林水産物等の輸出促進対策ＴＯＰページの「海外貿易情報（制度・市場動 

  向）」に、各種情報を掲載しておりますのでご覧下さい。 

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

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/kaigai_houkoku.htm 

 

 

【Ｑ２】世界各国の関税率を教えて下さい。  

 

【Ａ】世界各国の関税率を調べるには、ＪＥＴＲＯのホームページ内の「世界各国の関税率」か 

  ら世界の関税率情報データベース「World Tariff」をご利用になれます。 

  http://www.jetro.go.jp/biz/tariff/ 
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------------------------------------------------------------ 

５．６月の輸出関連記事 

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

   

 ６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。） 

  

 ・ドキュメント挑戦 ニッポン発農産プランド（日本経済新聞） 

  ①コメ、アジアの店頭に 輸出拡大、生産者に勇気（H18.6.5） 

    ②青森リンゴ、中国に挑む 規格外の大玉、成長株に（H18.6.6） 

    ③鳥取のナシ、台湾で人気 贈答品向け品質で勝負（H18.6.7） 

    ④イチゴ人気品種、アジアへ 「あまおう」火付け役に（H18.6.8） 

    ⑤温州みかん、北米市場争奪（H18.6.9） 

    ⑥緑茶輸出、「高級」で復活 欧米向け味きめ細かく（H18.6.12） 

    ⑦リンドウ、欧州で花開く 輸送技術、一つずつ磨く（H18.6.13） 

    ⑧ボタンの苗、世界に根付く 欧米の公園で魅力発揮（H18.6.14） 

    ⑨観葉植物、八丈島産が一番 高い質、欧州で心癒す（H18.6.15） 

    ⑩「ＢＯＮＳＡＩ」成長に夢 厳しい検査超え海外へ（H18.6.16） 

    ⑪養殖ブリ、輸出量も出世 品質管理、徹底ぶり光る（H18.6.19） 

    ⑫北海道のサケ・タラ 消費者求め中韓へ旅立つ（H18.6.20） 

    ⑬長崎の魚、地の利生かす 中国とのパイプより太く（H18.6.21） 

 ・全中・全農 空の玄関で国産を直売 

  （日本農業新聞 H18.6.3） 

 ・中国で日本式レストラン 新潟の源建設が参入 

  （日経ＭＪ H18.6.5） 

 ・農産物輸出へ研究会 豊橋・田原市、ＪＡや地元企業と 

  （日経ＭＪ H18.6.5） 

 ・果実輸出を促進 (財)中央果実生産出荷安定基金協会、果実輸出戦略検討委員会を旗揚げ 

  （日本農業新聞 H18.6.5） 

 ・中四国の農産物、輸出拡大しよう 岡山で連絡会議 

  （山陽新聞 H18.6.5） 

 ・「食料・農業・農村白書」決定 農作物の輸出促進など、「攻めの農業」を強調 

  （読売新聞 H18.6.5） 

 ・果実輸出へ  中央果実生産出荷安定基金協会、果実輸出戦略検討委員会を立ち上げ 

  （日本農業新聞 H18.6.6） 

 ・島根県、台湾国際食品見本市に初出店 米など県産品ＰＲ 

  （日本農業新聞島根版 H18.6.8） 

 ・日本食、世界に発信 知財推進計画を策定、日本食などのライフスタイルを「日本ブラン 

  ド」と位置付け」 

  （日本農業新聞 H18.6.9） 

 ・農産物輸出 攻めの姿勢、組織や地域を活性化させる原点 

  （日本農業新聞 H18.6.9） 

 ・ＪＡグループ栃木 シイタケやネギ初輸出 幅広く販路拡大へ 

  （日本農業新聞 H18.6.9） 

 ・韓国 品種保護で紛争相次ぐ   

  （日本農業新聞 H18.6.9） 

 ・輸出先の情報充実を 自民・輸出推進の会、農業者から課題聴取 

  （日本農業新聞 H18.6.10） 

 ・顔 日本食文化交流のための「ＧＯＨＡＮ財団」を作った川野作織さん 「和食通じ親日家 

  作りたい」 

  （読売新聞 H18.6.10） 

 ・「ジャパン・ブランドの可能性」をテーマに、日本貿易会が論文を募集  

  （日本農業新聞 H18.6.13） 

 ・中国への米輸出解禁要請、ＷＴＯへの提訴も視野（自民党「日本の農産物等の輸出を飛躍的 

  に推進する会」松岡利勝会長） 
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  （日本農業新聞 H18.6.13） 

 ・ミニ辞典 ぶらんどＪＡ 

  （日本農業新聞 H18.6.13） 

 ・国際食品展に県産ネギ出品へ ＪＡ全農さいたま 

    （ＷＥＢ埼玉（埼玉新聞） H18.6.15） 

 ・農林水産物輸出、出荷額３００億円、４月も順調な伸び  

    （農業協同組合新聞 H18.6.16） 

 ・「トップの戦略」男前豆腐店社長、伊藤信吾さん 世界観表現、豆腐に味付け 商品周知へ 

  娯楽性付加 

  （日経ＭＪ H18.6.19） 

  ・缶チューハイ、アジアで攻勢 サッポロ、韓国輸出 サントリー、台湾コンビニ向け 

  （日本経済新聞 H18.6.20） 

 ・レタス台湾へ 長野・川上村 きょう出発 

  （日本農業新聞 H18.6.21） 

 ・アジアズームイン 世界のトロ、健康食ブーム乱獲進む 

  （朝日新聞 H18.6.21） 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 本号から、編集担当者が変わりました。今後とも皆様のお役に立つような情報を発信できるよ 

う努めますので、引き続きよろしくお願いします。また、皆様からの情報提供や、本メールマガ 

ジンへのご提案、ご要望等がございましたら、輸出促進室までご一報ください。 

 さて、６月といえば梅雨。東京は、梅雨入り前からじめじめとした鬱陶しい日が続いていま 

す。東京に限らず日本の多くの地域が天候不順で日照時間が少なく、このため、野菜は生育が遅 

れ、需給、価格に大きな影響が出始めています。 

 農林水産省主催による展示・商談会は、７月のマレーシアを皮切りに今年度末までに欧米を含 

む世界の７都市で開催し、また、秋以降はアジアの主要都市において日本の農林水産物・食品を 

紹介する常設店舗が続々とオープンします。 

 この機会に、日本の高品質で安全な農林水産物・食品を世界の多くの方々に紹介すると同時 

に、目と舌で楽しんでいただきたいと思っております。見た目にも美しく、そしておいしい日本 

の農林水産物・食品を沢山紹介できるよう、これから天候が良くなり、秋には大きな収穫が得ら 

れますことを心より願っております。  

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

 

 

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

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 
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 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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