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

１．５月の輸出実績 

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

 

 本年５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＋22.5％増の279億円となりました。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/tsukibe 

tsu.pdf 

 ５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～４月に引き続き大幅な増加となりましたが、 

これは、さけ・ますについて、中国からの引き合いが多く、好調である 

こと、さばについて、中国向けに小型サバ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等によるものです。 

 

 また、本年１～５月の輸出額は前年同期比＋16.4％増の1,386億円と 

なりました。 

 

 １月～５月の輸出額を主な品目別に見ると、いちご（＋102.5％）、 

ながいも（＋65.6％）、コメ（＋60.6％）、緑茶（＋35.1％）、即席麺 

（＋28.6％）、清涼飲料水（＋20.5％）、播種用の種等（＋22.0％）、 

配合調製飼料（＋42.9％）、丸太（＋187.7％）、さけ・ます（＋47.9 

％）、さば（＋321.3％）、ホタテ貝（＋170.2％）、すけとうだら（＋ 

18.5％）、練り製品（魚肉ソーセージ等）（＋21.9％）等が大幅に増加 

する一方、切花（▲48.3％）、製材加工材（▲18.4％）、木製建具及び 

建築用木工品（▲19.7％）、貝柱調製品（▲30.0％）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、いちごは台湾、香港向けが増加したこと、ながいも 
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は好調な台湾向けに加えアメリカ、タイ向けも増加したこと、緑茶はア 

メリカ向けが増加していることによります。 

 丸太は、中国における木材需要の高まりによると考えられます。 

 すけとうだらは、韓国向け輸出がキムチやチゲ鍋料理に利用され好調 

であることや、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 

増やしていることによると考えられます。なお、さけ・ます、さば、ホ 

タテ貝については、前述のとおりです。 

 一方、減少については、切花は韓国、台湾、中国、シンガポール向け 

が減少していることによります。貝柱調製品は、特に韓国、中国、香港 

向けの輸出が減少しており、価格上昇による輸出量の減少が要因と推察 

されます。 

 

 なお、主な国別には、アメリカ（＋21.7％）、中国（＋23.7％）、韓 

国（＋32.2％）、タイ（＋21.3％）、シンガポール（＋20.5％）が大幅 

に増加した他、香港（＋7.0％）、台湾（＋6.7％）、ＥＵ（＋9.5％） 

もかなり増加しており、オーストラリア（▲0.1％）のごくわずかな減少 

を除いては、全体的に増加傾向にあります。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/kunibet 

su.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）クアラルンプールにおいて開催されたマレーシア食品・飲料国際 

  見本市（ＭＩＦＢ2006）に出展しました。 

  

    去る７月13日（木）から15日（土）の３日間、マレーシア・クアラ 

 ルンプールのプトラ世界貿易センターにおいて開催された第７回マレ 

 ーシア食品・飲料国際見本市（ＭＩＦＢ2006）に、日本政府として初 

 めて参加し、日本国内の生産者等が現地バイヤーを対象に展示・商談 

 会を実施しました。 

    見本市は、中国、韓国、インドなどのナショナルブースのほか、Ｄ 

 ｏｌｅ、ＵＣＣなどの企業ブース等があり、日本ブースは、「サン・ 

 アース・ピープル（天・地・人）」をテーマとして、日本茶・酒を中 

 心に、９の生産者等で構成されました。 

    日本ブースは、現地における日本食ブームを反映してきわめて盛況 

 で、出展者は皆、新たな輸出先の獲得に強い手ごたえを感じていたよ 

 うです。出展者によれば、見本市開催期間中はもちろん、終了後にも 

 商談が数多く寄せられているとのことであり、これを機に、今後の輸 

 出拡大が大いに期待されます。 

    また、日本ブースは、同見本市の中で「最も斬新的なブース（MOST 

 INNOVATIVE BOOTH）」であったとして、ＭＩＦＢ事務局から表彰され 

 ました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）成田国際空港に国産農産物販売店舗「ぶらんどＪＡ」を開設しま 
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  した。（ＪＡ全中、ＪＡ全農よりお知らせ） 

 

    ６月２日、成田国際空港第２ターミナルの制限エリア（出国手続を 

 終えた後の免税店などがある区域）に、ＪＡ全中とＪＡ全農が共同し 

 て、お米・果実等の国産農産物や加工品をＰＲ・販売する店舗「ぶら 

 んどＪＡ」を開設しました。 

    開店からほぼ２ヶ月が経とうとしていますが、日本国内の国際空港 

 の「制限エリア」内では初めての「生鮮品取扱店舗」となるため、お 

 店に立ち寄られるお客様は、「機内で食べるのにちょうどいい」、「 

 パスポート審査後の場所で買えるので便利」「海外へのよいおみやげ 

 になる」などといった声をいただいています。 

    お客様の構成は、７割が日本人で、２割がアジア人、残りが欧米人 

 という状況です。販売アイテムBest３は、第１位：山形県産さくらん 

 ぼ、第２位：静岡茶、第３位：和歌山県産梅干です。特にさくらんぼ 

 の購入者は外国人が多く、大変好評です。 

    皆様も成田国際空港第２旅客ターミナルをご利用の際には、ぜひ「 

 ぶらんどＪＡ」へお立ち寄りご利用いただきますようお願い申しあげ 

 ます。 

 

   「ぶらんどＪＡ」http://brandja.com 

    営業時間 7:30～21:00（年中無休）  

    ＴＥＬ＆ＦＡＸ／0476-34-6175 

 

 

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

３．輸出に役立つ情報源の紹介～外務省ホームページ～ 

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

   

  輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介します。第４回は外務省 

ホームページの在外公館・日本企業支援窓口のページです。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/kigyo/ichiran_i.html 

 外務省の在外公館・日本企業支援窓口のページでは、大使館、総領事 

館の「日本企業支援窓口」における、日本企業への支援活動を紹介して 

います。 

 

 【在外公館・日本企業支援窓口について】 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/kigyo/ichiran_i.html 

 大使館、総領事館の「日本企業支援窓口」における、日本企業への支 

援活動について紹介をしています。 

 

  【大使館、総領事館の連絡先一覧】 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 

 

  【在外公館・日本企業支援窓口における実績の主な事例】  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/kigyo/pdfs/2003_j.pdf 

 2003年度上半期（４月～９月）における、在外公館による日本企業支 

援実績の主な事例を紹介しています。 

 

 

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

４．輸出Ｑ＆Ａ 

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

  

【Ｑ】輸出の際の植物検疫について教えて下さい。  
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【Ａ】海外には、我が国に発生していない農業生産に多大な影響を及ぼ 

  す病害虫が存在しており、これらの病害虫の侵入を防止するため、 

  我が国に輸入される植物について輸入検疫を実施していますが、同 

  様に、諸外国も自国への病害虫の侵入を防止するため、植物の輸入 

  について検疫条件を定めており、我が国から輸出される植物がこれ 

  らの検疫条件に適合するよう輸出検疫を実施しています。 

     輸出検査の対象となる物は、野菜や果物、草花、樹木、種子、球 

  根類などですが、輸出相手国の検疫条件により、日本からの輸出が 

  認められない場合があるほか、輸出に先立って日本国内での栽培地 

  検査を要求される場合や、輸出に際して消毒措置を求められる場合 

  があるなど国ごとまたは品目ごとに様々な条件が課されます。 

     植物防疫所では、輸出相手国の要求に基づいて検査を行い、検査 

  の結果、相手国の要求に合致していることを確認した場合は、「植 

  物検査合格証明書」を交付します。 

     詳しくは、植物防疫所のホームページhttp://www.pps.go.jp/ind 

  ex.htmlを御覧頂くか、お近くの植物防疫所http://www.pps.go.jp/ 

  list/index.htmlへお問い合わせ下さい。 

 

 

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

５．今月の輸出関連記事 

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

   

  今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。（全国版 

については、６月22日～７月21日分。地方版については、６月分。） 

（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） 

  ⑭ホタテ、ＥＵ基準満たす 新鋭工場、厳しく衛生管理 

   （H18.6.22） 

    ⑮沖縄モズク、香港で「元気」 安心感・健康志向追い風 

     （H18.6.23) 

    ⑯食肉、香港でも納得の味 一頭ごと質を確かめ出荷 

     （H18.6.26) 

    ⑰スギ・ヒノキ、舞台は中国 建材需要、手応えあり 

     （H18.6.27） 

    ⑱木材、使い方も「輸出」 建築通し住文化伝える 

     （H18.6.28） 

    ⑲しょうゆ、欧米にも浸透 「伝統の味」引き合い相次ぐ 

     （H18.6.29） 

    ⑳日本酒、世界が酔う 蔵元の粋、官民挙げ支援 

     （H18.6.30） 

 ・経済成長戦略大綱、農業分野も盛り込む 輸出倍増や供給コスト減 

  （日本経済新聞 H18.6.23） 

 ・漂流する海洋日本 中国魚”魚志向”、市場に暗雲 

  （読売新聞 H18.6.23） 

 ・絵コノな気分「あなたもＳＡＫＥ？」 日本酒の輸出増加、海外で 

  の和食ブームが奏功？ 

  （読売新聞 H18.6.27） 

 ・農業でも町おこし ブランド化・食の安全追求  

  愛知県豊橋市、名産の次郎柿を海外輸出 

  （日本経済新聞 H18.6.28） 

 ・ロンドンでも日本酒味わって 大使館で利き酒会 

  （日本経済新聞 H18.6.29） 

 ・「真の和食」お墨付きマーク 「偽物」の苦情増える仏 ジェトロ 
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  覆面調査員が採点 

  （朝日新聞 H18.7.1） 

 ・農家困惑、「佐賀」の名称、中国で商標登録 輸出に影響懸念 

  （日本農業新聞 H18.7.2） 

 ・世界進出する日本の食材 「高品質で美味、しかも安全・安心」 

  アジア各国などで高い評価 

  （公明新聞 H18.7.3） 

 ・ホクレン、全農ふくれん、農産物輸出で連携 他品目を通年販売 

  （日本農業新聞 H18.7.5） 

 ・〔解説〕ふくれんとホクレンが輸出で連携 多商品を低コストで 

  （日本農業新聞 H18.7.5） 

 ・農水産物アジアで販路拡大 福岡・北海道ＪＡ連携 産品補完で通 

  年輸出狙う 

  （西日本新聞 H18.7.5） 

 ・農水省、米で焦燥 「検討中」２年もめど立たず（日本「輸入解禁」 

  迫る、中国「害虫侵入」渋る） 

  （日本農業新聞 H18.7.6） 

 ・激変卸売市場① 規制緩和で商機到来、大手商社卸と提携 稼げる 

  輸出視野 

  （日本農業新聞 H18.7.6） 

 ・東アジア進出で戦略会議 農水省、食品産業後押し  

  （日本農業新聞 H18.7.8） 

 ・食品産業、東アジア進出支援 企業トップら、戦略会議 

  （日本経済新聞 H18.7.9） 

 ・輸出ブランド戦略－識者に聞く－（日本農業新聞） 

  ㊤千葉大学園芸部 斉藤修教授 官民連携し統一を 

   （H18.7.11） 

  ㊥明治大学経営学部 大石芳裕教授 産地の意識改革を 

   （H18.7.12） 

  ㊦日本ブランド農業事業協同組合 佐藤正行事務局長 継続購買者を 

   確保 

   （H18.7.13） 

 ・アンテナ 自民党農林水産物貿易調査会会長就任の松岡氏、輸出への 

  取組に意欲、攻めの農政旗印に強調 

  （H18.7.13 日本農業新聞） 

 ・「農業県、千葉の実力生かせ」産地とユーザーお見合い 千葉銀、県 

  と共同で仲介 商談促進、ブランド育成狙う 

  （H18.7.14 日経ＭＪ） 

 ・法務インサイド 植物の知財紛争激化 

  （H18.7.17 日本経済新聞） 

 ・食品輸出戦略探る ジェトロ、１９日に海外展開委員会 

  （H18.7.17 日本農業新聞） 

 ・中央果実基金、第２回果実輸出戦略検討委員会を開催 輸出を販路に 

  （H18.7.19 日本農業新聞） 

 ・輸出ビジネスを学ぶ 食料フォーラム 

  （H18.7.19 日本農業新聞） 

  

 ・新潟県、県産農産物の輸出拡大へ ロシア業者にＰＲ コシ、果樹 

  などの特徴紹介 

  （H18.6.1 新潟日報新聞） 

 ・探訪ザ・カンパニー１８６ 丸本酒造（浅口市） こだわりの自家 

  栽培米原料、今春米国への輸出を開始 

  （H18.6.1 山陽新聞） 

 ・デルフィニウム、上海染めて 愛媛県内最大産地のJA周桑、全国初、 

  明日テスト輸出 
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  （H18.6.4 愛媛新聞） 

 ・中四国の農産物輸出拡大しよう 岡山で連絡会議 

  （H18.6.7 山陽新聞） 

 ・日本酒、海外に活路 宝町酒造（赤磐市西中）コンテストでも金賞 

  （H18.6.7 日本経済新聞） 

 ・潟県産果物、切り花を売り込め！ロシア極東新たな市場に 原油高 

  で好景気、食品安全に関心 

  （H18.6.7 読売新聞新潟版） 

 ・福井の食文化、仏へ魅力発信 福井県２社長パリで講演－国龍酒造 

  ・水野氏／奥井海生堂・奥井氏ー 「こだわり、品質伝えたい」 

  （H18.6.8 福井新聞） 

 ・ＪＡいずも、果樹２種台湾へ出店 「平田あんぽ柿」と「多伎いち 

  じく加工品」 

  （H18.6.14 山陰中央新聞） 

 ・ＮＥＷ松江菓子、再び国の支援事業に 海外市場開拓計画、仕上げ 

  の３年目、販路拡大へ追い風 

  （H18.6.14 山陰中央新聞） 

 ・ＪＡいずも、あんぽ柿とイチジク加工品の輸出目指す ２１日から 

  の台北国際食品見本市へ出品 

  （H18.6.15 島根日日新聞） 

 ・台湾でとくしまフェア ８月、県産品売り込み図る 

  （H18.6.19 徳島新聞） 

 ・梨台湾輸出継続へ ＪＡ広島果実連、きょう検疫研修会 

  （H18.6.21 日本農業新聞） 

 ・台湾で島根県産品売り込み 見本市に米や出雲そば 

  （H18.6.22 読売新聞） 

 ・台湾で今秋広島物産展 現地社員、県庁で企業と面談 

  （H18.6.28 中国新聞） 

 ・徳島県産農産物、味・安全で海外へ 知事が表明、８月に台湾で 

  フェア 

  （H18.6.29 朝日新聞） 

 ・日本酒、米国へ売り込め 岡山県内酒造メーカー、活路求め相次ぎ 

  参入 

  （H18.6.30 山陽新聞） 

  

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 例年ですと、東京はそろそろ梅雨明けという時期ですが、長雨が続い 

ています。日本各地で大雨に見舞われており、土砂災害によって農地や 

農業用施設にも被害が出ています。農畜産物や市場への影響も非常に懸 

念されます。農林水産業は、自然災害と常に隣合わせであることを改め 

て思い知らされます。８月から秋の収穫時期にかけては、自然の脅威で 

はなく、自然の恵みが多くあることを願っています。 

 さて、今月は、クアラルンプールにて、今年度第１回目の展示・商談 

会がありました。日本ブースはきわめて盛況で、出展者に数多くの商談 

が寄せられたとのことで、嬉しく思うと同時に、改めて日本食ブームを 

実感しています。この後も、農林水産省主催による展示・商談会は、パ 

リ（10月）、上海（11月）、ドバイ（２月）、ニューヨーク（３月）、 

ロンドン（３月）と続々と予定されています。また、９月からはアジア 

の５都市（上海、天津、クアラルンプール、シンガポール、バンコク） 

において、日本の農林水産物・食品を紹介する常設店舗がオープンしま 

す。展示・商談会や常設店舗を通じて、日本の高品質で安全、おいしい 

農林水産物・食品の海外へのPRを強力にバックアップしていきたいと思 
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います。 

  

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

 

 

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

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 

 

 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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