
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
                   農林水産物等輸出促進メールマガジン 

 

                                18・8・29  第13号 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
 目 次 

 

１．６月の輸出実績 

 

２．新着情報 

（１）輸出拡大のための海外常設店舗が開設されます。 

 

（２）第８回ジャパン・インターナショナル・シーフードショーが開催されました。 

 

（３）第２回「果実輸出戦略検討委員会」が開催されました。 

 

（４）第２回「牛乳乳製品輸出促進検討委員会」が開催されました。 

     

（５）第１回「国産食肉輸出促進協議会」が開催されました。 

 

（６）第１回及び第２回「木材等輸出戦略検討会」が開催されました。 

 

３．輸出に役立つ情報源の紹介～国税庁ホームページ～ 

 

４．輸出Ｑ＆Ａ 

 

５．今月の輸出関連記事 

 

 

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

１．６月の輸出実績 

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

 

 本年６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 

＋17.5％増の289億円となりました。 

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

 ６月は、林産物がやや減少、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～５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非常に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１～６月の輸出額は前年同期比＋16.6％増の1,675億円となりました。 

 

 １月～６月の輸出額を主な品目別に見ると、いちご（＋102.5％）、ながいも（＋ 

62.9％）、コメ（＋74.5％）、緑茶（＋40.6％）、即席麺（＋27.5％）、清涼飲料 

水（＋22.6％）、播種用の種等（＋20.5％）、配合調製飼料（＋44.1％）、丸太（＋ 

59.7％）、さけ・ます（＋55.4％）、さば（＋287.3％）、ホタテ貝（＋172.0％）、 

なまこ（＋56.8％）、練り製品（魚肉ソーセージ等）（＋24.0％）等が大幅に増加す 

る一方、切花（▲47.2％）、製材加工材（▲22.0％）、貝柱調製品（▲21.8％）、 

あわび（▲16.7％）、は大幅に減少しています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/hinmoku.pdf 
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  増加については、いちごは台湾、香港向けが増加したこと、ながいもは台湾、米国、 

タイ向けが増加したこと、緑茶は米国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。 

 なまこは青森などから輸出が伸びていること、練り製品（魚肉ソーセージ等）は、 

世界的な健康ブームでかにたま等の練り製品に注目が集まっ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（＋21.2％）、中国（＋22.5％）、韓国（＋29.4％） 

、タイ（＋15.3％）、ＥＵ（＋15.4％）、シンガポール（＋24.6％）が大幅に増加し 

た他、香港（＋9.3％）がかなり増加、台湾（＋5.9％）もやや増加、オーストラリア 

（＋0.1％）もわずかな増加をしており、全体的に増加傾向にあります。 

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）輸出拡大のための海外常設店舗が開設されます。 

 

    海外常設店舗における日本産品の販売促進の取組が、８月30日にクアラルンプ 

 ール、９月１日に上海、シンガポール、９月15日に天津、バンコクでそれぞれ始 

 まります。現地の高級百貨店等に常設店舗を設け、それぞれ来年３月までの約半 

 年間、継続的に日本産農林水産物や加工食品の販売、ＰＲ活動を行います。 

    併せてその間、現地で日本料理の講習会なども実施し、日本産食材と調理方法 

 をセットで紹介することとしています。なお、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/www/press/2006/20060829press_3.pdf 

 

  
               ◆ 
 
 
（２）第８回ジャパン・インターナショナル・シーフードショーが開催されました。 

 

    ７月19日（水）～ 21日（金）の３日間、東京国際展示場（東京ビッグサイト） 

 にて、（社）大日本水産会主催のジャパン・インターナショナル・シーフードショー 

 が開催されました。 

    ジャパン・インターナショナル・シーフードショーは、国民の祝日「海の日」 

 の慶祝関連事業の一環として毎年７月東京にて開催されるアジア最大規模の国際的 

 な水産トレードショーで、ビジネスを目的としたバイヤーを来場対象とした商談型 

 展示会です。 

    今年も、北は北海道、南は沖縄、そして海外から、約400社が出展する大規模で   

 の開催となり、数多くの活気ある商談が行われていました。今年は、技術を取り入 

 れることによって、鮮度向上、価値向上がなされた商品の出展が増加傾向にありま  

 した。また、肉と魚の"いいとこ取り"をしたハイブリッド商品が初登場し、健康、 

 美容にも良く、満腹感も得られる商品として注目を集めていました。その他、ただ 

 単に水産原料を素材として提案するのではなく、メニューを通じて提案することに 
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 よって、顧客層を広げる工夫に取り組む企業が増加し、水産業界にも"工夫"が広が 

 ってきた印象がありました。また、同時開催セミナーも過去最大規模の15セッショ 

 ンとなり、公式登録総来場者数は22,493名と盛況でした。  

     

 
               ◆ 
 
 
（３）第２回「果実輸出戦略検討委員会」が開催されました。 

  

    第２回果実輸出戦略検討委員会が、７月18日（火）に開催されました。 

    果実輸出戦略検討委員会は、果実輸出の取組強化及び促進に資するため、(財) 

 中央果実生産出荷安定基金協会が、学識経験者、輸出関係者等を構成員として開催 

 するものです。 

    委員会では、９月末までに果実輸出戦略の骨子を作成し、年内に報告書として取 

 りまとめることとしており、その間、必要に応じ、農業経営者、輸出関係者等から 

 意見を聴取する予定です。 

    委員会の開催の趣旨や委員名簿等並びに６月５日（月）に開催されました第１回 

 の概要については、（財）中央果実基金のHPの「《プレスリリース》果実輸出戦略 

 検討委員会について」をご覧下さい。 

  http://www.net.inst.or.jp/~kajitsu/ 

    なお、第３回委員会は今月末に開催される予定です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）第２回「牛乳乳製品輸出促進検討委員会」が開催されました。 

  

    第２回牛乳乳製品輸出促進検討委員会が、７月19日（水）に開催されました。 

    牛乳乳製品輸出促進検討委員会は、牛乳乳製品の輸出に向けての課題及び対応方 

 向等の検討や、関係者が一体となった取組体制を構築するため、（社）日本酪農乳 

 牛協会（Jミルク）が、関係者を構成員として開催するものです。 

    委員会では、来年１月～２月を目処に検討結果の取りまとめを行う予定です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（５）第１回「国産食肉輸出促進協議会」が開催されました。 

  

    第１回国産食肉輸出促進協議会が、７月27日（木）に開催されました。 

    国産食肉輸出促進協議会は、新たに輸出を行う産地の掘り起こし等を行いながら、 

 産地ぐるみでの生産者や流通業者等が一体となった日本産食肉の輸出拡大への取組 

 みを推進するため、財団法人日本食肉消費総合センターが、国産食肉の輸出実績の 

 ある団体、企業、都道府県関係者等を構成員として開催するものです。 

    協議会の設置要領や委員名簿、第１回の概要については、以下をご覧下さい。 

  http://www.jmi.or.jp/web/php_02_new/file1/106.pdf 

     

 
               ◆ 
 
 
（６）第１回及び第２回「木材等輸出戦略検討会」が開催されました。 
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    木材等輸出戦略検討会の第１回目が７月26日（水）に、第２回が７月31日（月） 

 に開催されました。 

    木材等輸出戦略検討会は、日本産木材市場の拡大を目指し、日本産木材の輸出に 

 当たっての戦略的な取組方向について検討し、提言を得ることを目的として開催す 

 るものです。検討会の委員については、以下をご覧下さい。 

  http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h18-8gatu/0803-1-meibo.pdf 

    検討会では、３回にわたる有識者ヒアリングと委員による意見交換を行い、それ 

 らを踏まえ、９月を目処に輸出戦略のとりまとめを行う予定です。 

    第１回及び第２回の概要については、以下をご覧下さい。 

  http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h18-8gatu/0803mokuzai-gaiyo.htm 

     

 

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

３．輸出に役立つ情報源の紹介～国税庁ホームページ～ 

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

  

 輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介します。第５回は国税庁ホームページ 

のお酒に関する輸出支援の取組みのページです。 

 

国税庁ホームページ：http://www.nta.go.jp/ 

お酒に関する輸出支援の取組みのページ： 

http://www.nta.go.jp/category/sake/15/01.htm 

  

 国税庁のお酒に関する輸出支援の取組みのページでは、国税庁における輸出の拡大 

に向けた取組みを紹介するほか、酒類の輸出免税等の手続について情報を提供してい 

ます。 

 

 【酒類産業の現状と今後のあり方（輸出版）】 

 http://www.nta.go.jp/category/sake/15/01.pdf 

 国税庁における酒類の輸出拡大に向けた取組みについて紹介しています。 

 

  【業界等との意見交換会】 

 http://www.nta.go.jp/category/sake/17/koukan.htm 

 清酒の輸出に関する輸出業者等との意見交換会の概要を紹介しています。 

 

  【酒類の輸出免税等の手続について】  

 http://www.nta.go.jp/category/pamph/sake/3033/01.pdf 

 これから清酒やしょうちゅうなどの酒類の輸出を始めようという製造者の方々を対 

象に、輸出に係る酒税の諸手続の概要を紹介しています。 

 

 

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

４．輸出Ｑ＆Ａ 

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

 

【Ｑ】輸出の際の動物検疫について教えて下さい。  

 

【Ａ】海外には、我が国に発生していない家畜生産に多大な影響を及ぼす伝染病が存 

 在しており、これら伝染病の侵入を防止するため、我が国に輸入される動物、畜産 

 物等について動物検疫を実施していますが、同様に、諸外国も自国への伝染病の侵 

 入を防止するため、動物、畜産物等について検疫条件を定めており、我が国から輸 

 出される動物、畜産物等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、 

  ① 偶蹄類の動物、馬、家きん、犬、兎、及びみつばち並びにこれらの動物由来の 
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  畜産物等 

  ② 輸出相手国が家畜の伝染性疾病をひろげるおそれの有無についての輸出国の証 

  明を要求している動物等 

  になりますが、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、輸出するに当たって、精密検査や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。   

    動物検疫所では、家畜防疫官によるこれらの検査の結果、家畜の伝染性疾病をひ 

 ろげるおそれがない場合には、「輸出検疫証明書」を交付します。 

    詳しくは、動物検疫所のホームページを御覧頂くか、お近くの動物検疫所へお問 

 い合わせ下さい。 

  http://www.maff-aqs.go.jp/index.htm 

  http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/aq5/aq52_f.htm 

 

 

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

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、 

７月31日～８月25日分。地方版については、７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。 

  

 ・カルピス、ベトナムに進出 缶コーヒー販売 

  （日本経済新聞 H18.7.29） 

 ・食肉輸出を拡大 業界が「国産食肉輸出促進協議会」を発足 マニュアル作成も 

  （日本農業新聞  H18.7.30） 

 ・栃木産の農産物輸出拡大 (社)とちぎ農産物マーケティング協会、新たにシンガ 

  ポールに出荷 

  （日経ＭＪ H18.7.31） 

 ・北京に日本料理店 新潟のキタカタ、めん専業店も展開へ 

  （日経ＭＪ H18.7.31） 

 ・堺発、モダンな和の調度品 ニューヨーク進出目指す 市、地場産業とスクラム 

  （日経ＭＪ H18.7.31） 

 ・自民・松岡貿易調査会会長 農林水産物の輸出予算 20億円以上に意欲 

  （日本農業新聞  H18.8.2） 

 ・農水省、種苗法改正へ 罰則規定を強化  新品種の育成者権保護              

  （日本農業新聞  H18.8.3） 

 ・アンテナ 自民党、保岡興治氏 輸出促進は省庁横断で 

  （日本農業新聞  H18.8.5） 

 ・農林公庫、担い手支援へ４法人と協力  

  （日本農業新聞  H18.8.5） 

 ・国産農産物売り込み 農林公庫、あすから商談会 

  （日本農業新聞  H18.8.7） 

 ・「緊急特別座談会」 世界の市場にも目を 松岡利勝氏  

  （日本農業新聞  H18.8.7） 

 ・国産農産物の商談会「アグリフードEXPO2006」開幕 全国290団体が出展 

  「農と食をつなぐ」をテーマに、農林公庫主催  

  （日本農業新聞 H18.8.9） 

 ・日本の農林水産物輸出 現地店舗で常設販売 東南アジア中心に展開 

  （全国農業新聞 H18.8.11） 

 ・概算要求で農水省、改革の具体化重視 輸出促進など５本柱 

  （日本農業新聞 H18.8.12） 

 ・タイ国際花博出展で説明会 花普及センター 

  （日本農業新聞 H18.8.19） 

 ・ランカウイ島にパン店 マハティール前首相 職人招き、日本の味再現 
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  （日本経済新聞  H18.8.21） 

 ・日本農産物PR 中国、東南アに常設店 農水省助成 

  （日本農業新聞 H18.8.22） 

 ・大戸屋の台湾現地法人 三菱商事が出資 増資で３社合弁に 

  （日本経済新聞 H18.8.22） 

 ・米国都市部日本食レストラン 「男山」「くろさわ」・・・日本酒が人気 

  （日本農業新聞 H18.8.23） 

 

 

 ・徳島市 農産物の輸出や農薬で意見交換 指導農業士ら研修会 

  （徳島新聞 H18.7.12） 

 ・岡山県 ２年目の農産物輸出戦略 果物を柱に販路拡大 的は台湾、東アジア  

  購買層を絞りPRを継続 

  （日本農業新聞 H18.7.15) 

 ・農産物のアジア輸出活発 中国地方４県 島根県、国産見本市に出展 広果連、 

  高級品を売り込み 

  （中国新聞 H18.7.19） 

 ・わくワクWORK 石井隆弘さん(28) 仁多餅を台湾へ、販路開拓中 

  （朝日新聞島根版 H18.7.19) 

 ・アジアの農産物市場開拓 岡山県と農協系 タイ、白桃・ブドウ輸出 台湾、 

  果実試食、今年も 香港など、米PR準備 

  （日本経済新聞 H18.7.20） 

 ・おかやま促進協 清水白桃タイへ試験輸出 来月上旬ピオーネなども検討 

  （山陽新聞 H18.7.20） 

 ・おかやま農産物輸出促進協 バンコクへ試験輸出 ８月に桃、ブドウ試食宣伝会、 

  台湾などで継続 

  （日本農業新聞 H18.7.20） 

 ・輸出戦略で意見を交換 徳島地区指導農業士会など 

  （日本農業新聞 H18.7.20） 

 ・岡山県産桃、タイ・バンコクにテスト輸出 JAなどの協議会、来月上旬にも 

  （毎日新聞 H18.7.21） 

 ・宇和海産養殖マダイ価格上向き 「安心」韓国で人気 

  （愛媛新聞 H18.7.24） 

 ・福井の果物「おいしい」「安全」 香港のグルメ魅了 スイカ、メロン限定出荷 

  分ほぼ完売 常時販売へ期待膨らむ 

  （県民福井新聞 H18.7.26） 

 ・イチジクの会議 台湾輸出も視野 島根JA出雲 

  （日本農業新聞 H18.7.27） 

 ・台湾で物産展 ９月岡山県 

  （山陽新聞 H18.7.27） 

 ・目指せ！全国区 －がんばるご当地ブランド－ NYへ雄飛、松江和菓子 

  （朝日新聞島根版 H18.7.28） 

 ・「福井すいか」今年も香港で好調 カット売りも JA花咲ふくいなど 

  （日本農業新聞 H18.7.28） 

  

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 夏本番の暑い日が続いています。わが室でも、日中はいいのですが、クーラーが 

切れる残業時間は、汗をかきかき、蒸し暑さと戦いながら作業をしています。窓を 

あけての残業なので、明かりを求めて飛び込んでくる虫との戦いでもあります。 

 今月号から、果実や食肉、木材といった各品目ごとの輸出拡大に向けた取組につ 

いても、情報を掲載いたしました。今後とも皆様のお役に立つような情報を発信で 

きるよう努めていきたいと思います。また、皆様からの情報提供もお待ちしており 
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ます。メールマガジンの発行は毎月25日を予定しておりますので、掲載情報がある 

場合は、10日前までに、輸出促進室までご連絡ください。また、ご提案、ご要望等 

も受け付けております。 

 さて、来月からアジア５都市の常設店舗が続々とオープンします。オープニング 

にあわせて当室からも職員がそれぞれの店舗に赴く予定です。この機会に、現地の 

生の声を聞いてきたいと思います。  

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

 

 

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

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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