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

１．７月の輸出実績 

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

 

 本年７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 

＋10.4％増の275億円となりました。 

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

 ７月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。特に水産物は、２月～６ 

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等によるものです。 

 

 また、本年１～７月の輸出額は前年同期比＋15.7％増の1,950億円となりました。 

 

 １月～７月の輸出額を主な品目別に見ると、ながいも（＋49.8％）、米（援助米除 

き）（＋58.1％）、緑茶（＋45.4％）、うどん・そうめん・そば（＋18.4％）、即席 

麺（＋27.8％）、清涼飲料水（＋16.5％）、播種用の種等（＋18.7％）、配合調製飼 

料（＋39.8％）、丸太（＋48.3％）、まぐろ（＋18.2％）、さけ・ます（＋65.9％）、 

さば（＋291.2％）、ホタテ貝（＋119.7％）、なまこ（＋49.6％）、練り製品（魚肉 

ソーセージ等）（＋21.2％）等が大幅に増加する一方、切花（▲47.7％）、製材加工 

材（▲17.1％）、貝柱調製品（▲25.1％）は大幅に減少しています。 

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

 

  増加については、ながいもは台湾、米国向けが増加したこと、緑茶は米国向けが増 
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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。 

 まぐろは日本食ブームに合わせて海外の日本食レストランへの供給が増えているこ 

と、ホタテ貝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、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（＋21.4％）、中国（＋20.7％）、韓国（＋29.3 

％）、タイ（＋22.2％）、シンガポール（＋23.0％）が大幅に増加した他、香港 

（＋8.2％）、ＥＵ（＋11.4％）がかなり増加、台湾（＋3.8％）もやや増加をしてお 

り、オーストラリア（▲2.0％）のわずかな減少を除けば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）アジア５都市で常設店舗が開設されました。 

 

    前号でお知らせしましたように、海外常設店舗における販売促進の取組が、ク 

 アラルンプール、上海、シンガポール、天津、バンコクで始まりました。各店舗 

 のオープニングセレモニー等の様子をお知らせします。 

     

  ①クアラルンプール常設店舗 

    8月30日にオープンし、同日、伊勢丹KLCC店にて、オープニングセレモニーが 

  開催されました。 

    宮腰光寛農林水産副大臣らのスピーチの後、二十世紀梨のプレゼント配布を行 

 いました。現在、メロン、ぶどう、梨、もも、きのこ類、ネギ、ししとう、トマ 

 ト、加工食品等と多岐にわたる品目を販売しております。 

 

  ②シンガポール常設店舗 

    ９月１日にオープンし、同日、伊勢丹SCOTTS店にて、オープニングセレモニー 

 が開催されました。 

    宮腰光寛農林水産副大臣らのスピーチの後、もものプレゼント配布を行いまし 

 た。 

    現在、ぶどう、梨、もも、みかん、きのこ類、ししとう、キュウリ、加工食品 

 等と多岐にわたる品目を販売しております。 

 

  ③上海常設店舗 

    ９月１日から、上海久光百貨店に開設されました。現在、水産物、加工食品、 

 酒、焼酎などが販売されています。今後は、毎月、各県の特産品フェアを行うな 

 ど、販売促進活動を積極的に行うこととしています。 

 

  ④天津常設店舗 

    ９月15日から、天津伊勢丹に開設されました。現在、水産物、加工食品、酒、 

 焼酎などが販売されています。今後は、毎月、各県の特産品フェアを行うなど、 
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 販売促進活動を積極的に行うこととしています。 

 

  ⑤バンコク常設店舗 

    ９月15日から、伊勢丹タイランドに開設されました。オープン当日は、北海道 

 産ジャガイモのプレゼント配布を行いました。 

    現在、ぶどう、梨、きのこ類、ジャガイモ、かぼちゃ、長いも、水産物、加工 

 食品等を販売しております。 

 

    各常設店舗は来年３月まで設置され、今後、日本各地から季節の産品を販売す 

 るとともに、一般消費者を対象とした日本料理の講習会などを行うこととしてお 

 ります。 

  
               ◆ 
 
 
（２）「東北地域農林水産物等輸出促進セミナー」が開催されます。 

 

    東北地域農林水産物等輸出促進協議会及び東北農政局主催による「東北地域農 

 林水産物等輸出促進セミナー」が以下のとおり開催されます。本セミナーでは、 

 協議会構成員及び輸出に関心のある農林漁業者や関連企業等を対象に、これまで 

 の農林水産物等の輸出取組を通じて協議会構成員から出された課題について、問 

 題解決に向けた有益な情報提供及び意見交換を行ないます。 

     

  日時：９月27日（水）13:30～17:00 

  場所：仙台第一合同庁舎８階講堂 

     （宮城県仙台市青葉区本町３丁目３－１） 

  内容：(1)講演 

         「ＧＡＰ（農業適正規範）の国際的な相互認証等について」 

         （有）片山りんご代表 片山寿伸氏（日本ＧＡＰ協会前会長） 

     (2)情報提供 

         「農林水産物等の輸出取組におけるアドバイザーの役割について」 

         （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）東北地域農水産・食品輸出支援ア 

          ドバイザー代行 （株）ＮＩＫ ＦＯＯＤ代表 中村一誠氏 

        (3)情報提供 

         「輸出業者からの実務的アドバイスと支援について」 

          日本通運（株）仙台航空支店 国際貨物営業第一課長 板津雅司氏 

        (4)東北農政局からの情報提供 

        (5)意見交換 

  参集範囲：・東北地域農林水産物等輸出促進協議会構成員 

            ・輸出志向のある生産者（法人・個人） 

            ・ＪＡ担当者等    

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

  

    第３回果実輸出戦略検討委員会が、８月25日（金）に開催され、委員及び招聘者 

 から輸出先国の輸入の実態等における事例発表や、輸出戦略の構成（案）について 

 の意見交換などが行われました。 

    議事概要については、（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」に掲載される予定です。 

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

  なお、第４回委員会は10月下旬に開催される予定です。 
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               ◆ 
 
 
（４）第３回「牛乳乳製品輸出促進検討委員会」が開催されました。 

  

    第３回牛乳乳製品輸出促進検討委員会が、９月20日（水）に開催されました。 

    当日は、中国（北京・大連）における牛乳乳製品の市場調査報告があるとともに、 

 今後の現地調査計画について検討が行われました。また、技術開発研究課題（ＬＬ 

 牛乳の賞味期限延長）等について意見交換が行われました。 

    次回第４回委員会は、11月中旬あるいは来年１月中旬を開催目処としており、 

 ジェトロによる各国検疫等の規制勉強会や各種調査報告が行われる予定です。 

 

 
               ◆ 
 
   
（５）第２回「国産食肉輸出促進協議会」が開催されます。 

  

    10月４日(水)に第２回「国産食肉輸出促進協議会」の開催を予定しています。詳 

  細については、後日、財団法人日本食肉消費総合センターのホームページに掲載さ 

 れる予定です。 

 http://www.jmi.or.jp/index.html 

    なお、７月27日に開催された第１回の協議会の概要等については、以下をご覧下 

 さい。 

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

 

 
               ◆ 
 
    
（６）第３回「木材等輸出戦略検討会」が開催されました。 

  

    第３回木材等輸出戦略検討会が９月12日（火）に開催され、木材等輸出促進方策 

 について第１回及び第２回の議論の論点整理が行われるとともに、輸出戦略取りま 

 とめに向けた議論が行われました。概要及び配付資料については、以下をご覧下さ 

 い。 

  http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h18-9gatu/0915mokuzai.html 

    次回は、10月開催予定です。 

 

 

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

３．輸出に役立つ情報源の紹介～特許庁ホームページ～ 

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

  

  輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介します。第６回は特許庁ホームページ 

の産業財産権制度の概要のページです。 

 特許庁の産業財産権制度の概要のページでは、知的財産権制度のうち、特許庁所管 

の産業財産権（特許、実用新案、意匠及び商標）制度の概要について紹介しています。 

http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm 

  

 【商標制度の概要】 

http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm 

 商標制度の概要について紹介しています。 

 

  【マドリッド協定議定書について】 
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http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm 

 マドリッド協定議定書の概要を紹介しています。マドリッド協定議定書は、商標に 

ついて、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）国際事務局が管理する国際登録簿に国際登 

録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする 

条約です。我が国が本条約に加入したことにより、事業者の皆様は、簡易、迅速かつ 

低廉な手段で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。 

 

 

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

４．輸出Ｑ＆Ａ 

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

 

【Ｑ】これまで輸入許可を認められていた製品が、相手国担当者の解釈の変更により、 

 許可が得られなくなったのですが、どうすればよいでしょうか？ 

 

【Ａ】日本政府では、日本貿易振興機構（ジェトロ）と連携し、個別事業者等が輸出 

 にあたって外国政府から不当な取扱いを受け、輸出の機会を失っている場合に、問 

 題解決に向け日本政府が外国政府に対して照会又は改善要望を行う「中小企業等の 

 輸出に関する海外市場アクセス政府レベル支援制度」を開始しております。 

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

    例えば、次のような事例があった場合、外国政府や関係当局に対して、照会又は 

 改善要望を行います。 

  ・ これまで、輸入許可を認められていた我が国企業の製品が、担当者の解釈の変 

  更により、許可が得られなくなった旨の通知が公文書でなされた。 

  ・ 基準・認証制度の不当な変更により、我が国企業の製品が排除された。 

  ・ 個別法に基づく承認が得られないと流通が認められない製品について、承認を 

  申請したにもかかわらず、当該承認が遅延している。 

  ・ 相手国企業と契約を結んだが、外国政府の干渉により、契約の履行がされない。 

  ・ 根拠不明の行政指導により、突然、許可を取るよう公文書で通告された。 

 

    受付窓口は、ジェトロの東京・大阪本部及び全国３６カ所の貿易情報センターで 

 行います。 

    本制度の実施にあたっては、日本政府が依頼事項に関する照会や改善要望を外国 

 政府に申し入れることを検討するために必要な資料等をジェトロに提出していただ 

 く必要がありますので、詳細はジェトロ貿易投資相談課にご相談していただくよう 

 お願いいたします。 

 http://www.jetro.go.jp/services/advice/access/ 

 

 

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

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。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。 

 

 ・岡山産ピオーネや白桃売り込み 県、タイに試験輸出へ 

   （中国新聞 H18.8.1） 

 ・しまね産業振興財団とジェトロ松江、中国への食品輸出セミナー  

   （山陰中央新聞 H18.8.2） 

 ・岡山、白桃などテスト輸出 タイに向け第一便 

   （日本農業新聞 H18.8.2） 

 ・「清水白桃」タイへ 岡山のＪＡでテスト輸出出発式 

   （産経新聞 H18.8.2） 

 ・台湾に県産品売り込め 徳島県農林水産物輸出促進協議会、25日台北市で商談会 
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  （日本農業新聞 H18.8.5） 

 ・世羅大地の挑戦 中国地方のナシ生産 

  （中国新聞 H18.8.7） 

 ・静岡茶を世界へ 世界緑茶協会、輸出研あす発足 

  （静岡新聞 H18.8.10） 

 ・富山の森林組合 間伐材有効利用 中国へ輸出 割りばしに 

  （北國新聞 H18.8.10） 

 ・長野県内みそメーカー、米国向け輸出拡大 日本食レストラン定着で消費増、シ 

  ェア競争激化 

  （信濃毎日新聞 H18.8.11） 

 ・世界で売れる山中漆器を 商品開発や市場調査 北欧デザイナー招聘  

  （北陸中日新聞 H18.8.11） 

 ・中四国農政局、輸出事例集ＨＰで公表 

   （日本農業新聞 H18.8.13） 

 ・白桃やブドウどうぞ 岡山県訪問団、バンコクで試食宣伝会 

   （山陽新聞 H18.8.15） 

 ・島根の食品、中国に 上海や北京で日本食スーパー「しんせん館」を多店舗展開 

  する上海石橋水産品公司 

   （日本経済新聞 H18.8.17） 

 ・島根県訪問団が出発 台湾へ澄田知事トップセールス 

   （山陰中央新報 H18.8.18） 

 ・東アジアに食品拡販 広島県など推進協設置 台湾で来月物産展 

   （中国新聞 H18.8.24） 

 ・台湾で本年度も県物産展を開催 えひめ輸出研究会 

   （愛媛新聞 H18.8.25） 

 ・愛媛県農林水産物輸出研究会、台湾にミカンのテスト輸出継続 

   （毎日新聞 H18.8.25） 

 ・えひめ愛フード推進機構、台湾にかんきつ売り込め 来年初の商談会 

   （日本農業新聞 H18.8.25） 

 ・徳島の食材を台湾でＰＲ 県農水産物輸出促進協議会、商談会に出品 

  （徳島新聞 H18.8.26） 

 ・果実基金、国別に輸出戦略 インド、ＵＡＥも重点 

  （日本経済新聞 H18.8.26） 

 ・徳島県農水産物輸出協議会、商談会に17団体出品 なると金時やスダチ、冷凍ハ 

  モ、半田そうめん・・・徳島の食材、台湾でＰＲ 

   （徳島新聞 H18.8.26） 

 ・ＪＡ鳥取いなば、輸出用梨を選果 「二十世紀」10月カナダへ 

   （日本経済新聞 H18.8.27） 

 ・古矢・岡山県農林水産部長に聞く 県農産物のタイ試験輸出 白桃やブドウ世界 

  に通用 価格、品質保持など課題 

   （山陽新聞 H18.8.27） 

 ・米国へ梅酒を輸出 山本酒造 本格焼酎原料、日本料理店を開拓 

  （日経ＭＪ H18.8.30） 

 ・サントリー、ウイスキーなどロシア本格販売 

  （日本経済新聞（夕） H18.8.30） 

 ・アンテナ 自民党松岡利勝農林水産物貿易調査会会長、日本食店の格付け提案 

  （日本農業新聞 H18.8.31） 

 ・日本産牛肉 香港、５年ぶり輸入再開へ、年内にも 

  （朝日新聞 H18.8.31） 

 ・香港へ牛肉輸出 早期合意めざす 農水次官 

  （日本農業新聞 H18.9.1） 

 ・イチジクとナシ、初輸出 ＪＡ兵庫六甲、香港向け 

  （日経ＭＪ H18.9.4） 

 ・トルコの大型複合施設開業 六本木ヒルズなど参考に 日本食チェーンも初出店 

  （日経ＭＪ H18.9.8） 
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 ・なるほどビジネス 日本の農産物、世界へ飛ぶ 

  （日本経済新聞 H18.9.8（夕）） 

 ・中国当局「日本産食品に細菌」安全管理の強化求める 

   （日本経済新聞 H18.9.14） 

 ・基準超す添加物 日本食品不合格 中国検疫で相次ぐ 

   （毎日新聞 H18.9.14） 

 ・輸出果実に危機感 台湾向け桃にシンクイガ 品質管理強化が急務 

   （日本農業新聞 H18.9.16） 

 ・中国食品市に水産品初出展 10月にジェトロ 

   （日本農業新聞 H18.9.18） 

 ・中国、「日本産」品質問題相次ぎ公表 味の素、「事実誤認」と反発 

   （日本経済新聞 H18.9.23） 

 ・日本製の化粧品、食品に「有害物質」 中国、次々に販売禁止 日本の残留農 

  薬規制に対抗？ 

   （毎日新聞 H18.9.23） 

 ・日本産食品から基準違反相次ぐ 中国が検疫強化 

   （日本農業新聞 H18.9.23） 

 ・日本製化粧品12種上海市販売中止 

   （読売新聞 H18.9.23） 

 ・台湾向けモモに害虫、輸出登録抹消 天童市農協の選果場 

    （山形新聞 H18.9.23） 

 ・日本製食品も検査を厳格化 中国、対抗措置か 

    （朝日新聞 H18.9.24） 

  

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 秋の気配が感じられるようになりました。スーパーの店頭にも秋の果物が並ぶよ 

うになりました。私も、先日、今年初めての梨（豊水）を食べました。みずみずし 

くて、さっぱりとした甘さの、おいしい梨でした。果物に限らず、旬の農水産物は 

特においしいですし、季節の移り変わりを楽しませてくれます。 

 先月末からアジア５都市で常設店舗がオープンしました。当室からも、オープニ 

ングに合わせてクアラルンプール、シンガポール、上海、バンコクに職員が出張し、 

現地の情報を収集するとともに、事業者の方々の生の声を聞いて参りました。これ 

らを輸出促進施策にも活かし、事業者の方々の取組を一層支援していきたいと思い 

ます。 

********************************************************************** 
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 までお願いします。 
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 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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