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１．１月の輸出実績 

---------------------------------------------------------------------------- 
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 本年１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、アジアの 

中華文化圏における春節商戦のピークと重なり、前年同月比＋39.0％増の332億円と 

なりました。 

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

 １月は、農産物及び水産物が大幅な増加、水産物もかなりの増加となりました。 

 

 主な品目別に見ると、りんご（＋28.8％）、なし（＋137.8％）、米菓（＋25.3％）、 

菓子（＋64.2％）、緑茶（＋11.9％）、味噌（＋14.3％）、うどん・そうめん・そば 

（＋65.8％）、清涼飲料水（＋23.4％）、配合調製飼料（＋13.1％）、製材加工材 

（＋34.0％）、繊維板（＋99.0％）、木製建具及び建築用木工品（＋126.5％）、さけ 

・ます（＋70.1％）、さば（＋185.5％）、すけとうだら（＋64.4％）、貝柱調整品 

（＋288.7％）、なまこ（＋103.4％）、あわび（＋57.5％）、練り製品（魚肉ソーセ 

ージ等）（＋32.0％）等が増加する一方、いちご（▲49.5％）、切り花（▲35.0％）、 

ごま油（▲13.2％）、丸太（▲93.7％）、かつお（▲11.8％）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、りんごは台湾からの旧正月向け需要が好調であったこと、なしは 

台湾、香港向けが増加したこと、米菓は台湾向けが増加したこと、緑茶は中国、ドイ 

ツ向けが増加したこと、味噌は中国、韓国、台湾向けが増加したこと、うどん・そう 

めん・そばは香港向けが増加したことによります。 

 製材加工材はベトナム、マレーシア向けが増加したこと、繊維板は中国向けが増加 

したこと、木製建具及び建築用木工品は中国向けが増加したことによります。 

 さばは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によります。 

 一方、減少については、いちごは台湾、香港向けが減少したこと、切り花は香港向 

けが減少したこと、かつおは資源量が減少したことによります。 

 

 なお、主な国別には、香港（＋101.0％）、中国（＋64.4％）、台湾（＋36.1％）、 

韓国（＋40.8％）、ＥＵ（＋29.6％）、シンガポール（＋20.9％）が大幅に増加した 
他、米国（＋4.3％）、タイ（＋3.3％）もやや増加をしており、オーストラリア（▲ 
9.7％）の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）平成19年度「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業（輸出促進サポーター 

  の発掘・登録、功労ある先駆者の表彰・講演）」の実施予定者の公募を行ってい 

  ます。 

 

  農林水産省では、平成19年度「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業（輸出 

 促進サポーターの発掘・登録、功労ある先駆者の表彰・講演）」について、実施予 

 定者を公募しています。本事業の受託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2007031302.html 

    公募期間は、３月12日（月）～３月30日（金）です。  

   

 
               ◆ 
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（２）平成19年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」の実施予定者の公募 

  を行っています。 

 

  農林水産省では、平成19年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」につ 

 いて、実施予定者を公募しています。本事業の受託を希望される方は、こちらをご 

 覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2007031607.pdf 

    なお、19年度の事業実施国・地域は、海外展示・商談活動が、マレーシア（クア 

 ラルンプール）、タイ（バンコク）、タイ（Asia Fruit Logistica）、ＥＵ（Anuga  

 2007（ケルン）及びSIA（パリ））、中国（任意の都市）、インド（World of Food  

 India 又はIFE India）、ドイツ（IPM Essen 2008）、アラブ首長国連邦（Gulfood  

 2008）、米国（ニューヨーク）、米国（International Boston Seafood Show）、 

 常設店舗活用型輸出対策が、香港、台湾（台北以外の任意の都市）、中国（北京）、 

 中国（北京以外の任意の都市）、マレーシア（クアラルンプール）、シンガポール 

 （シンガポール）、タイ（バンコク）、アラブ首長国連邦（ドバイ）となっていま 

 す。 

    公募期間は、３月16日（金）～４月９日（月）です。 

      

     
               ◆ 
 
 
（３）平成19年度「真の日本食・日本食材海外発信委託事業（日本食イベント 

  「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業）」の実施予定者の公募を行っていま 

  す。 

 

  農林水産省では、平成19年度「真の日本食・日本食材海外発信委託事業」のうち、 

 日本食イベント「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業について、実施予定者を 

 公募しています。本事業の受託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2007031608.pdf 

    公募期間は、３月16日（金）～４月９日（月）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）平成19年度「農林水産物等輸出促進対策事業」の実施候補者の公募を行ってい 

  ます。     

 

  農林水産省では、平成19年度「農林水産物等輸出促進支援事業」のうち、農林水 

 産物等輸出促進対策について、事業実施候補者を公募しています。本事業の実施を 

 希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/hojo2007032301.html 

    公募期間は、３月23日（金）～４月10日（火）です。 

 

  なお、その他の事業についても、順次公募を行っていきますので、受託を希望さ 

 れる方は、農林水産物等の輸出促進対策のページ、あるいは、農林水産省の調達情 

 報のページにアップされる公示にご注意ください。 

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

  http://www.maff.go.jp/www/supply/koubo.html 

 

 
               ◆ 
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（５）ドバイにおいて開催された「Gulfood2007」に出展しました。 

 

  ２月19日～22日の４日間、アラブ首長国連邦・ドバイのドバイ国際会議展示セン 

 ターにおいて開催された第12回湾岸食品・ホテル機器見本市（Gulfood2007）に、 

 日本政府として初めて出展しました。日本パビリオンには、15の生産者、食品企業、 

 団体がブースを出し、米、りんご、茶、魚介類、冷凍寿司、加工食品等の産品が出 

 展され、現地バイヤーとの商談会が活発に行われました。ドバイは中継貿易の一大 

 拠点であり、周辺中東諸国からのバイヤーの姿も目立ちました。ドバイでも寿司を 

 はじめとした日本食への関心が高まっており、それを反映して日本パビリオンは極 

 めて盛況でした。 

         

     
               ◆ 
 
 
（６）ニューヨークにおいて開催された「International Restaurant & Food service  

  Show of NY 2007」に出展しました。 

 

    ３月４日～６日の３日間、米国ニューヨークのジャコブ・Ｋ・ジャビッツ・コン 

 ベンション・センターにおいて開催された「International Restaurant & Food- 

  service Show of NY 2007」に出展しました。日本パビリオンには、25の生産者、 

  食品企業、団体がブースを出し、牛肉、米、うどん、そば、黒米もち、いちご、菓 

 子、魚加工品、冷凍すし、冷凍総菜、醤油、味噌、酢、昆布、日本茶、日本酒、焼 

 酎等の産品が出展されました。日本パビリオンに隣接したデモンストレーションブ 

 ースでは、連日出品者がクッキングデモンストレーションを実施しました。特に、 

 レストランベニハナオーナー、ロッキー青木夫妻による、出展者の出展物を使用し 

 たホームクッキングのデモンストレーションは、多くの来場者の関心を集めました。 

        

     
               ◆ 
 
 
（７）ロンドンにおいて開催された「IFE07」に出展しました。 

 

  ３月18日～21日の４日間、英国ロンドンのEXCELロンドンにおいて開催された 

 「IFE07」（The International Food & Drink Event）に出展しました。日本パビ 

 リオンには、19の生産者、食品企業、団体がブースを出し、そば粉、大豆、醤油、 

 味噌、酢、みりん、調理酒、だし、わさび、昆布、海苔、冷凍すし、冷凍総菜、冷 

 凍麺、炊きこみごはんの素、日本茶、抹茶、カルピス、日本酒、焼酎、泡盛等の産 

 品が出展されました。また、日本パビリオン内で、料理人による魚のおろし方、寿 

 司の握り方、だしの取り方等のクッキング・デモンストレーションも行われ、大変 

 盛況でした。 

     

     

               ◆               

     

 

（８）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第10弾（在中国大使館）を実施しま 

  した。 

  

  ３月12日、在中国大使館（北京）にて、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事 

 業の第10弾を実施しました。これは、日中文化・スポーツ交流年オープニングイベ 

 ントとして大使公邸で開かれたレセプションにおいて、日本の農産物試食会を実施 

 したものです。 
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    出席者は、政府、経済界、メディア関係者等約330名で、日本からは、日本園芸 

 農業協同組合連合会より、りんご（青森県産ふじ）約40キロ、約100個が提供され 

 ました。 

    提供されたりんごは非常に好評で、２時間のレセプションの間、りんご試食コー 

 ナーの前は列がとぎれず、「甘い」「歯ごたえが違う」「美味しい」「大きい」と 

 いった感想が聞かれました。また、「日本のりんごは店で買うと１個100元（＝約 

 1400円）する。」といった会話も行われており、高級な日本産りんごがレセプショ 

 ンの場で提供されたことも、よい印象を与えていたようです。 

    なお、今回はパンフレットとして、中国語で作成された日本産食品紹介パンフレ 

 ットと英語で作成された青森県産りんご紹介パンフレットの２種類が配布されまし 

 たが、多くの者が持って帰ったのは中国語のパンフレットだったとのことです。 

     

 
               ◆ 
  
    
（９）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第11弾（在ペナン総領事館）を実施 

  しました。    

 

    ３月14日、在ペナン日本国総領事館（マレーシアのペナン）にて、「WASHOKU- 

 Try Japan's Good Food」事業の第11弾を実施しました。これは、日マレーシア友 

 好年事業の一環として、要人及び日本食材取り扱い業者を公邸に招きレセプション 

 を実施したもので、州主席大臣、州経済・教育・科学大臣、日本食品取り扱い業者 

 等９名が出席しました。 

    当日は、農林水産省の輸出促進事業の常設店舗事業の農産品の中から、コメ（魚 

 沼産コシヒカリ）、りんご（陸奥、王林）、いちご、メロンが食材として提供され、 

 米については寿司として、果物についてはデザートとしてふるまわれました。 

    出席者からは、寿司に使用したコメ（魚沼産コシヒカリ）について、「やはり味 

 が違う」との好意的な反応がある一方で、「ベトナム産の日本米は日本産の日本米 

 と比べ遜色がない」といったコメントもありました。果物では特にメロンの評価が 

 高く、「マレーシア産よりも甘く、ジューシーであり、非常に美味しい」との反応 

 がありました。りんごについては、「陸奥」より「王林」の方が甘くて美味しいと 

 の反応がありました。いちごについては、キャメロン・ハイランドで作られるマレ 

 ーシア産いちごよりも「ジューシーである」との反応がありました。 

    また、出席者にはお土産として、魚沼産コシヒカリで作ったおにぎりが配られま 

 した。 

 

   
               ◆ 
 
 
（10）果実輸出戦略報告書が公表されました。 

  

   「果実輸出戦略検討委員会」（（財）中央果実基金主催）による果実輸出戦略報 

 告書が３月７日（木）に公表されました。報告書の内容については、以下のページ 

 をご覧下さい。 

 http://www.net.inst.or.jp/～kajitsu/ 

  

     
               ◆ 
 
 
（11）ロシア向け輸出水産物の取扱いについての体制が整備されました。 

 

  ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて、厚生労働省及び農林水産省連名の通 
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 知（「ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成19年２月28日 食安発第 

 0228001号・18消安第13387号・18水漁第2608号 厚生労働省医薬食品局食品安全部 

  長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官通知））が発出され、輸出証明書の 

 発行体制が整備されました。詳細は以下のページをご覧下さい。 

 http://www.maff.go.jp/soshiki/suisan/russian/index.html 

 

 

     
               ◆ 
 
 
（12）第３回海外日本食レストラン推奨有識者会議が開催され、「日本食レストラン 

  推奨計画」が提言されました。 

 

    ３月16日（金）に第３回海外日本食レストラン推奨有識者会議が開催され、提言 

 「日本食レストラン推奨計画」が取りまとめられました。会議資料については、こ 

 ちらをご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/gaisyoku/kaigai/conference/03/index.html 

    議事録についても、近日中にアップされる予定です。 

 

 

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

３．農政局等からの農林水産物等の輸出に関する情報のご紹介 

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

 

 農政局等より農林水産物等の輸出に関する情報が届いています。 

  

 ○鳥取ナシの輸出をまんがで  

      中国四国農政局の企画･監修により、３月30日に、日本初の「農業」をテーマ 

  とする学習まんがシリーズ「まんが農業ビジネス列伝」（全９巻）が発刊されま 

  す（発行はＪＡグループの出版社・(社)家の光協会）。 

      当該学習まんがシリーズは、「やり方しだいで農業にも未来はある」「アイデ 

  アしだいで地域は活性化する」ことを、いくつもの具体的事例をもって示してい 

  ます。 

      第１巻は、「鳥取ナシ物語」。祖母のもとにナシづくりにやってきた大学生が 

  主人公で、黒斑病との闘いの他、二十世紀ナシ等の輸出についてもふれられてい 

  ます。 

      各巻の内容については、中国四国農政局ＨＰをご覧下さい。 

  http://www.chushi.maff.go.jp/press/1901/070125_b.htm 

     入手ご希望の方は、（社）家の光協会（TEL：03-3266-9029）までお問合せく 

  ださい。 

  

 ○「金沢梨」の台湾での販売へ、金沢市がＪＡの販促を支援 

      金沢市内で栽培される「金沢梨」が海を渡り、台湾で販売される方向となりま 

  した。金沢市は、19年度において、ＪＡ金沢市梨部会の海外販路確立に向けた販 

  売促進活動を支援することとしており、県内の農産物輸出の先駆的な取り組みと 

  して期待しています。 

 

 ○新潟県産チューリップが「婦人デー」向けにロシアへ 

      男性が女性に花を贈る３月８日の「国際婦人デー」に合わせ、新潟県産チュー 

  リップがロシアへに空輸されました。２月26日には今シーズン最大規模の３万３ 

  千本が、新潟空港で検疫を受けた後、ハバロフスクに出荷されました。 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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４．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。 

 ・松江産ボタン、市とＪＡがＰＲ 台湾市場の反応上々 輸出拡大へ期待高まる 

    （山陰中央新報 H19.2.23） 

 ・食 和の素材、外から磨く② 寒天、洋菓子デビュー 

    （日本経済新聞 H19.2.24） 

 ・中国への米輸出協議 ４月までに決着 農水次官 

    （日本農業新聞 H19.2.27） 

 ・食 和の素材、外から磨く④ 新種の野菜、故郷に錦 

    （日本経済新聞 H19.2.27） 

 ・仏料理店、「日本好き」台頭 相次ぎ「ミシュラン」３つ星に 素材・盛りつけ 

  に和の影響 

   （日経ＭＪ H19.2.28） 

 ・日本酒輸出促進セミナー 鳥取県酒造組合連合会 

    （日本経済新聞 H19.2.28） 

 ・農水省 農業で知的財産戦略 輸出促進、地域振興狙う 

    （日本農業新聞 H19.3.1） 

  ・地元農産物で試食会 近畿農政局 九条ねぎ、みず菜…外国人らが舌鼓 

    （日本農業新聞 H19.3.1） 

 ・食 和の素材、外から磨く⑤ 「日系」カキの物語 

  （日本経済新聞 H19.3.1） 

 ・アジア梨、米国市場に定着 “りんごのような歯ごたえ”好評 今年は販売量10 

  ％増見込み 

    （日本農業新聞 H19.3.4） 

 ・春色チューリップ空に乗せ 新潟、ロシアへ６千本 

    （日本農業新聞 H19.3.4） 

 ・～世界今を刻む～ 米ロサンゼルス 有数の「日本食の街」 “お墨付き”制度 

  に冷ややか 店の評価「最後は客次第」 

    （日本経済新聞 H19.3.4） 

 ・輸出、アジアから北米、欧州に 青森、静岡、岡山、熊本など 

    （日本農業新聞 H19.3.6） 

 ・栃木米 香港に初輸出 「なすひかり」「コシヒカリ」 29日店頭へ 

    （日本農業新聞 H19.3.7） 

 ・農産物輸出、長い目で 島根アジア向け戦略学ぶ 

    （日本農業新聞 H19.3.8） 

 ・岡山県産果物を東アジアへ 知事が売り込み構想 

    （産経新聞 H19.3.8） 

 ・日本では人気が低くても… 「規格外」食材、増える輸出  小ぶりのサバ、対中 

  国、売り込みに成果  大きめの長芋、薬膳料理向け台湾で好評 

    （朝日新聞 H19.3.9） 

 ・アジアに県産品売り場 タイで白桃／台湾と香港でニューピオーネ 岡山県、今 

  夏開設 

    （読売新聞 H19.3.10） 

 ・ボタン酒、東京で売り込め 島根県江津の都錦酒造 

    （山陰中央新聞 H19.3.10） 

 ・パリ国際農業見本市 日本館初出展、食アピール 昼食弁当「ヘルシー」 小豆 

  あんの和菓子も好評 

    （日本農業新聞 H19.3.11） 

 ・我が街自慢 松江市橋北地区 李白酒造、地酒を世界に 「飲んで「日本」も味 

  わって」 

    （毎日新聞 H19.3.13） 

 ・フーデックス開幕 16日まで 
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  （日本農業新聞 H19.3.14） 

 ・フーデックス、郷土の食材ずらり 自治体・企業20以上輸出促進へＰＲ 

    （日本農業新聞 H19.3.14） 

 ・上海で日本の食品商談会 広島銀など地銀７行 現地で需要高まり 

    （日本経済新聞 H19.3.16） 

 ・米の対中輸出、７月にも開始 

    （日本農業新聞 H19.3.17） 

 ・認証から「推奨」へ 日本食レストランで有識者会議が提言 

  （日本農業新聞 H19.3.17） 

 ・海外の日本食優良店 「推奨マーク」方式に 有識者会議提言 

    （毎日新聞 H19.3.17） 

 ・海外の「正しい日本食」 お墨付き、国が断念 

    （読売新聞 H19.3.17） 

 ・「正しい日本食」認証断念 「排他・差別的」批判を受け 海外の店、農水相提 

  唱の会議 

    （朝日新聞 H19.3.17） 

 ・日本酒復権へ 力水は「外」に 英のワイン品評会、「ＳＡＫＥ」部門を新設 

    （日経ＭＪ H19.3.19） 

 ・高知県農産物輸出促進協議会、県内事例を報告 

    （高知新聞 H19.3.20） 

 ・好機逃すな「対ロ」ビジネス 島根県浜田港 商社社長招き輸出商談会卸業者ら 

  産品アピール 

    （山陰中央新聞 H19.3.20） 

 ・世界を渡る農産物 フーデックス2007から 和食材に高い関心 食べ方提案で販 

  路を拡大 

    （日本農業新聞 H19.3.21） 

 ・高知県が農産物戦略検討 高級品販売継続を アジアへの輸出探る 

    （日本農業新聞 H19.3.21） 

 ・ＪＡ佐賀経済連 香港にアンテナ店 「高級、安全」で海外展開 

    （日本農業新聞 H19.3.22） 

 ・育成品種の“海賊版”防げ 農水省、東アジアと連携へ 

    （日本農業新聞 H19.3.22） 

 ・知的財産活用へ戦略 農水省、和牛、果実で統一マーク 

    （日本農業新聞 H19.3.23） 

 ・－コンパス－ 高品質、日本スタイルの輸出 

    （日本農業新聞 H19.3.23） 

 ・農作物などの新品種 開発者の権利保護、強化 農水省、登録項目を拡大 まず 

  夏までに稲・大根 

    （日本経済新聞 H19.3.24） 

 ・とちぎ農産物マーケティング協会が総会 ブランド化進め輸出品目拡大も 

    （日本農業新聞 H19.3.24） 

 ・牛肉輸出で手引を公表 日本食肉消費総合センター 

    （日本農業新聞 H19.3.26） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 編集者は、今月16日～19日の４日間、長崎県北松地域日中輸出入促進協議会による 

「日中海洋食品健康文化交流会」（平成18年度農林水産物等輸出倍増推進事業による 

支援事業の一つ）視察のため、中国栄成市に出張してきました。交流会では、魚食普 

及のため、現地（中国）の小中学生を対象にした講演会や、日本からの魚を用いて作 

られた料理の試食会、ぶりの解体ショーなどが行われました。 

 今回の出張を通して、輸出にあたっては、相手国との信頼関係の構築が非常に重要 

であることや、単に品物を運ぶだけでなく、食文化と合わせた紹介や、商品の取り扱 
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い方・食べ方など、商品の良さを十分に理解してもらうためのフォローアップが重要 

であると実感しました。 

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

 

 

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

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国際経済課輸出促進室 

 （〒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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