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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＋8.8％増の326億円となりました。 

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

  ４月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、１～４月の輸出額は、前年同期比＋18.6％増の1,313億円となりました。 

 

 １月～４月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋61.4％）、なし（＋349.1 

％）、温州みかん（＋30.4％）、切花（＋253.5％）、米菓（＋15.1％）、菓子（ 

＋31.0％）、うどん・そうめん・そば（＋31.9％）、清涼飲料水（＋26.2％）、繊維 

板（＋85.1％）、木製建具及び建築用木工品（＋42.9％）、まぐろ（＋24.4％）、さ 

ば（＋53.8％）、すけとうだら（＋18.0％）、なまこ（＋68.3％）、あわび（＋ 

90.5％）、練り製品（魚肉ソーセージ等）（＋13.6％）等が増加する一方、豚の皮 

（▲14.0％）、貝柱調整品（＋14.9％）等は減少しています。 

1/7 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



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、香港向けが増加したこと、なしは香港、台湾向け 

が増加したこと、温州みかんは台湾向けが増加したこと、切花は中国、ロシア向けが 

増加したこと、米菓は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。 

 繊維板、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。 

 まぐろは加工原料としてタイ向けが増加したこと、さばは安価な食材、加工原料と 

して中国・大韓民国・エジプト等向けが増加したこと、すけとうだらは韓国、中国向 

けが増加したこと、なまこ・あわびは、高級中華食材として、香港・台湾向けが増加 

したこと、練り製品は、カニカマ等健康的かつ簡便な食材として、アメリカ、台湾向 

けが増加したことによります。 

 一方、減少については、貝柱調整品が減少しており、これは、低気圧の影響で、産 

地である北海道のホタテ貝の生産量が減少したことによります。 

 

 なお、主な国別には、香港（＋40.8％）、台湾（＋21.4％）、韓国（＋19.3％）、 

タイ（＋16.5％）、ＥＵ（＋17.2％）が大幅に増加した他、米国（＋8.1％）、中国 

（＋9.5％）、シンガポール（＋6.8％）もかなり増加、オーストラリア（＋2.4％） 

もわずかに増加をしており、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）平成19年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（品目別市場実態調査）」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「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（品目別市場 

 実態調査）」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/koubo2007061505.html 

    公募期間は、６月15日（金）～７月６日（金） です。 

 

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

  第２回）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/koubo2007061506.html 

    公募期間は、６月15日（金）～７月６日（金）です。  

    

     
               ◆ 
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（３）Asia Fruit Logisticaにおける日本パビリオンへの出展者を募集しています。 

 

    平成19年度農林水産物等海外販路創出・拡大事業（海外展示・商談活動）により 

 日本パビリオンを設置する、青果物専門の展示・商談会Asia Fruit Logistica（平 

 成19年９月５日（水）～７日（金）、於：バンコク（タイ））への出展者募集を開 

 始いたしました。 

    詳しくは本事業の受託者（（独）日本貿易振興機構））のホームページをご参照 

 ください。 

 http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20070613503-event 

    

 
               ◆ 
 
 
（４）ANUGA 2007における日本パビリオンへの出展者を募集しています。 

 

    平成19年度農林水産物等海外販路創出・拡大事業（海外展示・商談活動）により 

 日本パビリオンを設置する、総合的な食品展示・商談会ANUGA 2007（平成19年10月 

 13日（土）～17日（水）、於：ケルン（ドイツ））への出展者募集を開始いたしま 

 した。 

    詳しくは本事業の受託者（（独）日本貿易振興機構））のホームページをご参照 

 ください。 

 http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20070618642-event 

     

 
               ◆ 
 
 
（５）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第15弾（在ノルウェー大使館）を実 

  施しました。 

 

    ６月19日、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業の一環として、在ノルウェー 

 日本国大使館（オセロ）が、和歌山県ＪＡ紀北川上との連携により、現地ジャーナ 

 リスト等約25名を大使公邸に招いた日本食試食会を実施しました。 

    当日は、ＪＡ紀北川上からの干し柿（あんぽ柿）60個を用いて、「あんぽ柿」づ 

 くしの料理が提供されました。寿司として、マグロ、ひらめに加え、あんぽ柿のズ 

 ケが提供された他、「あんぽ柿」の天ぷら、「あんぽ柿」と大根、人参のなます、 

 「あんぽ柿」のチャツネ添えグリルポーク、「あんぽ柿」のカナッペ、「あんぽ柿 

 」をレーズン替わりにしたライスサラダ、「あんぽ柿」の焼き菓子、「あんぽ柿」 

 のミニタルトタタンといったメニューが提供されました。 

    出席者は、「あんぽ柿」が多様に利用できることに驚くとともに、「料理が素晴 

 らしく、美味しい」との感想を述べていました。 

     

 
               ◆ 
 
 
（６）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第16弾（欧州連合（ＥＵ）日本政府 

  代表部）を実施します。 

 

    ６月28日、欧州連合（ＥＵ）日本政府代表部（ベルギー・ブラッセル）が、和食 

 を含むビュッフェ形式のディナー「サマー・レセプション」を大使公邸にて開催し 

 ます。 

    同レセプションには、欧州委員会委員（閣僚級）、対日貿易担当者、各国常駐代 

 表、プレス関係者等、総勢400名程度が出席予定です。 
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    日本からは、農林水産省委託事業により、輸出重点品目である緑茶（静岡産）、 

 メロン（静岡産）、すいか（福井産）、ぶどう（広島県産）、フルーツジュースを 

 提供予定です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（７）「ＪＡバンクアグリサポート事業」の創設が決定しました。 

 

    農林中金とＪＡバンクは、「ＪＡバンクアグリサポート事業」（事業規模：３年 

 間で100億円程度）の創設を決定しました。 

    農産物輸出・バイオマス事業などの新規事業への参入・展開・規模拡大等をバッ 

 クアップするエンジェルファンドの創設や、担い手等への金融サポートの強化策、 

 産地と消費者を結ぶ取組みへの支援などが、具体的事業として検討されています。 

 詳細は、以下をご覧下さい。 

 http://www.nochubank.or.jp/pdf_news/n_20070606145553.pdf 

 

 
               ◆ 
 
 
（８）フジテレビのテレビ番組「キク！みる！」において、長野県川上村のレタス輸 

  出の取組が紹介されます。 

 

    ７月13日（金）22：52～23：00、フジテレビのテレビ番組「キク！みる！」にお 

 いて、長野県川上村のレタス輸出の取組が紹介される予定です。（関西テレビは、 

 １週遅れの７月19日（木）21：54～22：00に放送予定です。）川上村は、夏秋レタ 

 スの生産量が日本一であり、頭打ちとなっている国内への販売を打開するため、平 

 成18年７月から台湾向けにレタスの輸出を開始しました。 

    番組の詳細は、以下をご覧下さい。 

 http://www.gov-online.go.jp/publicity/tv/kikumiru.html 

 

 

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

３．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。 

 

 ・ジェトロ松江が台湾見本市視察会 来月、参加業者ら募集 

    （山陰中央新聞 H19.5.23） 

 ・－山陰経済－ 加速するロシア貿易 ウラジオストク経済調査ミッションリポー 

  ト〈３〉 品質維持、浜田港に利点 

    （山陰中央新聞 H19.5.25） 

 ・－コンパス－ 花の輸出 早く正当な評価を 

  （日本農業新聞 H19.5.26）  

 ・国産農林水産物・食品の輸出戦略まとめる－農水省－ 米や果実など49品目を重 

  点に 検疫条件など環境整備促進 輸出向け統一マークを作成 

    （農業共済新聞 H19.5.30） 

 ・コメの輸出 中国の富裕層にどう売り込む 

    （読売新聞 H19.6.2） 

 ・生花輸出が拡大 アジアなどで高級花に需要 輸送法・品質管理に課題も 

  （日本経済新聞 H19.6.2） 

4/7 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



 ・－あすへの話題－ 元検事総長 原田明夫 今、若者に何が？ フランスの若者 

  「日本的な文化」へ興味と関心 

    （日本経済新聞 H19.6.2） 

 ・闇ウナギ 闇ナマコ 密漁・密輸出続発 高値取引、背後に暴力団 中華料理の 

  食材として中国などで人気の食材 

    （朝日新聞 H19.6.4） 

 ・－知りたい－ ホヤがピンチ 宮城産珍味、いまが旬 韓国へ輸出 

    （毎日新聞 H19.6.4） 

 ・讃岐うどん、世界が評価 モンドセレクション金賞 つや・のど越し抜群 

    （日本農業新聞 H19.6.6） 

 ・農林中金が100億円基金 幅広い担い手を支援 農産物輸出、バイオマス事業な 

  ど、新分野に挑戦しようとする設立間もない農業生産法人への出資も検討 

    （日本農業新聞 H19.6.7） 

 ・和食産業、海外に商機 健康ブーム、現地生産も 炊飯器も豆腐も日本酒も・・ 

  縮小傾向の国内市場補う 

    （朝日新聞 H19.6.9） 

 ・水産関係４社が出展 「ＦＯＯＤ ＴＡＩＰＥＩ」 宮城県が企業名を発表 

    （水産経済新聞 H19.6.12） 

 ・バンコクに出店 ジー・テイスト「平禄寿司」 初の海外店、８月下旬に 

    （水産経済新聞 H19.6.12） 

 ・島根県浜田 輸出促進へ、セミナー貿易実務など学ぶ 海外市場に目向けて  

    （山陰中央新聞 H19.6.12） 

 ・ジー・テイスト タイに回転ずし出店 ８月メド 中国なども視野に 

    （日経ＭＪ H19.6.13） 

 ・えひめ愛フード推進機構 県産品「愛」あるブランド 加工５品目も認定 

    （愛媛新聞 H19.6.14） 

 ・－水産物輸出実績（2007年４月）－ 中国向け冷凍サバ減少 カツオはタイ国向 

  け増加 

    （水産経済新聞 H19.6.13） 

 ・台湾見本市初出展へ 愛媛県内３企業、ジュースなど１８品目 

  （愛媛新聞 H19.6.15） 

 ・ＧＡＰ普及しよう 農水省が推進会議、高品質の証明に 

    （日本農業新聞 H19.6.16） 

 ・ＬＬ牛乳 香港に年間1,000トン ホクレン通商、３年間で販売拡大 

    （日本農業新聞 H19.6.18） 

 ・鳥取県産食材、白羽の矢 トビウオ、剣先イカ、鳥取和牛 ＮＹ著名シェフに見 

  初められ 日本食イベント「主役」に 

    （日本海新聞 H19.6.18） 

 ・マンデービュー 狙え台湾市場 「チーム広島」連携戦略 岡山・関西、観光客 

  を誘致 島根・鳥取、特産の味輸出 空路活用、拠点性高める 

    （中国新聞 H19.6.18） 

 ・農の挑戦 コメ海外に打って出る 

    （読売新聞 H19.6.19） 

 ・島根県産品を台湾に 国際見本市で売り込め 

    （日本農業新聞 H19.6.19） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ 冷凍ソラマメも輸出 用途広く、各国の料理に 

    （農業共済新聞 H19.6.20） 

 ・－農の挑戦－ 国際基準で「安全」保証 

    （読売新聞 H19.6.20） 

 ・食はつなぐ２ 「うまみ」を母国に伝えたい 「和の技」挑む留学生 

    （朝日新聞 H19.6.20） 

 ・輸出促進セミナー 19日に宇和島で開催 ジェトロ、愛媛県など主催 

    （水産経済新聞 H19.6.20） 

 ・ジェトロ徳島、昨年度貿易投資相談 輸出が輸入上回る 農林水産52％増 

    （徳島新聞 H19.6.20） 

5/7 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



 ・農の挑戦 「育成者権」で商機拡大 

    （読売新聞 H19.6.21） 

 ・台湾で埼玉産ＰＲ きょうから国際見本市 輸出拡大に期待 

    （日本農業新聞 H19.6.21） 

 ・－コンパス－ 個人輸出、利益還元に直結 

  （日本農業新聞 H19.6.21） 

 ・欧州版ＧＡＰ、安全性の担保に 横浜市で講習会 

    （日本農業新聞 H19.6.23） 

 ・米輸出で全農 中国へきょう出荷 来月中旬にも店頭に 

    （日本農業新聞 H19.6.24） 

 ・－視点－ コメ、中国に輸出へ きょう24トン出荷 競争力が課題に 

    （日本経済新聞 H19.6.24） 

 ・中国向け国産米 ＪＡ全農、再会第一便出港 

  （日本農業新聞 H19.6.25） 

 ・農業、輸出でテコ入れ 中国向けコメ ４年ぶり再開 品質前面、競争力磨く 

    （日本経済新聞 H19.6.25） 

 ・中国へ日本米、第一便 価格は２倍、富裕層ターゲット 

    （毎日新聞 H19.6.25） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 当室では、現在、農林水産物等輸出促進対策のホームページの情報発信機能強化に 

取り組んでおります。 

 輸出に取り組む事業者をはじめ、多くの方々ご利用いただけるよう、わかりやすい 

ページ構成とすることや、輸出の際に役立つ情報をより丁寧に発信できるよう心がけ 

て参ります。 

 ホームページに対するご提案、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。 

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

 

 

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

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チーム輸出促進室 

 （〒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 
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 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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