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１．５月の輸出実績 

 

２．新着情報 

 

（１）７月から、香港、シンガポール、クアラルンプール、台湾（中歴及び新竹）に、 

  日本産農林水産物・食品の常設店舗を開設しました。 

 

（２）International Restaurant & Foodservice Show of NY における日本パビリオ 

  ンへの出展者を募集しています。（締切：８月10日） 

 

（３）日本食品フェア2007（Japan Food Fair 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。（締切：８月９日） 

 

（４）６月13日付けで、日本産かんきつ属生果実のタイ王国向け輸出が解禁されまし 

  た。 

 

（５）６月29日、中国向け米輸出記念式典が開催されました。 

 

（６）７月25日、26日、中国における日本産米販売開始イベントが開催されました。 

  また、これにあわせて、７月25日、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第 

  17弾が中国・北京にて実施されました。 

 

（７）タイ王国の植物防疫法に係る告示が改正されました。（７月31日施行） 

 

（８）７月18日、「日本食レストラン海外普及推進機構」（ＪＲＯ）の設立総会が開 

  催されました。 

 

３．今月の輸出関連記事 

 

 

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

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＋23.5％増の344億円となりました。 

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

  ５月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、１～５月の輸出額は、前年同期比＋19.6％増の1,656億円となりました。 

 

 １月～５月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋63.4％）、なし（＋405.1 

％）、温州みかん（＋20.9％）、桃（＋185.9％）、切花（＋202.4％）、米菓（＋ 

11.6％）、菓子（＋28.0％）、うどん・そうめん・そば（＋31.7％）、清涼飲料水 

（＋25.2％）、配合調製飼料（＋11.2％）、丸太（＋10.7％）、繊維板（＋104.4％） 

、木製建具及び建築用木工品（＋30.6％）、まぐろ（＋25.2％）、かつお（＋11.5％ 

）、さば（＋45.1％）、すけとうだら（＋20.7％）、貝柱調整品（＋40.0％）、乾燥 
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なまこ（＋64.2％）、あわび（＋115.0％）、練り製品（魚肉ソーセージ等）（＋ 

14.5％）等が増加する一方、豚の皮（▲13.2％）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、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、桃は台湾、香港向けが増加、 

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。 

 丸太及び木製建具及び建築用木工品は、韓国向けが増加したこと、繊維板は中国向 

けが増加したことによります。 

 まぐろ及びかつおは、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、カニカマ等が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。 

 

 なお、主な国別には、香港（＋45.7％）、台湾（＋17.9％）、韓国（＋17.6％）、 

タイ（＋20.2％）が大幅に増加した他、米国（＋11.2％）、中国（＋9.5％）、シン 

ガポール（＋13.9％）、ＥＵ（＋15.1％）もかなり増加、オーストラリア（＋2.6％） 

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）７月から、香港、シンガポール、クアラルンプール、台湾（中歴及び新竹）に、 

  日本産農林水産物・食品の常設店舗を開設しました。 

 

  ７月12日、香港の西田西友百貨店及びシンガポールの伊勢丹SCOTTS店に、７月20 

 日、クアラルンプールの伊勢丹KLCC店に、７月26日、台湾の太平洋崇光百貨店中歴 

 店に、７月27日、台湾の太平洋崇光百貨店新竹店に、日本産農林水産物・食品の常 

 設店舗を開設しました。これらの常設店舗は、来年３月までの８ヶ月間にわたり設 

 置し、果物（桃、ぶどう、さくらんぼ、メロンなど）、野菜（玉ねぎ、さつまいも、 

 なす、きのこ類など）、加工食品ほか、季節に合わせた旬の日本産食材を販売予定 

 です。店舗には、常駐販売員を配置し、産品の説明や料理レシピを配布するととも 

 に、オープニングセールや産地フェア、定期的な試食会、日本レストランにおける 

 料理講習会などを実施することにより、日本産品をＰＲします。 

    これらの常設店舗への出品情報のご提供や、地域産品フェア等開催についてのご 

 要望、ご提案を受け付けております。詳細は、本事業の受託者（株式会社ジェイコ 

 ム）のホームページをご参照ください。 

    https://secure2.jtbcom.co.jp/jyousetsu/ 

     

 
               ◆ 
 
 
（２）International Restaurant & Foodservice Show of NY における日本パビリオ 

  ンへの出展者を募集しています。（締切：８月10日） 

 

    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 
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 日本パビリオンを設置する、総合的な食品展示・商談会 International Restaurant  

 and Foodservice Show of New York 2008（平成20年3月9日（日）～11日（火）、 

 於：ニューヨーク（米国））への出展者募集を行っています。（締切：８月10日） 

    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/20070627039-event 

  

     
               ◆ 
 
 
（３）日本食品フェア2007（Japan Food Fair 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。（締切：８月９日） 

     

  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「日本食品フェア2007（ 

 Japan Food Fair 2007）」（平成19年12月6日（木）～9日（日）、於：バンコク（ 

 タイ））への出展者募集を開始いたしました。（締切：８月９日） 

    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/20070717590-event 

        

 
               ◆ 
 
 
（４）６月13日付けで、日本産かんきつ属生果実のタイ王国向け輸出が解禁されまし 

  た。 

 

    従来、タイ王国は、我が国に発生するミカンバエ等の侵入を防止するため、日本 

 からのかんきつ属生果実の輸入を禁止していましたが、平成17年１月に我が国から 

 解禁要請を行い、両国間で技術的な協議を重ねてきた結果、今般、かんきつ属生果 

 実のうち、温州みかんについて、ミカンバエが発生していない地域内にある等の条 

 件を満たす生産園地からの輸入を解禁しました。（タイ王国農業・協同組合省から 

 の６月13日付けの通知による。） 

    詳細は、以下をご覧下さい。 

 http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070627press_2.html 

    

 
               ◆ 
 
 
（５）６月29日、中国向け米輸出記念式典が開催されました。 

 

    日本産米の中国向け輸出については、６月24日（日）に第１便（新潟産コシヒカ 

 リ及び宮城産ひとめぼれの計24トン）が出荷されました。 

    農林水産省及びＪＡグループは、第一便の輸出を記念して、６月29日（金）、八 

 芳園において、記念式典を開催しました。当日は、王毅中国駐日大使をお招きし、 

 安倍総理大臣、赤城農林水産大臣等の出席のもと、日本産米贈呈式や試食会が行わ 

 れました。  

   

 
               ◆ 
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（６）７月25日、26日、中国における日本産米販売開始イベントが開催されました。 

  また、これにあわせて、７月25日、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第 

  17弾が中国・北京にて実施されました。 

 

  北京及び上海での販売開始に合わせて、日本産米のＰＲを図るため、７月25日（ 

 水）、上海市の花園飯店において、米販売関係者や報道関係者等を招いた日本産米 

 商品発表会が開催されました。また、７月26日（木）には、北京市の太平洋百貨店 

 及びイトーヨーカ堂２号店、並びに上海市の久光百貨店において、消費者を対象に 

 した日本産米販売開始セレモニーが開催されました。 

    また、中国での日本産米の販売促進に向けたイベントの一環として、日本産米を 

 柱とする日本食の素晴らしさをアピールするため、在中国日本国大使公邸における 

 中国の党・政府関係者等を招いての夕食会にて、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」 

 事業が実施されました。 

    夕食会においては、日本から輸出したコメ（ひとめぼれ（宮城県産）、こしひか 

 り（新潟県産））及び日本茶（静岡県産）が提供されました。 

  

 
               ◆ 
 
 
（７）タイ王国の植物防疫法に係る告示が改正されました。（７月31日施行） 

 

  タイ王国農業・協同組合省は、同国の植物防疫法に係る告示を改正し、平成19年 

 ７月31日から施行する旨公示しました。主要な改正内容は、生果実等多くの植物等 

 を輸入禁止品目として指定し、品目ごとに病害虫の侵入リスクに応じた検疫条件を 

 新たに設定した上で輸入を解禁するというものですが、過去５年間（2002年１月～ 

 2006年12月）において商業輸出の実績が証明された品目については、検疫条件が新 

 たに設定されるまでの間、従前の条件で輸入が認められます。 

    このため、農林水産省としては、今後、輸出実績等を取りまとめ、タイ王国側に 

 提出し、協議を行っていくこととしています。 

    詳細については、以下をご覧下さい。 

    http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070618press_5.html 

 

 
               ◆ 
 
 
（８）７月18日、「日本食レストラン海外普及推進機構」（ＪＲＯ）の設立総会が開 

  催されました。 

 

  ７月18日（木）、「日本食レストラン推奨計画」の取組を主体的に実施する民間 

 組織「日本食レストラン海外普及推進機構」（ＪＲＯ）が発足し、虎ノ門パストラ 

 ルにおいて、設立総会が開催されました。理事長には、農林水産物等輸出促進全国 

 協議会会長の茂木友三郎・キッコーマン株式会社代表取締役会長が就任されました。 

    今後、海外日本食レストランに係る現地調査、日本食料理人への講習会等が順次 

 実施される予定です 

  

 

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

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。 
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 ・ヤマト醤油味噌と山中漆器 海外展開ＴＶで紹介 ジェトロ金沢、輪島塗も来月 

  撮影 

    （北陸中日新聞 H19.6.13） 

 ・ＧＡＰ手法の普及へ 農水省 推進会議が初会合 

    （日本農民新聞 H19.6.25） 

 ・輸出促進へ北陸農政局 25日に連絡協議会設立 

    （日本農業新聞 H19.6.22） 

 ・新東京インターナショナル 欧米で冷凍寿司の販売強化 目標は年間600万食  

  真骨頂、独自の解凍技術 高品位と電子レンジで普及目指す 

    （水産経済新聞 H19.6.26） 

 ・－知りたい－ ニーハオ日本米 中国へ輸出始まる 販路を“炊き出す” 価格 

  は10倍、贈答用に 

    （毎日新聞 H19.6.26） 

 ・農林水産品の輸出促進へ連絡協議会発足 北陸農政局など 

    （北陸中日新聞 H19.6.26） 

 ・浜田港－ロシア貿易 農産物初輸出へ検疫 益田産メロンなど、３トン積みあす 

  出港 

    （山陰中央新聞 H19.6.27） 

 ・温州ミカン タイ向け輸出解禁 

    （日本農業新聞 H19.6.28） 

 ・米国に日本食売り込め 鳥取の食材で料理 東京都でイベント 

    （日本農業新聞 H19.6.28） 

 ・コメ輸出再開、上海に第一便  

    （日本経済新聞 H19.6.28） 

 ・日本食肉消費総合センターなど食肉業界団体 国産食肉輸出連絡協議会を設立 

    （日本農業新聞 H19.6.29） 

 ・埼玉産輸出に弾み 全農さいたまなど、台湾の国際食品展に出展 試食が好評  

  ネギ高評価、50箱注文も 

    （日本農業新聞 H19.6.29） 

 ・農林水産物の輸出促進へ協議会発足 北陸４県の官民参加 

    （読売新聞 H19.6.29） 

 ・中国への米輸出祝う 首相「歴史的な第一歩」 

    （日本農業新聞 H19.6.30） 

 ・タマネギ価格浮上へ 兵庫・ＪＡあわじ島、台湾へ積み出し完了 

    （日本農業新聞 H19.6.30） 

 ・日本のコメ、中国に活路 ４年ぶり輸出再開 価格は現地産の30倍 狙いは富裕 

  層 

    （読売新聞 H19.6.30） 

 ・中国へコメ輸出再開 新潟県コシヒカリ来月販売 期待込め、東京で記念式典  

    （新潟日報 H19.6.30） 

 ・台湾に道産品販促会社 北海道の卸など 中小業者を支援 

    （日経ＭＪ H19.7.2） 

 ・冷凍カツオ、中国へ初輸出 小名浜機船、底引網漁協 生食用に第一弾1.3トン 

    （水産経済新聞 H19.7.2） 

 ・財務省５月輸出貿易統計 ビンナガ、マダラ増 サバやイカはダウン 

    （水産経済新聞 H19.7.2） 

 ・日本食の魅力世界へ 海外普及推進機構、18日に設立 

    （日本農業新聞 H19.7.3） 

 ・－ＪＡ・改革・ニュース－ 青森、ＪＡつがる弘前、ＪＧＡＰで自主審査 

    （日本農業新聞 H19.7.3） 

 ・宮崎牛、香港に輸出へ より良き宮崎牛づくり対策協議会 「宮崎牛」ブランド 

  の周知や生産技術の向上、消費拡大を目指した海外への輸出等へ取組 

  （日本農業新聞 H19.7.3） 

 ・長野県川上村 高原レタス シャキッと台湾へ 

    （朝日新聞 H19.7.3） 
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 ・「佐賀牛」香港で発売 ＪＡ佐賀経済連 

    （日本農業新聞 H19.7.4） 

 ・－週間農政共済－ 中国への日本産米輸出が再開（24日） 

    （農業共済新聞 H19.7.4） 

 ・－海外流通ファイル－ タイが新植物防疫法 輸入急増に歯止め 

    （日本農業新聞 H19.7.5） 

 ・中国への日本産米輸出４年ぶり再開 

    （日本農民新聞 H19.7.5） 

 ・国産食肉輸出連絡協議会発足 生産・流通・加工、20団体参加、３部会設置 

    （日本農民新聞 H19.7.5） 

 ・－ここをおさえる！！列島あぐり－ 栃木 全農が「とちぎ和牛」米国に輸出 

    （日本農民新聞 H19.7.5） 

 ・山形県朝日町 「ふじ」輸出、無袋で勝負 富裕層に的 台湾とタイに30トンめ 

  ざす  

    （日本農業新聞 H19.7.6） 

 ・「攻めの農政」できた 首相が実績強調 担い手対策や農産物輸出目標の設定、 

  日本産米の中国への輸出解禁など 

    （日本農業新聞 H19.7.6） 

 ・香港で販路拡大へ 岐阜県農林水産物輸出促進競技会が総会 「富裕」を試食販 

  売 

    （日本農業新聞 H19.7.6） 

 ・田原産メロン香港輸出 富裕層狙い来月 世界市場にらむ 

    （中日新聞 H19.7.6） 

 ・－ニュースフラッシュ－ タイ王国へのかんきつ類輸出解禁 

    （全国農業新聞 H19.7.6） 

 ・私たちの農ハウ－102－ ～中国路の話題を追って～ 松江大根島牡丹協議会  

  歴史ある産地守り、海外にも輸出強化 都市部で品評会開き販路拡大 

  （全国農業新聞 H19.7.6）   

 ・海と生きる－周防灘と周辺－ 第４部、恵み③ ナマコ、沸く市場、細る水揚げ 

    （中国新聞 H19.7.6） 

 ・島根ぶどう、台湾輸出好評 高級スーパーで順調な売れ行き 

    （日本農業新聞 H19.7.6） 

 ・中国へ輸出の日本産米 商標取得が難航 「越光」「一目惚」既に登録 

    （日本農業新聞 H19.7.8） 

 ・果実の輸出支援 山梨県が協議会 

    （日本経済新聞 H19.7.9） 

 ・ラーメン「ヤマゴヤ」 タイへの出店拡大 ワイエスフード今期３店計画 

    （日経ＭＪ H19.7.9） 

 ・話題の「食育」の通信講座が誕生 服部幸應先生が監修・指導 

    （読売新聞 H19.7.9） 

 ・香川県庁、中東バイヤーに香川県産品ＰＲ ハマチ、でんぶくなど試食「おいし 

  い」手応え 

    （四国新聞 H19.7.9） 

 ・水産物輸出実績、2007年５月 冷凍カツオが増加 マダラやスケソウも 

    （水産経済新聞 H19.7.12） 

 ・ＪＡ中札内村、エダマメ米国へ輸出 来月に冷凍品 ブランド化に弾み 

    （十勝毎日新聞 H19.7.12） 

 ・成田－上海、12時間で輸送 近鉄エクスプレス 

    （日経ＭＪ H19.7.13） 

 ・輸出の現状と取組みで意見交換 長崎県水産物輸出戦略会議 初の作業部会開く 

    （水産経済新聞 H19.7.13） 

 ・養殖魚輸出促進で地域再生 フィレー５年後500トンに拡大 内閣府、宇和島市の 

  計画認定 

    （水産経済新聞 H19.7.13） 

 ・農水産物の加工品輸出 中国ニーズに合う商品を 山口県輸出促進セミナー60人 
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  出席 

    （山口新聞 H19.7.13） 

 ・－生鮮クリック－ タチウオ、卸値１－２割高 全国的に漁獲量減少、韓国がチ 

  ゲ鍋用として積極的に買い付け 

    （日本経済新聞 H19.7.13） 

 ・－共存、アジア関西⑤－ 第２部市場深耕 日本産食材、質高く人気 

    （読売新聞 H19.7.13） 

 ・島根から香港進出を 20日、松江でセミナー 

    （山陰中央新聞 H19.7.13） 

 ・日本産米第１弾 中国で26日販売 

    （日本農業新聞 H19.7.14） 

 ・－世界初2007－ オタク文化 外交に一役？ 和製アニメ・漫画、欧州席巻 政 

  府観光客誘致も狙う 

    （朝日新聞 H19.7.14） 

 ・八束ボタン、販路拡大を パリ県人会事務局長、本社訪れ意欲語る 

    （山陰中央新聞 H19.7.14） 

 ・浜田港どう振興 物、人の交流討論 事業者らシンポ 

    （山陰中央新聞 H19.7.17） 

 ・日本食、海外へ“攻め” 推進機構が発足 レストランにお墨付き 

  （日本農業新聞 H19.7.19） 

 ・日本食レストラン海外普及推進機構（ＪＲＯ）設立 茂木理事長が就任 

    （日本経済新聞 H19.7.19） 

 ・香港 日本製粉ミルク人気 食の安全意識高まる 

    （朝日新聞 H19.7.19） 

 ・－山陰とアジア経済－ 輸出増、山陰へ誘客狙う 台湾で10月観光物産展 島根、 

  鳥取、広島スクラム 

    （山陰中央新聞 H19.7.19） 

 ・－アンテナ－ 山本拓・農水副大臣が日本食レストラン海外普及推進機構の設立 

  総会で 「ほめられる活動を期待」 

 ・大分の郷土料理「とり天」 中国に本格輸出 デリカフーズ大塚 

    （日経ＭＪ H19.7.20） 

 ・－経済地球－ 日本企業、中国で攻勢 安全食品高まる関心 コメ販売再開に期 

  待 

  （読売新聞 H19.7.22） 

 ・とんかつ、海外で「カツ！」 ＷＤＩ、六本木に実験店 

  （日経ＭＪ H19.7.23） 

 ・日本食と食文化普及へ 民間の参加呼び掛け 日本食レストラン海外普及推進機 

  構が設立総会 

    （水産経済新聞 H19.7.23） 

 ・ＪＡ新潟みらい、ロシアへ輸出拡大 果実に加え野菜、花も 

    （日本農業新聞 H19.7.24） 

 ・官民一体で北海道ＰＲを 石狩水産の呉社長が講演 道などがセミナー 

    （水産経済新聞 H19.7.24） 

 ・日本産米のＰＲに意欲 農相、きょう北京へ 

    （日本農業新聞 H19.7.25） 

 ・台湾・高雄に道産品販売店 耕人舎、観光情報も 

    （日経ＭＪ H19.7.25） 

 ・－社説－ コメ輸出再開てこに「攻める農業」を 

    （日本経済新聞 H19.7.25）  

 ・日本の米よろしく 赤城農相、中国政府に贈呈 全農役員も北京入り 

    （日本農業新聞 H19.7.26） 

 ・日本産米、売り込み 赤城農相、中国に贈呈 

  （日本経済新聞 H19.7.26） 

 ・日本産米、きょう販売開始 

  （毎日新聞 H19.7.26） 
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 ・中国きょうから日本のコメ販売 

  （東京新聞 H19.7.26） 

 ・日本産米、きょうから中国で販売 

  （産経新聞 H19.7.26）  

 ・日本のコメ、中国で売れ 北京、上海で販売 価格20倍、富裕層に狙い「食べた 

  ことないうまさ」 農林水産物の輸出 目指すは１兆円 

    （読売新聞 H19.7.26） 

 ・中国で日本米販売開始 

    （毎日新聞 H19.7.26） 

 ・人・模・様 世界各地のＳＵＳＨＩ探訪  

    （毎日新聞 H19.7.26） 

 ・日本米、中国で出足好調 「コシヒカリ」「ひとめぼれ」商標登録済みで使えず 

    （朝日新聞 H19.7.27） 

 ・攻めの農業へ一歩 日本のコメ、４年ぶり中国の店頭に 農産物、輸出に活路 

    （日本経済新聞 H19.7.27） 

 ・安全 日本のコメ中国で人気  現地産の20倍価格でも上々 

    （産経新聞 H19.7.27） 

 ・中国に米売り込め 北京、上海でお目見え １キロ1500円、販売好調 

    （日本農業新聞 H19.7.27） 

 ・柳澤全農会長に聞く 中国での日本産米販売 生産者に希望と活力 

    （日本農業新聞 H19.7.27） 

 ・高級食材で需要喚起 継続的な魅力ＰＲを 日本産米の輸出 

    （日本農業新聞 H19.7.27） 

 ・中国で日本産米販売初日 「さすがにおいしい」「毎日食すには高値」 

    （東京新聞 H19.7.27） 

 ・対中コメ輸出 はしゃぎ過ぎは禁物だ 

    （東京新聞 H19.7.27） 

 ・なだ万、米国に再出店 ハワイ、日本食人気追い風に 

    （日経ＭＪ H19.7.27） 

 ・－海外情報－ アジア小売り見聞 変貌するタイの日本食チェーン 現地に溶け 

  込み進化 

    （日経ＭＪ H19.7.27） 

 ・日本米の販売開始 中国の百貨店 値段は２キロ３千円前後 

    （全国農業新聞 H19.7.27） 

 ・日本食レストラン普及機構が発足 

    （全国農業新聞 H19.7.27） 

 ・第２回「アグリフードＥＸＰＯ2007」 農林漁業金融公庫主催、８月28日・29日、 

  東京ビッグサイトで 国産農産品などの総合展示会 

  （水産経済新聞 H19.7.27）  

 ・海外の日本食店「推奨」 民間組織が設立総会 支援活動も 

    （日経ＭＪ H19.7.30） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 今月は、アジア４か国・地域の５つの百貨店に、日本産農林水産物・食品の常設店 

舗を開設いたしました。アジアの消費者の方々に、直接日本産農林水産物・食品を手 

に取っていただくことにより、日本農林水産物・食品の品質の高さを実感していただ 

けるものと期待しています。また、これらの常設店舗において、四季折々の特産品の 

試食・販売会や料理講習会等のイベントやフェアを開催し、日本食・日本食材の魅力 

を積極的にＰＲして参ります。 

 出品情報のご提供、地域産品フェア等開催についてのご要望・ご提案も募集してお 

りますので、この機会を是非ご活用ください。 

**************************************************************************** 
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---------------------------------------------------------------------------- 

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 

  

 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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