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

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＋24.2％増の359億円となりました。 

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

  ６月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、１～６月の輸出額は、前年同期比＋20.4％増の2,015億円となりました。 

 

 １月～６月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋65.2％）、なし（＋405.1 

％）、温州みかん（＋17.5％）、桃（＋156.2％）、切花（＋163.9％）、米菓（＋ 

10.8％）、菓子（＋25.5％）、うどん・そうめん・そば（＋31.3％）、即席麺（＋ 

10.3％）、清涼飲料水（＋23.0％）、繊維板（＋96.1％）、木製建具及び建築用木工 

品（＋15.8％）、まぐろ（＋87.8％）、かつお（＋55.9％）、さば（＋36.0％）、す 

けとうだら（＋22.3％）、貝柱調整品（＋44.0％）、乾燥なまこ（＋58.5％）、あわ 

び（＋130.7％）、練り製品（魚肉ソーセージ等）（＋13.4％）等が増加する一方、 

豚の皮（▲10.8％）等は減少しています。 

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

 

 輸出額が増加した主な品目を国別にみると、りんごは台湾、香港向け、なしは香港、 

台湾向け、温州みかんは台湾向け、桃は台湾、香港向け、切花は中国、香港向け、米 

菓は台湾向け、うどん・そうめん・そばは香港向け、即席麺は米国向けがそれぞれ増 
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加しています。 

 繊維板は中国向け、木製建具及び建築用木工品は韓国向けがそれぞれ増加していま 

す。 

 まぐろ及びかつおは加工原料としてタイ向け、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、すけとうだらは韓国、中国向け、なまこ・あわび 

は高級中華食材として香港・台湾向け、練り製品（カニカマ等）は健康的かつ簡便な 

食材としてアメリカ、台湾向けがそれぞれ増加したことによります。 

 

 なお、主な国別には、香港（＋45.2％）、韓国（＋18.2％）、タイ（＋36.5％）が 

大幅に増加した他、米国（＋11.1％）、中国（＋8.8％）、台湾（＋15.6％）、シン 

ガポール（＋15.4％）、ＥＵ（＋8.8％）もかなり増加、オーストラリア（＋5.5％） 

もやや増加をしており、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）World of Food India 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：９月20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「World of Food India  

 2007」（平成19年11月19日（月）～21日（水）、於：ムンバイ（インド））への出 

 展者募集を開始いたしました。（締切：９月20日） 

    詳しくは本事業の受託者（（株）近鉄エクスプレス）のホームページをご参照く 

 ださい。 

 http://www.kwe.co.jp/oishii/guidebook.html 

     

 
               ◆ 
 
 
（２）クアラルンプールにおいて開催された「ＦＨＭ(フード＆ホテルマレーシア） 

  2007」に日本パビリオンを出展しました。（８月22日～25日） 

 

     ８月22日（水）から25日（土）までの４日間、マレーシアの首都クアラルンプー 

 ルのＫＬＣＣ（クアラルンプール・コンベンションセンター）で総合的な食品展示 

 ・商談会である「ＦＨＭ(フード＆ホテルマレーシア)2007」が開催されました。 

    農林水産省は、この「ＦＨＭ2007」に、農林水産物等海外販路創出・拡大事業に 

 より「ジャパン・パビリオン」を設置しました。ジャパン・パビリオンでは、企業 

 ・団体12団体が出展し、現地バイヤーを対象に、果物、水産加工品、菓子、調味料、 

 茶、酒などの日本産農林水産物等の商談活動を行いました。 

    日本ブースは連日満員の盛況で、来場したバイヤーは、現地で普及している「日 

 式」（日本食もどき）ではない本物の日本の味に驚いていたようです。出展者も、 

 「商談ヒット率、数が前回より多い」、「有望なパートナー候補ができた」などの 

 好感触を得ていました。 

  

     
               ◆ 
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（３）ＪＧＡＰについてＥＵＲＥＰＧＡＰとの同等性の確認手続が終了しました。 

  （８月10日） 

     

   ８月10日、ＪＧＡＰのＥＵＲＥＰＧＡＰ同等性認証について、ＮＰＯ法人日本Ｇ 

 ＡＰ協会とＥＵＲＥＰＧＡＰ事務局との正式な契約が結ばれました。 

    同等性が確認されたことにより、一定の条件のもとで審査を受け、ＪＧＡＰ認証 

 を得た農場は、ＥＵＲＥＰＧＡＰ認証農場と同等に扱われることになります。ＥＵ 

 ＲＥＰＧＡＰ同等性認証に基づくＪＧＡＰ審査の開始時期は、本年９月以降を予定 

 しています。 

    詳細は、以下をご覧ください。 

    http://jgai.jp/pressrelease070810.pdf 

        

 
               ◆ 
 
 
（４）９月開設予定のタイ、アラブ首長国連邦の常設店舗への出品及び地域産品フェ 

  ア等開催のご要望を募集しています。（出品の受付期限：12月上旬、地域産品フ 

  ェアの受付期限：10月31日） 

 

    平成19年度農林水産物等海外販路創出・拡大事業により、タイ（バンコク）、ア 

 ラブ首長国連邦（ドバイ）に９月から開設予定の常設店舗（～平成20年３月まで） 

 では、常設店舗への出品、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。 

  受け付けの期限は、取扱産品が平成19年12月上旬まで、地域産品フェア等は平成 

 19年10月31日までとなっています。 

  詳しい内容については、本事業の受託者である（株）サングローブフード（電話 

 ：03-5492-3962）にお問い合わせ下さい。 

    また、詳細について、近日中に（株）サングローブフードのＨＰにも掲載予定で 

 す。 

    http://www.sgfd.co.jp/ 

  

 

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

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。 

 

 ・海外へ高級カニかまぼこ スギヨ（石川県七尾市）、中国輸出開始 

    （北陸中日新聞 H19.7.4） 

 ・石川県産コシヒカリ、ＮＹから世界へ ＪＡ石川、初の海外ＰＲ ゴーゴーカレ 

  ーなどアンテナショップ認定 松井が「親善大使」 

    （北國新聞 H19.7.8） 

 ・－核心－ 対中コメ輸出再開 超高価、苦難の参入 中国産日本米の10倍 「高 

  いから買う」富裕層が頼み 

    （北陸中日新聞 H19.7.9） 

 ・福井県の農産物、香港人気上々 あわらで出荷、昨年の３倍 

    （県民福井新聞 H19.7.10） 

 ・香港で福井フェア スイカやメロンなど出荷 

    （日本農業新聞 H19.7.11） 

 ・日中農林業技術交流協会、島根米輸出で講演会 中国向け可能性探る 
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    （日本農業新聞 H19.7.21） 

 ・えひめ愛フード推進機構の輸出研究会、４県が見本市参加 海外販路拡大狙う 

    （日本農業新聞 H19.7.24） 

 ・えひめ農産物輸出研究会 上海食品見本市４県出展を説明 

    （愛媛新聞 H19.7.24） 

 ・北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会 30日にジャパンテント職人大学校  

  留学生対象の豆腐と湯葉作り 

    （北國新聞 H19.7.26） 

 ・青果物、輸出拡大へ課題多く 輸送コスト高 安い韓国産と競合 

    （日本経済新聞 H19.7.31） 

 ・中国で日本産米販売再開 出足好調４日で5800キロ 高級志向射止める 

  （東京新聞 H19.7.31） 

 ・財務省、６月の輸入および輸出統計を発表 輸出、増加だが主要魚種減少 

    （水産経済新聞 H19.7.31） 

 ・日本のコメ好発進 中国輸出  

    （北海道新聞 H19.7.31） 

 ・日本米、好調な出足 中国で４年ぶり販売 追加輸出に期待 

    （北國新聞 H19.7.31） 

 ・ＪＥＴＲＯ日本食品等海外展開委員会、最終提言案まとめる 「現地でのサポー 

  ターの重要性」盛り込む 

    （水産経済新聞 H19.8.1） 

 ・豆腐、素晴らしい ＪＡ金沢市で外国人留学生、豆腐作りを体験 

    （日本農業新聞 H19.8.1） 

 ・中国で日本産米好調 贈答需要強く、店頭分20トン、１週間で１／３売る 

    （毎日新聞 H19.8.2） 

 ・上海で和菓子作り教室 材料卸の上野忠（大阪市） 日本人学校児童向け 

    （日経ＭＪ H19.8.3） 

 ・岡山産果物、タイで好評 県がバンコクの日系デパートに特設店舗 

    （山陽新聞 H19.8.3） 

 ・北海道ワイン、中国に輸出 富裕層向け 

  （日経ＭＪ H19.8.3） 

 ・タイで日本食出品者を募集 日本貿易振興機構 

    （日本農業新聞 H19.8.3） 

 ・ＪＧＡＰが“世界基準”取得 国産の安全性ＰＲ 輸出へ認証コスト削減も 

    （日本農業新聞 H19.8.3） 

 ・－夏期特集・長崎の水産－ 「県水産物輸出戦略会議」が発足 輸出拡大に向け 

  課題と手法を検討 

    （水産経済新聞 H19.8.3） 

 ・ホクレン通商、香港で野菜卸売り 愛知の業者と組み、現地法人立ち上げ 道産 

  品価値向上へ 

    （北海道新聞 H19.8.3） 

 ・－巨大市場に挑む（下）－ 日本産米輸出解禁  出足好調、鍵握る価格 

    （日本農業新聞 H19.8.4） 

 ・輸出活発化、方策へ議論スタート 日本水産物貿易協会が初検討会 みなぎる輸 

  出活力誘発事業 

    （水産経済新聞 H19.8.6） 

 ・和牛肉、カナダへ輸出 有望市場を開拓 全農ミートフーズ 

    （日本農業新聞 H19.8.7） 

 ・日本水産油脂協会講演会 養魚飼料のあり方で、ＦＡＯの中田氏強調養殖業界の 

  相互協力強化 生産・輸出の標準化必要 

    （水産経済新聞 H19.8.7） 

 ・島根のＪＡ西いわみ 大房デラウェア、輸出弾み 独自規格で区別化 国内贈答 

  用も視野に 

    （日本農業新聞 H19.8.8） 

 ・冷凍エダマメ米国へ 北海道・ＪＡ中札内村 品質で中国に対抗 
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    （日本農業新聞 H19.8.9） 

 ・「上州和牛」カナダへ 群馬の卸売市場、新たな市場に期待 

    （日本農業新聞 H19.8.9） 

 ・－フォーカス－ 料亭「菊乃井」村田吉弘氏の著書「ＫＡＩＳＥＫＩ」、仏の料 

  理本版「アカデミー賞」を受賞 「これぞ日本料理」世界に紹介 

    （日本経済新聞 H19.8.9） 

 ・意欲ある輸出者を ジェトロ、農産物海外展開で提言 

    （日本農業新聞 H19.8.10） 

 ・エダマ～メ、米国人とりこ サラダなど、健康ブームに追い風 スシ・トーフに 

  続け 

    （日経ＭＪ H19.8.10） 

 ・－ゼミナール－ フーデックスに出展しよう！～展示会で販路開拓～ ⑤ブース 

  での呼び込み  

    （日本農業新聞 H19.8.10） 

 ・米輸出で日中が協議 農水省、正式な検疫条件検討 

  （日本農業新聞 H19.8.11） 

 ・「江部乙産米」台湾の消費者に人気  ＪＡたきかわ「とんぼの会」の減農薬ほし 

  のゆめ 昨年５月から輸出スタート この１年間で12トン輸出 年間通しての輸 

  出、滝川だけ 「新米キャンペーン」の要望も 

    （空知新聞 H19.8.11） 

 ・北京でコシヒカリ完売 参入第１弾に手応え 

    （日本農業新聞 H19.8.12）    

 ・－ここが知りたい－ ＪＧＡＰのメリットは？ “世界基準”を保証 消費者へ 

  の理解が課題 

    （日本農業新聞 H19.8.12） 

 ・コシヒカリ、北京で完売 

    （毎日新聞 H19.8.12） 

 ・北京でコシヒカリ完売 対中輸出、第２弾は１０月以降か 

    （西日本新聞 H19.8.12） 
 ・北京でコシヒカリ完売 ４年ぶり対中輸出“成功” 
    （北海道新聞 H19.8.12） 

 ・日本の中小向け、ドバイに特区 現地の政府系会社が方針 共同研究拠点も  

    （日本経済新聞 H19.8.13） 

 ・ジェトロ日本食品等海外展開委員会、最終提言をまとめる 輸出入者のマッチン 

  グ、機能強化の必要性など 

    （水産経済新聞 H19.8.13） 

  ・モスクワに讃岐うどん 日本人が出店 

    （山陽新聞 H19.8.14） 

 ・北京で日本米完売  

    （日本農業新聞 H19.8.15） 

 ・讃岐うどん、モスクワ進出 日本食ブーム第２弾 

    （日本農業新聞 H19.8.16） 

 ・日本ナマコ、中国で高騰 富裕層に人気 北海道が増殖作戦 

    （朝日新聞 H19.8.20） 

 ・冷凍干物 海外に拡販 三重の商工会 魚食ブーム見込む 

    （日経ＭＪ H19.8.20） 

 ・秋田純米大吟醸 欧州で最高金賞 輸出も検討 

    （日経ＭＪ H19.8.20） 

 ・－あすへの話題－ サンクトペテルブルグの日本料理 建築家、藤森照信 

  （日本経済新聞 H19.8.20） 

 ・－移動編集局 ＪＡ埼玉ひびきの－ ヤマトイモ、輸出ルート確立 シンガポー 

  ルに定期便 

    （日本農業新聞 H19.8.23） 

 ・スポット 輸出促進をさらに太く ジェトロ総括審議役 水間史人氏 

    （水産経済新聞 H19.8.23） 
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 ・－口耳四寸－ 外国人富裕層旅行者も農産漁村に 

    （水産経済新聞 H19.8.24） 

 ・2007年６月、水産物輸出実績 冷凍ビンナガ、スケソウダラ増 冷凍サバは前年 

  の半分 

  （水産経済新聞 H19.8.24） 

 ・日本ブランドの類似商標 農水省、中国・台湾を調査 米販売で表面化輸出増へ 

  環境整備 

    （日本農業新聞 H19.8.26） 

 ・農産物輸出こうして促進 年度内に実行プラン 農協流通研究所が検討委員会  

  品目ごとに重点国 

  （日本農業新聞 H19.8.27） 

 ・日本産コメ売り切れ 対中輸出１ヶ月 贈答用、高額でも人気 

    （日本経済新聞 H19.8.27） 

 ・埼玉県産ナシ ３品種 台湾に輸出 

    （日経ＭＪ H19.8.27） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 今月は、今年度の海外展示・商談会の第１弾であるＦＨＭ2007が行われました。  

今年度は、果物、水産加工品、茶、菓子、酒、調味料など多岐にわたる産品を出展し、 

また、出展産品を素材として利用したシェフによる料理ショーも実施したことから、 

現地バイヤーや来場者の方々にも、日本産農林水産物・食品の魅力が十分に伝わった 

のではないかと思います。出展者の方々も新たな販路獲得に手応えを感じられていた 

ようで、嬉しく思っております。 

 この後も、農林水産省の事業により日本パビリオンを出展する展示・商談会は、バ 

ンコク（果物専門）（９月）、ケルン（10月）、上海（11月）、インド（11月）、バ 

ンコク（12月）、ニューヨーク（来年３月）など、続々と予定されています。今後の 

展示・商談会においても、我が国農林水産物・食品の海外へのPRを効果的に実施する 

とともに、輸出に取り組む事業者の方々の販路拡大の取組を強力にバックアップして 

参ります。 

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

 

 

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

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 
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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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