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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＋22.5％の337億円となりました。 

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。 

 

 また、１～７月の輸出額は、前年同期比＋20.7％の2,352億円となりました。 

 

 １月～７月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋63.6％）、なし（＋411.6％ 

）、温州みかん（＋30.8％）、桃（＋75.5％）、切花（＋245.4％）、米菓（＋11.9％ 

）、菓子（＋21.5％）、うどん・そうめん・そば（＋27.2％）、清涼飲料水（＋24.5 
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％）、繊維板（＋75.9％）、木製建具及び建築用木工品（＋18.5％）、まぐろ（＋ 

78.3％）、かつお（＋39.6％）、さば（＋37.6％）、すけとうだら（＋23.8％）、貝 

柱調整品（＋30.1％）、乾燥なまこ（＋62.5％）、あわび（＋123.1％）、練り製品 

（魚肉ソーセージ等）（＋14.0％）等が増加する一方、豚の皮（▲10.7％）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、香港向け、桃は台湾、香港向け、切花は中国向け、米 

菓は韓国、台湾向け、うどん・そうめん・そばは香港向けがそれぞれ増加しています。 

 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・韓国・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（＋43.6％）、韓国（＋18.8％）、タイ（＋30.8％）が 

大幅に増加した他、米国（＋10.4％）、中国（＋9.9％）、台湾（＋15.2％）、シン 

ガポール（＋15.1％）、オーストラリア（＋11.1％）、ＥＵ（＋11.4％）もかなり増 

加しており、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「農林水産物等輸出促進対策事業」実施予定者の公募（第４回）を 

  行っています。（提出期限：10月18日） 

 

    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（第４回）。 

 本年度の本事業の募集は、今回が最後となる予定です。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/j/supply/hozyo/070927_1.html 

    公募期間は、９月27日（月）～10月18日（月）です。  

     

 
               ◆ 
     
     
（２）９月20日、北京に日本産農林水産物・食品の常設店舗を開設しました。また、 

  北京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。 

  （第１次締切：10月30日、第２次締切：12月31日） 

 

    ９月20日、北京の新光天地に、日本産農林水産物・食品の常設店舗を開設しまし 

 た。本常設店舗は、来年３月までの約半年間にわたり設置し、米、りんご、なし、 

 水産物、水産加工品、麺類、菓子類、加工食品、調味料等の日本産食材を販売予定 

 です。また、産地フェア、試食会、料理講習会などを実施することにより、日本産 

 品をＰＲする予定です。 
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    本常設店舗への出品、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。（第１次締切：10月30日、第２次締切：12月31日） 

  詳細は、本事業の受託者（双日株式会社）のホームページをご参照ください。 

  https://www.oishii-nippon.jp/ 

 

 
               ◆ 
     
     
（３）11月開設予定の成都（中国）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。（締切：12月10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、成都（中国）に11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、平成19年12月10日までです。 

  詳細は、本事業の受託者（日本通運株式会社）のホームページをご参照ください。 

    http://www.nittsu-ryoko.com/travel/event/nousui/index.html 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）バンコクにおいて開催された「Asia Fruit Logistica」に日本パビリオンを出 

  展しました。（９月５日～７日） 

 

    ９月５日（水）から７日（金）までの３日間、タイの首都バンコクのクィーン・ 

 シリキット・ナショナル・コンベンションセンターで、青果物専門の展示・商談会 

 「Asia Fruit Logistica」が開催されました。 

    農林水産省は、この「Asia Fruit Logistica」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９団体が出展し、集まったバイヤーを対象に、ナシ、ブドウ、メ 

 ロン、モモ、リンゴ、柿、イチジク、ナガイモなどの日本産果物、野菜等の商談活 

 動を行いました。 

    「Asia Fruit Logistica」は農林水産省として初めて出展する品目別の専門見本 

 市でしたが、世界各地から質の高いバイヤーが集まって来ており、また来場客は純 

 粋なバイヤーに絞られていたため、出品者からも高評価で、「見本市の質が高い」 

 「バイヤーの質が高い」といった感想がありました。 

 

 
               ◆ 
     
     
（５）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第18弾がデンマーク・フレデリクス 

  ハウン市にて実施されました。（８月17日、18日） 

     

    ８月17日及び18日、デンマークのフレデリクスハウン市にて、「WASHOKU-Try  

 Japan's Good Food」事業第18弾を実施しました。 

    本事業は、フレデリクスハウン市で開催されたクヌッセン機関長没後50周年記念 

 イベントの機会を捉えて、和歌山県産あんぽ柿を列席者に提供したものです。（ク 

 ヌッセン機関長は、1957年、和歌山県沖で日本船の乗組員を救助しようと海に飛び 

 込み亡くなりました。日本人はこれに大変感銘を受け、国をあげて感謝の念を表し 

 ました。特にクヌッセン機関長の遺体が打ち上げられた和歌山県では、日の岬に記 

 念碑を建て、以来毎年慰霊祭を催してきたという経緯があります。フレデリクスハ 

 ウン市はクヌッセン機関長の生まれ故郷です。） 
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    17日は夕食レセプションが開かれ、フレデリクスハウン市長以下、市関係者約50 

 名、クヌッセン機関長関係者20名、和歌山県関係者約30名の計100名の出席があり 

 ました。日本からは、あんぽ柿がデザートとして提供されました。エリック市長か 

 らは、「大変美味しかった。デンマークでは干しイチジクをよく見かけるが、あん 

 ぽ柿もデンマーク人にも広く受け入れられる味であると思う。」とのコメントが寄 

 せられました。他の参加者からも好評であり、ヘルシーな食材である点を評価する 

 声も多くありました。 

  18日は、茶道デモンストレーション（一般市民等40名が参加）や日本料理デモン 

 ストレーション（一般市民等50名が参加）が行われました。茶道デモンストレーシ 

 ョンでは、日本からのあんぽ柿がお茶菓子として提供され、また、日本料理デモン 

 ストレーションでは、公邸料理人による「柿なます」（あんぽ柿を刻んで、ニンジ 

 ン、大根と和えたもの）の作り方の実演が行われました。どちらかというと、調理 

 された「なます」よりも、そのままで提供した方が反応は良かったようです。 

  

 
               ◆ 
     
 
（６）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第19弾がカナダ・バンクーバーにて 

  実施されました。（９月10日） 

 

    ９月10日、在バンクーバー日本国総領事館にて、ジェトロ・バンクーバー事務所 

 との共催により、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第19弾を実施しました。 

    当日は、ブリティッシュ・コロンビア政府関係者、マスコミ関係者、高級スーパ 

 ーや高級レストラン等の流通業者・飲食業者等約80名が参加する中、日本産食材を 

 メインに使用した日本食料理を立食形式で提供しました。 

  日本からは、先般カナダ向けに輸出された和牛肉（宮崎県産都城牛）をメインと 

 して、コメ（秋田県産あきたこまち）、温州みかん（愛知県産）、きのこ類（シイ 

 タケ（徳島県産）、舞茸（静岡県産）、エリンギ（長野県産）、シメジ（長野県産 

 ））、マスクメロン（静岡県産）、青柚子（徳島県産）、ごま油、味噌（信州みそ、 

 白みそ）、抹茶（愛知県産）を提供しました。 

    なお、和牛肉については、現地在住の日本食料理人（２社）による調理デモンス 

 トレーションを行い、網焼き、ロール焼き等、その場で調理して提供しました。ま 

 た、コメは炊き込みご飯として調理し、生産段階でなく、梱包や輸送上の品質管理 

 にも配慮されている点を説明しながら試食に供しました。キノコ類は、ごま油、ゆ 

 ずを使用し和風マリネとして提供したほか、会場内で公邸料理人が天ぷらとして料 

 理し、抹茶塩及びゆず塩を添えて、揚げたてを提供しました。味噌は、薬味を混ぜ 

 た味噌だれにし、現地産の鮭にのせて、鮭のちゃんちゃん焼きとして提供しました。 

 抹茶は、野立て方式による茶席で提供しました。 

    出席者からは、提供した日本産食材の食味や品質の高さを賞賛するコメントが多 

 数寄せられたほか、実際の購入先について多数の質問がありました。 

     

 
               ◆ 
 
 
（７）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第20弾を中国・北京にて実施しまし 

  た。（９月28日） 

 

   ９月28日、在中国日本国大使館が大使公邸にて開催する日中国交正常化35周年記 

 念レセプションの機会に、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第20弾を実施 

 しました。 

    当日は、中国側党・政府機関、日本留学経験を有する元留学生、邦人関係者等、 

 広く日中関係に貢献した日中双方の関係者約1,000名が出席しました。 

  日本からは、日本産米（千葉県産コシヒカリ）のほか、輸出重点品目であるなが 
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 いも（青森県産）、メロン（静岡県産）、りんご（青森県産）、なし（福岡県産）、 

 ぶどう（福岡県産）、かき（和歌山県産）、緑茶（静岡県産）に加え、海苔（佐賀 

 県産）を提供しました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（８）平成20年度輸出促進対策予算概算要求の概要を、輸出促進対策ＨＰに掲載しま 

  した。 

 

   平成20年度輸出促進対策予算概算要求の概要について、輸出促進対策のホームペ 

 ージに掲載しました。詳細はこちらをご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/pdf/h20gaisan.pdf 

  

 

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

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。 

 

 ・東北の「食」売り込め 農産物販路拡大、６県の連携カギ 

    （読売新聞 H19.8.29） 

 ・台湾で埼玉県が「騎西の梨ＰＲ」 

    （日本農業新聞 H19.8.29） 

 ・イオン、アジア60店舗目 香港にスーパー 

    （日経ＭＪ H19.8.29） 

 ・アグリフードＥＸＰＯ 農家が自信作ＰＲ バイヤーと商談、販路拡大目指す  

  有機コーナー登場、カット野菜も注目 

    （日本農業新聞 H19.8.29） 

 ・農林漁業金融公庫主催、第２回アグリフードＥＸＰＯ2007 きょうまで開催 安 

  全・安心な国産農産物ＰＲ シンポやセミナーも 

    （水産経済新聞 H19.8.29） 

 ・国産青果物、輸出攻勢へ一丸 農協流通研究所、検討委員会初会合 年度内に実 

  行計画 

    （日本農業新聞 H19.8.30） 

 ・外国バイヤー招き産地視察など 水産物輸出拡大協議会  促進支援で４事業展開  

  海外で展示・調理法紹介も 

    （水産経済新聞 H19.8.30） 

 ・第３回東北サミット 味な「食」、東北にあり ブランド化海外戦略も 観光と 

  一体、６県でＰＲ 特産自慢、知事熱弁 

    （読売新聞 H19.8.31） 

 ・19年度農林水産物等輸出促進支援事業計画 輸出相手国から産地へバイヤー招聘  

  輸出水産物に対する理解深める活動を 海外輸出環境調査も実施 現地マーケッ 

  トへの輸出可能性把握へ 

    （水産経済新聞 H19.8.31） 

 ・－ＳＰＯＴ－ 輸出で活性化、就労者も確保 水産庁企画課長 石川裕氏 

    （水産経済新聞 H19.8.31） 

 ・双日・ニチロなどロシア水産物市場を開拓 見本市に出展、現地担当置く 

    （日本経済新聞 H19.9.1） 

 ・アジア初国際果実・野菜見本市「アジア・フルーツ・ロジスティカ」 バンコク 

  で始まる 自信作売り込み 販路拡大へ「商談」 

  （日本農業新聞 H19.9.2） 
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 ・北京で日本食ＰＲ 双日が23日から常設店舗 

    （日本農業新聞 H19.9.4） 

 ・日本食ブームを追い風に ブランド確立のチャンス シンポジウム「農産物輸出 

  拡大の処方箋」 カギ握る品質管理と情報提供 

    （農業共済新聞 H19.9.5） 

 ・農林公庫がアグリフードＥＸＰＯ2007  

    （農民新聞 H19.9.5） 

 ・双日 日本食ＰＲの常設店舗 北京の百貨店に開設 23日から６か月間 

    （水産経済新聞 H19.9.5） 

 ・アグリフードＥＸＰＯ2007 来場２倍、１万人で盛上る 商談引合額も大幅に増 

  加 

    （水産経済新聞 H19.9.5） 

 ・「仁多米」米国に本格輸出 本年産ＮＹなどへ７トン前後 ＪＡ雲南計画 

    （山陰中央新聞 H19.9.5） 

 ・岐阜農産物アピール 香港輸出へ初の商談会 県の促進協議会 

    （日本農業新聞 H19.9.5） 

 ・農産加工品、アジアに活路 中国地方５県の中堅メーカー、加工会社、中国など 

  向け 輸出拡大や生産能力増 

    （日本経済新聞 H19.9.5） 

 ・岡山産果物 県が出展へ タイ見本市「アジア・フルーツ・ロジスティカ」 

    （山陽新聞 H19.9.5） 

 ・日本×タイ タイアップ イオン、相互に特産品祭り 

    （日経ＭＪ H19.9.7） 

 ・アキサケ中国輸出、静かな序盤 高値のヒネ物と表示問題がカギ 潜在的には強 

  い需要  

    （水産経済新聞 H19.9.7） 

 ・水産経済新聞インタビュー 真鍋武紀・香川県知事に聞く 世界的魚食の広がり 

  は好機 輸出など積極的に販路拡大 ハマチ養殖80周年 生産・販売対策に注力 

    （水産経済新聞 H19.9.7） 

 ・日本食ブームを生かせ 輸出拡大のチャンス マーケティングが重要に静岡県  

  茶、健康カギに輸出増 

    （全国農業新聞 H19.9.7） 

 ・東海地域の行政、ＪＡ、食品産業が連携 輸出拡大へ協議会  情報提供、セミナ 

  ー開催 相談窓口も設置 

    （日本農業新聞 H19.9.7） 

 ・大連にアンテナ店 岩手県、来年度開設目指す ナマコや米、県産品輸出を拡大 

    （岩手日報 H19.9.7） 

 ・北海道洞爺湖サミット2008 道産食材でおもてなし 道民会議、きょう利用促進 

  組織設置 世界進出の足掛かりに  

    （農業新聞 H19.9.7） 

 ・「食の大使」？「味の外交官」？ 外務省、来年度にも公邸料理人に称号 

    （日本経済新聞 H19.9.9） 

 ・野菜・果物、直接売り込め 生産者、展示会でＰＲ アグリフードＥＸＰＯ、野 

  菜・くだものフェア、商談引合額も増加 

    （日経ＭＪ H19.9.9） 

 ・農水省知財戦略本部 今秋、地域ブランド協議会 販路拡大へ民間支援 

    （日本農業新聞 H19.9.12） 

 ・えひめ輸出商品商談会 東アジアへ攻め かんきつ加工品に関心 

    （日本農業新聞 H19.9.12） 

 ・－記者席－ 水産加工業者、輸出も一つの手 

    （水産経済新聞 H19.9.12） 

 ・えひめ輸出商品商談会 東アジアへ攻め かんきつ加工品に関心  

    （日本農業新聞 H19.9.12） 

 ・日本初のHACCP対応船 石田丸漁業の第53石田丸 中国・東南ア向け冷凍魚輸出 

  を視野 建造着々、10月引渡し 
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    （水産経済新聞 H19.9.13） 

 ・えひめ輸出有望商談会in東京 ジェトロ本部展示場で開催 

    （水産経済新聞 H19.9.14） 

 ・中国で「ジャパン・フェア」開幕 

    （日本経済新聞 H19.9.16） 

 ・ユーレップギャップ→グローバルギャップ 互換性を各国追求 

    （日本農業新聞 H19.9.16） 

 ・日本製品売り込み 中国・広州で見本市 

    （日本農業新聞 H19.9.16） 

 ・イクラ、ホタテ 欧州向け輸出強化 道漁連、ユーロ高で競争力 

    （日経ＭＪ H19.9.17） 

 ・第51回国際農業ジャーナリスト連盟世界大会（ＩＦＡＪ大会）、きょう開幕 

    （日本農業新聞 H19.9.17） 

 ・－キーパーソン－ 今村奈良臣・ＩＦＡＪ日本大会実行委員長 世界へ農業報道 

    （日本農業新聞 H19.9.17） 

 ・ＮＹに日本茶カフェ 茶卸の袋布向春園本店、健康志向狙いの初の海外進出 

    （日本経済新聞 H19.9.19） 

 ・ワールドフードモスクワ 日本産水産物アピール 双日の水産グループなど10社 

    （水産経済新聞 H19.9.19） 

 ・長崎魚市と長崎蒲鉾水産加工業協同組合 中国北東アジア商品博覧会に平成長崎 

  俵物など出展 

    （水産経済新聞 H19.9.19） 

 ・日本フェア出展規模最大 中国でジェトロ 

    （日本農業新聞 H19.9.20） 

 ・農林水産物、食品の輸出促進 農林水産省20年度予算 25億円を要求 品目ごと 

  のビジネスモデル確立や販路創出など図る 

  （水産経済新聞 H19.9.21） 

 ・カナダ農務官・農産食品省 カナダ大使館でカナダフードエクスポ2007 シーフ 

  ードも出展  

    （水産経済新聞 H19.9.21） 

 ・水産物輸出実績 2007年７月 冷サバ、スケソウ増 魚粉・ミールなど減少 

    （水産経済新聞 H19.9.21） 

 ・中国での日本米評価 「味良いが高価格」 全農、フェアでアンケート 

    （日本農業新聞 H19.9.22） 

 ・日本食常設店、北京に開店 

    （日本農業新聞 H19.9.24） 

 ・北海道のＪＡ中札内村 冷凍枝豆、米に輸出  安全性で中国産に対抗 

    （日経ＭＪ H19.9.24） 

 ・米国・香港向けに牛肉を本格輸出 スターゼン 

    （日経ＭＪ H19.9.24） 

 ・－このひと－ ＪＡ全農代表理事専務 成清一臣氏 飼料原料の高騰と全農グル 

  ープの対応 海外も視野においた体制作りを支援 

  （農民新聞 H19.9.25）   

 ・長崎カマボコの魅力を全国に 平成長崎俵物、中国でもアピール 

    （水産経済新聞 H19.9.27） 

 ・花き輸出で連携 全国花き輸出拡大協議会が発足 アジア富裕層に照準 

    （日本農業新聞 H19.9.28） 

 

 

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

〈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、秋の果物や野菜が 

並び、「実りの秋」を実感いたします。 

 今月は、タイ・バンコクにて開催された青果物専門の展示・商談会「Asia Fruit  
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Logistica」に日本パビリオンを出展し、日本からの旬の秋の果物や野菜を多く出品 

することができました。また、本展示・商談会は、青果物専門の展示・商談会であり、 

青果物にターゲットを絞った質の高いバイヤーが集まることから、有意義な出展とな 

ったのではないかと思います。 

 今後も、常設店舗や展示・商談会等において、我が国の旬の農水産物等を効果的に 

ＰＲ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、以 

下のＵＲＬよりお願いします。 

https://www.voice.maff.go.jp/maff-interactive/people/ShowWebFormAction.do?FORM_NO=84 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 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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