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（１）全国８都市で、輸出オリエンテーションの会（農林水産物・食品輸出促進セミ 

  ナー、展示・商談会、輸出産品発掘会）を開催します。（参加者募集中） 

 

（２）「IPM Essen 2008」（ドイツ、花き専門の展示・商談会）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：10月31日） 

 

（３）「Gulfood 2008」（ドバイ）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：11月16日） 

 

（４）ドイツ・ケルンにおいて開催された「ANUGA 2007」に日本パビリオンを出展し 

  ました。（10月13日～17日） 

 

（５）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第21弾をアイルランド・ダブリンに 

  て実施します。（11月１日） 

 

（６）「平成１９年度真の日本食・日本食材海外発信委託事業（日本産農林水産物・ 

  食品及び日本食の魅力を発信する広報用資材の整備）」の実施予定者の公募を開 

  始しました。（応募締切：１１月９日） 

 

３．今月の輸出関連記事 

 

 

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

１．８月の輸出実績 

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

 本年８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＋26.0％の367億円となりました。 

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

  ８月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、１～８月の輸出額は、前年同期比＋21.3％の2,718億円となりました。 

 

 １月～８月の輸出額を主な品目別に見ると、メロン（＋438.6％）、りんご（＋62. 

7％）、なし（＋820.3％）、温州みかん（＋31.1％）、もも（＋33.1％）、ぶどう（ 

＋25.8％）、鉢物類・盆栽類・植木類（＋135.8％）、切花（＋40.7％）、アイスク 

リーム（＋18.4％）、牛乳（＋69.9％）、牛肉（＋168.9％）、鶏肉（＋153.4％）、 

豚肉（＋122.6％）、清涼飲料水（＋21.7％）、菓子（＋19.7％）、米菓（＋10.0％） 

、乾麺（＋25.5％）、まぐろ（＋74.3％）、かつお（＋52.3％）、さけ（＋10.9％） 

、さば（＋33.4％）、すけとうだら（＋29.2％）、さんま（＋44.6％）、魚缶詰（＋ 

32.2％）、ほたて貝（＋10.7％）、貝柱調製品（＋37.0％）、干しなまこ（＋55.5％） 

、魚肉かまぼこ練り製品（＋16.4％）等が増加する一方、レタス（▲49.6％）、だい 
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こん（▲11.2％）、苗物類（▲12.6％）、鶏卵（▲35.8％）、しいたけ（▲17.6％）、 

たい（▲19.6％）等は減少しています。 

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

 

  これは、メロンはオマーン向け、りんご、なし、温州みかん、ももは台湾向けなど、 

ぶどうは台湾・香港向けなどがそれぞれ増加したことによります。鉢物類・盆栽類・ 

植木類は、中国の経済発展の影響により、香港、中国向けなどが増加したこと、切花 

は、富裕層の増加に伴う高品質花き需要によりロシア向けなどが増加したことにより 

ます。アイスクリームは台湾向けなど、牛乳は香港向けなどが増加したことによりま 

す。牛肉は、米国・香港向け輸出が本格化してきたこと、鶏肉はベトナムでもみじ（ 

鶏足）等の需要が増加したこと、豚肉は香港、台湾向け需要が増加したことによりま 

す。 

 清涼飲料水は、アラブ首長国連邦などで日本特有の炭酸飲料の需要が堅調であるこ 

と、菓子は、東アジア地域などで我が国の高品質な菓子の需要が堅調であること、米 

菓は、米国・台湾などで我が国の高品質なあられ、せんべいの需要が堅調であること、 

乾麺は、東アジア地域をはじめとして展示会等の販路拡大により主にうどんの需要が 

堅調であることから、それぞれ増加しています。 

 かつおは加工原料としてタイ向けなど、さけは加工原料として中国向けなど、さば 

は安価な食材、加工原料として韓国・中国・エジプト向けなど、すけとうだらはキム 

チやナベの食材として韓国向け、さんまは安価な食材、加工原料として中国・韓国向 

けなど、ほたて貝は生食用、フランス料理、中華料理の高級食材としてアメリカ・台 

湾向けなど、貝柱調製品は中華料理の高級食材として香港向けなど、干しなまこは中 

華料理の高級食材として香港向けなど、魚肉かまぼこ練り製品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、魚缶詰は富裕層や在留邦人向けの需 

要があることによります。 

 一方減少については、レタスは台湾向け、だいこんは米国、台湾向け、苗物類は台 

湾向け、鶏卵はタイ向けがそれぞれ減少したことによります。しいたけは、暖冬の影 

響により国内生産量が減少したこと、たいは、国内単価上昇や韓国需要サイズの大型 

たいが少ないことによります。 

 

 なお、主な国別には、香港（＋41.3％）、台湾（＋16.2％）、韓国（＋20.2％）、 

タイ（＋32.5％）、シンガポール（＋17.4％）が大幅に増加した他、米国（＋10.6％） 

、中国（＋12.6％）、オーストラリア（＋12.8％）、ＥＵ（＋12.0％）もかなり増加 

しており、全体的に大きく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）全国８都市で、輸出オリエンテーションの会（セミナー、展示・商談会、輸出 

  産品発掘会）を開催します。（参加者募集中） 

 

  11月から全国８都市で、輸出意欲のある生産者や流通関係者の方々を対象に、国 

 内外から輸出促進サポーター（バイヤー等）を招いて、セミナー、展示・商談会、 

 輸出産品発掘会を行う「農林水産物・食品輸出オリエンテーションの会」を開催し 

 ます。開催都市は、岡山県岡山市（11月7日）、宮城県仙台市（11月13日）、新潟 

 県新潟市（11月14日）、愛知県名古屋市（11月16日）、大阪府大阪市（11月20日）、 

 東京都都内（11月30日）、北海道札幌市（12月5日）、熊本県熊本市（2月26日）で 

 す。 
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    詳細は、農林水産省輸出促進対策のページをご覧下さい。 

    http://www.jtbcom.co.jp/kokusai/orientation/index.html 

    また、参加を希望される方は、上記ページからお申し込みください。  

    

 
               ◆ 
     
     
（２）「IPM Essen 2008」（ドイツ、花き専門の展示・商談会）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：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（海外展示・商談活動）により 

 日本パビリオンを設置する、花き専門の展示・商談会「IPM Essen 2008」（平成20 

 年１月24日（木）～27日（日）、於：エッセン（ドイツ））への出展者を募集して 

 います。（締切：10月31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/guidebookIPM.html 

 

 
               ◆ 
     
     
（３）「Gulfood 2008」（ドバイ）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：11月16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「Gulfood 2008」（平成20 

 年2月24日（日）～27日（水） 於：ドバイ（アラブ首長国連邦））への出展者を募 

 集しています。（締切：11月16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/guidebook2.html 

    ただし、アルコール飲料等は出品できませんので、ご注意ください。 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）ドイツ・ケルンにおいて開催された「ANUGA 2007」に日本パビリオンを出展し 

  ました。（10月13日～17日） 

 

  10月13日（土）から17日（水）までの５日間、ドイツ・ケルンのシリキット・ナ 

 ショナル・コンベンションセンターで、総合的な食品展示・商談会「ANUGA 2007」 

 が開催されました。 

    農林水産省は、この「ANUGA 2007」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24団体が出展し、集まったバイヤーを対象に、米、冷凍寿司、日本茶、水産 

 加工品、うどん、そば、わさび、醤油、味噌、酢、豆腐、日本酒、焼酎、泡盛等の 

 商談活動を行いました。 

    「ANUGA」は出展者数、総展示面積等において世界最大級の食品見本市です。来 

 場者の半数以上が開催国ドイツ国外からの来場者という国際的な見本市で、多地域 

 のバイヤーとコンタクトを取ることが可能です。 

  ジャパン・パビリオンは大規模ではありませんでしたが、近年の日本食ブームの 

 影響か、スペースに比べて多くの訪問者が訪れました。特に、日本料理の調理デモ 
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 ンストレーションでは、現地日本料理店の日本人シェフが小型マイクを使って調理 

 方法等を説明しつつ、寿司やうどん等約4,000食を訪問者に提供し、実演ブース周 

 辺に人だかりができるほど高い注目を浴びました。 

  また、開期中の10月16日（火）に会場内の会議室にて22名のバイヤー等を対象に 

 日本食を紹介するセミナーを開催し、日本食の特徴やトレンド、欧州で人気が高ま 

 っている日本酒、日本茶についての講演を行いました。   

  会期中の商談件数は2,552件、成約件数は156件、成約見込み件数415件、代理店 

 申し込み件数186件の見込みであり、目標を大幅に上回る成果が得られました。 

 

 
               ◆ 
     
     
（５）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第21弾をアイルランド・ダブリンに 

  て実施します。（11月１日） 

     

  11月１日、在アイルランド共和国日本国大使館とジェトロ・ロンドンセンターの 

 共催により、日愛外交関係樹立50周年記念事業の一環として、日本食文化紹介イベ 

 ントが行われる予定ですが、この機会を利用して、「WASHOKU-Try Japan's Good  

 Food」事業第21弾を実施予定です。 

    当日は、ロイヤル・ダブリン・ソサイエティ（催事場）に、政府関係者、経済界 

 関係者、マスコミ関係者、料理学校関係者、ホテル・レストラン関係者、食材小売 

 業者等、日本食・日本食材の普及に影響力のある各界関係者約100名を招待し、日 

 本食に関する講演、日本食・日本食材を活用した料理デモンストレーション、試食 

 を実施予定です。日本食に関する講演では、日本の多彩な食材や味噌・醤油といっ 

 た発酵食品の魅力を紹介する内容で、本年度「日本食海外普及功労者」として農林 

 水産大臣賞を受賞されたクリストファー・ドーソン氏が行う予定です。 

  また、日本からの食材として、日本産米（秋田県産あきたこまち、宮城県産ひと 

 めぼれ）のほか、りんご（山形県産）、なし（鳥取県産）、メロン（静岡県産）、 

 緑茶（静岡県産）、味噌（宮城県、長野県、愛知県産）を提供予定です。 

  

 
               ◆ 
     
 
（６）「平成１９年度真の日本食・日本食材海外発信委託事業（日本産農林水産物・ 

  食品及び日本食の魅力を発信する広報用資材の整備）」の実施予定者の公募を開 

  始しました。（応募締切：１１月９日） 

 

    「平成１９年度真の日本食・日本食材海外発信委託事業（日本産農林水産物・食 

 品及び日本食の魅力を発信する広報用資材の整備）」の実施予定者の公募を開始し 

 ました。 

    本事業は、平成２０年７月に開催予定である北海道洞爺湖サミット等のイベント 

 での活用を念頭におき、日本産農林水産物・食品及び日本食の魅力を強力に発信す 

 る海外向け広報用資材の整備を行うものです。参加表明書の提出期限は１１月９日 

 （月）です。 

  詳細は、以下のＵＲＬをご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/071022_1.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 
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りたい方は輸出促進室までご一報ください。 

 

 ・消費者ら多数来場 中国東北アジア商品博 輸出の可能性探る 長崎魚市と長崎 

  蒲鉾組合 

    （水産経済新聞 H19.9.28） 

 ・農産物輸出拡大へ 官民一体で関東地域協議会が発足 

    （日本農業新聞 H19.9.29） 

 ・日中国交35周年 外務省、北京で記念式典 佐賀のりも友好に一役 

    （西日本新聞 H19.9.29） 

 ・公邸料理人は「味の外交官」 外務省、称号付与へ 

    （読売新聞 H19.9.30） 

 ・日本水産、仏加工食品会社を買収 欧州で初、事業拡大狙う 

    （日本経済新聞 H19.10.1） 

 ・「人工フカヒレ」中国、台湾輸出 日光ゆば製造 ジェトロと組む 

  （日経ＭＪ H19.10.1） 

 ・八戸漁港、基本計画まとまる 流通構造改革拠点整備事業 初のＥＵ輸出対応型 

  のＨＡＣＣＰ市場目指す 

    （水産経済新聞 H19.10.1） 

 ・北海道洞爺湖サミット2008 道民会議、食の部会旗揚げ 道産提供へ具体化  

    （日本農業新聞 H19.10.1） 

 ・ＥＵ向けに刺身マグロ輸出へ 日かつ漁協、年内にも実現の方針 石川組合長「 

  国際商品化進めたい」 

    （水産経済新聞 H19.10.2） 

 ・双日など10社、ワールドフードモスクワに出展 日本産水産物をアピール 「確 

  かな手応え」 

    （水産経済新聞 H19.10.2） 

 ・－大耳小耳－ 花き輸出促進、旗振り 

    （日本農業新聞 H19.10.3） 

 ・上海のレストラン閉鎖 柿安本店 中国の嗜好つかめず 

    （日経ＭＪ H19.10.3） 

 ・キッコーマンに感謝決議案 えっ！？米議会が・・・ 

    （産経新聞 H19.10.4） 

 ・日中正常化35周年 北京の日本大使館公邸で「WASHOKU-Try事業」 レセプション 

  に「佐賀のり」  

    （水産経済新聞 H19.10.4） 

 ・青果輸出へ産地連携 農協流通研究所が検討会 

    （日本農業新聞 H19.10.5） 

 ・農林中金設立の農業振興基金 会長理事にトヨタ・奥田氏 

    （日本経済新聞 H19.10.5） 

 ・－あらモード－ 中国 ラーメンの本場に続々、日本の味  

    （読売新聞 H19.10.5） 

 ・日本産米輸出 中国で好調な滑り出し 全農の取組経過と販売方針 「安全・安 

  心」の懸け橋として日本産米を評価してもらうことから 

    （日本農民新聞 H19.10.5） 

 ・米輸出へ中国調査 富山・ＪＡなのはな 

    （日本農業新聞 H19.10.9） 

 ・欧州しょうゆ３倍増 キッコーマン、10年以内に販売構想 

    （産経新聞 H19.10.9） 

  ・10日に水産庁へ提出 流通構造改革拠点漁港整備事業第１号 八戸漁港整備基本 

  計画 

  （水産経済新聞 H19.10.9） 

 ・日本の水産ビジネスと連携し新たな発展図る 駐日アイスランド大使館など ア 

  イスランド・ビジネス＆水産セミナー 

    （水産経済新聞 H19.10.9） 

 ・チムニー 「はなの舞」中国進出 ３月にも大連に１号店 
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    （日経ＭＪ H19.10.10） 

 ・イワシ食用化 小サバの輸出 必要性を訴え 相沢・全まき会長 道の駅「松浦 

  水軍の郷－海のふるさと館」で懇談会 

    （日本水産経済新聞 H19.10.10） 

 ・欧州家庭料理に“和のテースト” キッコーマンしょうゆ戦略 

    （産経新聞 H19.10.11） 

 ・－食にメス－ 食糧自給率、30％台に 進む空洞化・・・危機的状況に 

    （産経新聞 H19.10.11） 

 ・（株）活媛の陸上養殖アナゴ 「活援あなご」人気 刺身用などに新たな販路 

    （水産経済新聞 H19.10.11） 

 ・フラワーＥＸＰＯ開幕 エコ花盛り 「輸入」に鮮度で対抗 

    （日本農業新聞 H19.10.12） 

 ・千葉産アピール 国際フラワーＥＸＰＯ 洋ランなど注目 

    （日本農業新聞 H19.10.12） 

 ・北海道アキサケ漁 ようやく10万トン突破 昨年との差、徐々に縮小 フィレー 

  輸出、イクラ製品も動き出す 

    （水産経済新聞 H19.10.12） 

 ・梨、台湾輸出伸びる 高級感ヒット 熊本・ＪＡやつしろ 新市場開拓も 

    （日本農業新聞 H19.10.13） 

 ・国産果物 東南アジアへ 富裕層狙い輸出本格化 

    （西日本新聞 H19.10.14） 

 ・水産物輸出実績 2007年８月 中国向けアキサケなど増加 冷凍サバは昨年比 

  13.4％増 

    （水産経済新聞 H19.10.15） 

 ・米輸出に足掛かり 富山・ＪＡなのはな 中国調査団 天津港総裁と会談 

  （日本農業新聞 H19.10.16） 

 ・中国向けアキサケ輸出 序盤“二の足”で出遅れ感 水揚げ不振、漁価高響く  

  国内フィレー加工が優先  

    （水産経済新聞 H19.10.16） 

 ・－八戸の水産活性化を目指し 欧州水産都市視察連載①－ 競争力ある産地づく 

  りへ 欧州の水産先進都市訪問 八戸漁港流通構造改革拠点、整備事業の基本計 

  画の参考に 

    （水産経済新聞 H19.10.17） 

 ・－消費動向－ ホタテ、大型化が消流に影響 今月、オファー増え出す 

    （水産経済新聞 H19.10.17） 

 ・－ニッポン・ブランドを海外へ－ 競争の戦略とブランドの創造 日本の産業全 

  体の共通課題 

    （農業共済新聞 H19.10.17） 

 ・中国への米輸出で検疫総局長 第２陣、近く実現 

    （日本農業新聞 H19.10.18） 

 ・北京に常設店舗オープン 双日、来年３月まで「新光天地」に 陳列商品を公募 

  一次締切は今月30日 

    （水産経済新聞 H19.10.18） 

 ・中国で卸売業展開へ 築地魚市場、上海に子会社年内設立 日本産水産物を富裕 

  層に 

    （水産経済新聞 H19.10.19） 

 ・－アジアズームイン－ 水産乱世① 巨大胃袋、世界に触手 魚食の波、上海に 

  築地超す市場 

    （朝日新聞 H19.10.20） 

 ・－北海道経済特集－ 強い農業、待ったなし 効率生産と輸出に活路 

    （日本経済新聞 H19.10.20） 

 ・－コンパス－ 輸出再考の時  変化を読み競争力を 

    （日本農業新聞 H19.10.20） 

 ・農産物加工品、中国輸出に有望 地域経済総研がセミナー 

    （日本農業新聞 H19.10.21） 
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 ・輸出促進へ説明会 農水省が全国８ヵ所で 

    （日本農業新聞 H19.10.22） 

 ・国産りんご、目指せ世界一 欧州向けに高級感アピール 

    （産経新聞 H19.10.22） 

 ・農産物検疫で議論 農政局セミナー 

    （日本農業新聞 H19.10.23） 

 ・韓国でも養殖マグロ販売 アーマリン近大、高級ホテル向けに 

    （水産経済新聞 H19.10.23） 

 ・ジョイフルは中国進出 来春にも上海に１号店  

    （日経ＭＪ H19.10.26） 

 ・農林水産省、輸出オリエンテーションの会 全国８か所で開催 

  （水産経済新聞 H19.10.26）  

 ・ドイツの食品博に中国企業481社参加 

    （水産経済新聞 H19.10.26） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 編集者は、先日、ももの輸出産地に出張に行きました。輸出に対応するために輸送 

資材、輸送方法等に様々な工夫をされていることや、輸出向けとして海外から需要が 

あるのは上級のももに限られていることから、輸出できない中級、下級の桃の販売方 

法を工夫されていることなど、産地の努力を改めて実感しました。輸出を成功させる 

ためには、産地や事業者の方々の工夫・努力が重要であると感じました。 

 また、訪問した産地は、農林水産省の海外販路創出・拡大事業により海外見本市に 

出展経験がある産地でしたが、「自分たちのももが海外でこんなに喜んでもらえるの 

か、と驚き、誇りに感じた。海外市場を知れば、生産者、事業者の意識は大きく変わ 

る」という担当者の方のお話が印象的でした。当室が実施している様々な事業は、輸 

出意欲のある産地や事業者の方々に輸出の足掛かりとして活用いただけるものですの 

で、事業の実施にあたっては、生産者、事業者の方々に対する丁寧できめ細かなサポ 

ートを十分に意識して取り組んで参りたいと、思いを新たにしました。 

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

 

 

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

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。 
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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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