
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

農林水産物等輸出促進メールマガジン 

                       19・11・30  第28号 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 目 次 

１．９月の輸出実績 
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   にて（11月16日）、第23弾をマレーシア・クアラルンプールにて（11月19日）、 

  第24弾をポルトガル・リスボンにて（11月21日）、第25弾をアラブ首長国連邦・  

  ドバイにて（11月21日）実施しました。  

（４）「みなぎる輸出活力誘発委託事業」による各品目ごとの検討委員会の概要等を 

   輸出促進対策のページに掲載しています。 

３．今月の輸出関連記事 

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

１．９月の輸出実績 

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

 本年９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＋4.2％の343億円となりました。 

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

９月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 また、１月～９月の輸出額は、前年同期比＋19.1％の3,061億円となりました。 

 １月～９月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋13.3％）、 

メロン（＋401.9％）、キャベツ（＋39.0％）、りんご（＋57.1％）、なし（＋82.9 

％）、温州みかん（＋27.2％）、もも（＋26.9％）、ぶどう（＋34.6％）、鉢物類・ 

盆栽類・植木類（＋126.8％）、苗物類（＋17.3％）、切花（＋50.0％）、アイスク 

リーム（＋16.8％）、牛乳（＋73.0％）、牛肉（＋184.5％）、鶏肉（＋178.4％）、 

豚肉（＋112.3％）、清涼飲料水（＋18.5％）、菓子（＋15.7％）、乾麺（＋21.8％） 

、製材（＋11.6％）、木炭（＋25.1％）、かつお（＋44.7％）、さば（＋33.5％）、 

すけとうだら（＋27.5％）、さんま（＋27.8％）、魚缶詰（＋30.6％）、ほたて貝（ 

＋10.1％）、干しなまこ（＋48.5％）、魚肉かまぼこ練り製品（＋14.0％）等が増加 

する一方、レタス（▲44.3％）、鶏卵（▲34.2％）、しいたけ（▲23.4％）、たい（ 

▲17.8％）等は減少しています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/hinmoku.pdf 
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主な増加の理由については、以下のとおりです。 

  コメは、米国向けについて前年分の在庫があることから大幅に減少しているものの 

、香港、シンガポール向けが好調で、中国向け輸出が再開されたことにより、輸出額 

全体では前年を上回って推移していることによります。メロンはオマーン、香港、台 

湾向けが、キャベツは台湾向けが、りんご・なし・温州みかん・もも・ぶどうは台湾 

・香港向けがそれぞれ増加したことによります。鉢物類・盆栽類・植木類は香港向け 

が、苗物類は中国向けが、切花は中国向けが増加したことによります。アイスクリー 

ムは台湾向けが好調に推移したこと、牛乳は香港向けに新規輸出及び輸出を再開した 

メーカーがあったことによります。牛肉は米国・香港向け輸出が本格化してきたこと 

、鶏肉はベトナム向けの鶏足（もみじ）等の輸出が増加したこと、豚肉は香港・台湾 

向け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、乾麺は香 

港における販路拡大によりそれぞれ増加しています。 

 製材はフィリピン・韓国向けが、木炭は米国・韓国・バーレーン向けがそれぞれ増  

加したことによります。 

 かつおは加工原料としてタイ・ベトナム向けが、さばは安価な食材や加工原料とし  

て韓国・中国・エジプト向けが、すけとうだらはキムチやナベの食材として韓国向け 

が、さんまは安価な食材や加工原料として中国・韓国向けが、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向けが、干しなまこは中華料理の高 

級食材として香港向けが、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、主な減少の理由については、以下のとおりです。  

 レタスは台湾向けが、鶏卵は前年の主要輸出先であったタイ向けが、しいたけは香  

港向けが、たいは国内単価上昇や韓国需要サイズである大型のものが少ないことによ 

り韓国向けが、それぞれ減少したことによります。 

 なお、主な国別には、香港（＋34.1％）、韓国（＋21.2％）、タイ（＋27.5％）が 

大幅に増加した他、米国（＋8.5％）、中国（＋10.0％）、台湾（＋14.6％）、シン 

ガポール（＋14.6％）、オーストラリア（＋12.3％）、ＥＵ（＋13.1％）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）岡山市（11月７日）、仙台市（11月13日）、新潟市（11月14日）、名古屋市（ 

   11月16日）、大阪市（11月20日）で、輸出オリエンテーションの会を開催しまし 

  た。  

11月７日に岡山市のメルパルク岡山で、11月13日には仙台市の江陽グランドホテ 

ルで、11月14日には新潟市のホテルオークラ新潟で、11月16日には名古屋市のＫＫ 

 Ｒホテル名古屋で、11月20日には大阪市のホテル阪神で、「輸出オリエンテーショ  

 ンの会」を開催しました。  

岡山市の会では、午前中の輸出促進セミナーで「定番化に向けた食品輸出戦略」 

 をテーマにパネルディスカッションを行い、160名の参加者が集まりました。午後  

 の展示・商談会では、61名の農林漁業者、食品産業事業者が参加し、ゆず・柿等の  

 果実加工品、練り製品等の水産物加工品など、主に中国四国地域の特産品が持ち寄  

 られ、国内外のバイヤー15名に対しアピールが行われました。いくつかの品目につ  
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 いて、実際の輸出に向けてバイヤーから興味を示されたものがありました。また、  

 その後の輸出産品発掘会では、47名が参加し、在日外国人（留学生など）やバイヤ  

 ーなど中国、マレーシア等の方々総勢37名に、特産品や特産品を使った料理を試食  

 いただき、輸出可能性のある商品の発掘が行われました。参加者からは、「今後の  

 方向付けに役立った」「若干の工夫が必要と分かった」などのコメントがありまし  

 た。  

仙台市の会では、輸出促進セミナーとして、「中国への食品輸出戦略」をテーマ 

 にパネルディスカッションを行い、140名の参加者が集まりました。またその後、  

 「輸出の成功例と失敗例と対策」及び「市場開拓の推進役、模倣対策のテコに商標  

 等知財の活用を」と題して、２回のミニセミナーを開催し、100名の参加者が集ま  

 りました。展示・商談会では、43団体が参加し、コメ、りんご、農産加工品、水産  

 加工品など、主に東北地域の特産品が持ち寄られ、国内外のバイヤー13名に対しア  

 ピールが行われました。多くの品目でバイヤーから引き合いがあり、参加者からは  

 「有意義だった」「今後も開催してほしい」というコメントがありました。また、  

 商談会場に開設した個別相談コーナーには、参加者などが訪れ、支援策等の輸出関  

 連情報を入手されました。また、輸出産品発掘会では、38名が参加し、在日外国人  

 （留学生など）やバイヤーなどアジア、欧米などの方々総勢27名に特産品や特産品  

 を使った料理を試食いただきました。参加者からは、「味でバイヤーにアピールす  

 るチャンス。積極的に意見交換が出来た。」「次回、また参加したい。」などのコ  

 メントがありました。  

新潟市の会では、輸出促進セミナーとして、「海外への農産物加工品輸出戦略」 

 「生産者の立場から見た農産物輸出の実際」をテーマにした講演のほか、「海外常  

 設店舗現状報告」を実施し、117名の参加者が集まりました。展示・商談会では、  

  25団体により、コメ、水産品など、自社自慢の産品が持ち寄られ、国内外のバイヤ  

 ー15名に対しアピールが行われました。いくつかの産品についてバイヤーとの間で  

 引き続き検討が行われることになりました。また、ミニ勉強会を開催し、ユーレッ  

 プＧＡＰ認証を日本で初めて受けた片山りんご(株)の片山氏より「国際的なＧＡＰ  

 の取組について」の講演をいただいた後、ＧＡＰ導入の得失について意見交換を実  

 施しました。また、輸出産品発掘会では、15団体が参加し、在日外国人（留学生な  

 ど）やバイヤーなど総勢75名に特産品や特産品を使った料理を試食をいただきまし  

 た。バイヤーからは、出展されたコメ、酒について「価格は高いが高品質」、参加  

 者からは「機会があれば、また参加したい」などのコメントがありました。  

名古屋市の会では、輸出促進セミナーとして、「香港における輸出戦略」「中国 

 本土への輸出戦略」をテーマにした講演を実施し、130名の参加者が集まりました。  

 展示・商談会では、26団体が参加し、柿、なし、メロン、緑茶など、主に東海地域  

 の特産品が持ち寄られ、国内外のバイヤー15名に対しアピールが行われました。ま  

 た東海独自の取組として、花き専門のバイヤーを招聘し、洋ラン等についての商談  

 も実施しました。参加者からは「現在の中国市場を知る良い機会となった」「今回  

 参加して良かった。今後、積極的に取り組んでいきたい」というコメントがありま  

 した。  

大阪市の会では、輸出促進セミナーとして、「アジアへの輸出戦略」をテーマに 

 パネルディスカッションを行い、約200名の参加者が集まりました。展示・商談会  

 では、36団体が参加し、茶、しょうゆ、梅干しなど、主に近畿地域の特産品が持ち  

 寄られ、国内外のバイヤー13名に対しアピールが行われました。参加者からは「今  

 後も開催してほしい」というコメントがありました。また、輸出産品発掘会では、  

  31名が参加し、在日外国人（留学生など）やバイヤーなど総勢80名に特産品や特産  

 品を使った料理を試食をいただきました。参加者からは、「商品を実際に味わって  

 いただける機会が持てた」どのコメントがありました。  

   

               ◆ 

 

 

（２）中国・上海において開催された「FHC China 2007」に日本パビリオンを出展し 

   ました。（11月14日～16日） 
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11月14日（水）から16日（金）までの３日間、中国・上海の上海新国際博覧中心 

  で、総合的な食品展示・商談会「FHC CHINA 2007」が開催されました。 

農林水産省は、この「FHC CHINA 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25団体が出展し、集まったバイヤーを対象に、米、牛乳、豆乳、調味料、水  

 産加工品、菓子、こんにゃく製品、日本酒等の商談活動を行いました。  

また、開期中の11月15日（木）には、日本産米に関するセミナーを開催し、約30 

 名の参加者が集まりました。また、セミナーに引き続いて、試食会を開催し、14kg  

 の米を炊いて300人前の握り寿司を提供し、好評でした。  

  会期中の商談件数は3,350件、成約件数は280件、成約見込み件数224件、代理店  

 申し込み件数212件となっており、主な成約品目は、水産物、調味料（みそ、醤油）、  

 抹茶、菓子などです。  

               ◆ 

 

（３）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第22弾をドイツ・デュッセルドルフ 

  にて（11月16日）、第23弾をマレーシア・クアラルンプールにて（11月19日）、  

  第24弾をポルトガル・リスボンにて（11月21日）、第25弾をアラブ首長国連邦・  

  ドバイにて（11月21日）、実施しました。  

 

11月16日、在デュッセルドルフ日本国総領事公邸にて、政府関係者、地元企業関 

 係者（独大手流通業関係者）、地元マスコミ関係者等、約40名を招待し、日本産農  

 林水産物・食品の輸出促進を目的としたビュッフェ形式のレセプションを開催しま  

 した。日本から、こしひかり（新潟県産）、白味噌（京都府産）、日本茶（静岡県  

 産）、醤油（大阪府産）、昆布（北海道産）を食材として提供するとともに、現地  

 在住の日本酒専門家による日本食文化、日本食材に関する講演を行い、日本の「食  

 」を幅広くＰＲしました。  

また、11月19日、在マレーシア日本国大使公邸において、岩手県とマレーシアと 

 の経済的な連携を強化するとともに、日本食文化の情報発信を行うことを目的に、  

 マレーシア政府関係者、小売業者等、約100名を招待し、日本食レセプションを開  

 催しました。日本からは、岩手県産野菜、果物、漬物、麺類等の食材を提供し、Ｐ  

 Ｒを行いました。  

11月21日には、在ポルトガル日本国大使公邸において、天皇誕生日レセプション 

 の機会を利用した日本食・日本食材のＰＲを行いました。政府関係者、メディア関  

 係者、小売業者等、総勢300名を招待し、日本から、りんご（青森県産）、なし（  

 栃木県産）、かき（和歌山県産）、緑茶（静岡県産・福岡県産・鹿児島県産）、白  

 ネギ（熊本県産）を食材として提供しました。  

11月21日には、在ドバイ日本国総領事公邸において、当地に開設した日本食材の 

 アンテナショップの広報効果を高めることを目的に、高級ホテル関係者約30名を招  

 待して、日本食レセプションを開催しました。日本からは、コメ（秋田県産あきた  

 こまち）、ホタテ（青森県産）、さんま（岩手県産）、はまち（熊本県産）、りん  

 ご（青森県産）、なし（栃木県産）、かき（奈良県産）を食材として提供しました。  

               ◆ 

（４）「みなぎる輸出活力誘発委託事業」による各品目ごとの検討委員会の概要等を 

   輸出促進対策のページに掲載しています。 

「みなぎる輸出活力誘発委託事業」により、本年８月以降、各品目（日本産米、 

  野菜及び果実、花き、食肉、茶、水産物・水産加工品、特用林産物、加工食品）ご 

 とに検討委員会が設置され、検討が進められているところです。各検討委員会の概  

 要について、「輸出促進対策」のページに掲載しておりますので、以下のページよ  

 りご覧下さい。  

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/minagir_gaiyou/index.html  
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また、各検討委員会での配布資料についても、随時掲載予定です。 

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

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。 

 ・米を売れ 対中国輸出の課題 新米志向強まる 付加価値、多彩な商品日本並み  

   輸入へ期待感も 

（日本農業新聞 H19.10.27） 

 ・香港から直行便 福岡空港で県と全農ふくれん 農産物をＰＲ  

（日本農業新聞 H19.10.29） 

 ・カレー店、中国で30店体制に ハウス、壱番屋と年５店出店  

（日経ＭＪ H19.10.29） 

 ・輸入契約詐欺、タイで多発 商社名乗り「日本食ブーム 商品買いたい」 中小  

  企業狙い６月以降10件   

（読売新聞 H19.10.30） 

 ・「日本酒」再発見フォーラム 日本酒ジャーナリスト、ジョン・ゴントナーさん  

  「海外で注目を集める日本酒」 “未知の世界”が魅力 和食の普及で伸びる需  

  要  

（毎日新聞 H19.10.30） 

 ・「海外への輸出も一手」 中須・大日本水産会会長、東京水産振興会で水産業の  

  あるべき姿で講演   

（水産経済新聞 H19.10.30） 

 ・道東ナガコンブ、台湾市場の一角狙う 道漁連、３年計画で輸出拡大に挑戦 加  

  工業者の協力取付け 葉コンブ供給、巻コンブ販促 中国産との価格差縮小  

（水産経済新聞 H19.10.30） 

 ・－都市と地方 「均衡幻想」を超えて３－ グローバル化は敵なのか じり貧脱  

  出カギは海外に  

（日本経済新聞 H19.10.31） 

 ・「ワールド・フード・モスクワ2007」ロシア最大の国際食品見本市 日本の良質  

  な水産物紹介  

（水産経済新聞 H19.10.31） 

 ・アキサケ、スケソウ順調 カツオ、サンマ減 財務省９月輸出統計  

（水産経済新聞 H19.10.31） 

・(株)石田丸漁業（茨城県・波崎） 全国初のＨＡＣＣＰ対応 巻網運搬船、第53 

  石田丸が竣工 対ＥＵ輸出を視野 “安全・安心”な水産物供給  

（水産経済新聞 H19.10.31） 

 ・－生活Lifestyle－ しょうゆ、みそ、すし酢 欧米の食卓に定着 健康志向高  

  まり、売り上げアップ  

（毎日新聞 H19.11.1） 

 ・穀物輸出規制広がる ６ヶ国が禁輸、課税 相場高騰で自国優先  

（日本農業新聞 H19.11.2） 

 ・静岡で「世界お茶まつり」開幕 消費者増へ知恵結集  

（日本農業新聞 H19.11.2） 

 ・飲んで食べて－世界の大茶会 趣向凝らしおもてなし 静岡でお茶まつり  

（日本農業新聞 H19.11.2） 

 ・舌で感じた日本の食文化 マグロ寿司に挑戦 ＯＦＣＦの研修生５人 ＯＰＲＴ  

  とまぐろや協力  

（水産経済新聞 H19.11.2） 

 ・世界緑茶協会、「日本茶」に独自マーク 偽装防ぎ輸出拡大  

（日本農業新聞 H19.11.3） 

 ・釧路－台湾ビジネスマッチング協会 手応え十分、台湾貿易 道産食品商談会に  
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  出展 来年１月、高雄での物産展に自信  

（釧路新聞 H19.11.3） 

 ・ＪＡ全農、露へ日本米初輸出 まず0.6トン中国に続き  

（産経新聞 H19.11.4） 

 ・－ここが知りたい－ 東アジア植物品種保護フォーラムの目的は？ 国外の無断  

  増殖防ぐ 共通した制度づくりへ  

（日本農業新聞 H19.11.4） 

 ・－経済地球便－ ＦＴＡに商機あり 日本・タイ協定発効 リンゴなど輸出本格  

  化 車の現地生産拡大  

（読売新聞 H19.11.4） 

 ・－視点－ 海外の販路拡大に活路を 気象コラムニスト 高津敏  

（日本農業新聞 H19.11.6） 

 ・地方再生 農商工連携後押し 農水・経産省 新法視野、税制で優遇  

（日本農業新聞 H19.11.7） 

 ・米国に初、緑茶工場 伊藤園  

（日本農業新聞 H19.11.7） 

 ・台湾貿易促進セミナー 北海道や関係団体などが主催 道産品、台湾に商機あり  

（水産経済新聞 H19.11.7） 

 ・アジアの富裕層狙う 石川の食品業界 高級品で輸出攻勢 スギヨ、上海でカニ  

  かま展開 むらはた、タイで果物の専門店  

（北陸新聞 H19.11.7） 

 ・洞爺湖サミット、エコリンゴで応援  

（日本農業新聞 H19.11.8） 

 ・ビール大手、海外展開を加速 キリン、豪社と連携、リード広げる  

（日本経済新聞 H19.11.8） 

 ・食品、食材 輸出促進を 中四国農政局、生産者ら対象研修会  

（山陽新聞 H19.11.8） 

 ・対ＥＵ輸出認定を取得 欧州向けブリ拡大へ 黒瀬水産加工施設  

（水産経済新聞 H19.11.9） 

 ・中国・遼寧省の企業が売込み 道内バイヤーらが参加 札幌で経済交流深める商  

  談会  

（水産経済新聞 H19.11.9） 

 ・－政策解剖－ 農水産物輸出なるか１兆円 アジア富裕層の需要増 輸送費や輸  

  入規制が障壁  

（北海道新聞 H19.11.10） 

 ・－ＪＡＰＡＳＩＡ アジアの中の日本－ 第５部「クール」伝わる 和風の名   

  語感で勝負  

（日本経済新聞 H19.11.10） 

 ・－トップの戦略－ 象印マホービン社長 市川典男さん 生活家電、高機能を武  

  器に北米にコメ食売り込む  

  （日経ＭＪ H19.11.11）  

 ・植木輸出が急増 千葉、好況の中国、ＥＵへ 独自造形、高い評価  

（日本農業新聞 H19.11.11） 

 ・マレーシアに岩手米輸出へ   

（日本農業新聞 H19.11.11） 

 ・農林水産物の輸出１月～９月19％増 目標１兆円へ順調  

（日本農業新聞 H19.11.13） 

 ・農水産物輸出、初の4000億円越え 07年農水省見通し 多いアジア向け  

（朝日新聞 H19.11.13） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ 日本産“柿”の輸出戦略 外国産に打ち勝つ印象  

  づけを  

（農業共済新聞 H19.11.13） 

 ・地域ブランド色濃く ＪＦＭＡセミナー国際花展を総括  

（日本農業新聞 H19.11.14） 

 ・カナダへミカン輸出 神奈川・ＪＡ湘南 選果、箱詰めピーク  
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（日本農業新聞 H19.11.14） 

 ・カルビー、米社と提携 日本・香港へ半製品輸出  

（日本経済新聞 H19.11.14） 

 ・水産物輸出実績、2007年９月 アキサケ、中国向け増加 カツオ、タイ国は半減  

（水産経済新聞 H19.11.15） 

 ・需要開拓へ高級梅酒も チョーヤの金銅社長に聞く 商品数３倍、100種に 値  

  上げは考えず、国産梅にこだわり  

（日経ＭＪ H19.11.16） 

 ・くらコーポ、米国進出 １月、ロスに和食レストラン  

（日経ＭＪ H19.11.16） 

 ・新興国で冷凍物流強化 ニチレイ、中国・ポーランドに新拠点 流通・食品の受  

  託めざす  

（日本経済新聞 H19.11.17） 

 ・北海道洞爺湖サミット2008 特産味わい成功を誓う 道民会議が「夕べ」  

（北海道新聞 H19.11.17） 

 ・ニッポンの味 ＮＹに売り込め 岩手、埼玉など 郷土食、地酒ファン拡大   

（日本農業新聞 H19.11.19） 

 ・－味かげん－ モスフードサービス社長 桜田厚さん 台湾での売り上げ好調  

（日経ＭＪ H19.11.19） 

 ・九州産輸出へ上海に訪問団 九州沖縄農業経済推進機構  

（日本農業新聞 H19.11.20） 

 ・－あんぐる－ 有機野菜、成田から輸出  

（読売新聞 H19.11.20） 

 ・水産物輸出拡大に意欲 山田水産庁長官、ラジオ出演し語る  

（水産経済新聞 H19.11.20） 

 ・第５回釜山水産貿易ＥＸＰＯ開催 26か国、213企業参加 厳選食材や最新機械  

  に注目  

（水産経済新聞 H19.11.20） 

 ・日本15社、インドの食品展出展  

（日本経済新聞 H19.11.21） 

 ・インドの食品展示会 日本15社が出展 サントリーなど潜在需要探る  

（日本産業新聞 H19.11.22） 

 ・農林水産物の輸出順調 １～９月、前年同期比２割増に  

（農民新聞 H19.11.25） 

 ・佐賀県「佐賀のり」輸出で 北京・上海市で市場調査  

（水産経済新聞 H19.11.26） 

 ・長崎県輸出戦略会議が戦略案了承 上海と釜山に拠点を設置 県産魚の普及、輸  

  出促進  

（水産経済新聞 H19.11.27） 

 ・韓国・サンジン貿易、崔代表理事インタビュー スケソウ輸入は情報戦争 信頼  

  できるパートナー重要 加工品の需要高まる可能性も   

（水産経済新聞 H19.11.27） 

 ・ＪＡ鳥取いなば、台湾に向け米初輸出   

（日本農業新聞 H19.11.28） 

 ・ＨＡＣＣＰ対応 マグロ加工場完成で見学会 落成謝恩会も開催 沖縄・糸満の  

  三高水産  

（水産経済新聞 H19.11.28） 

 ・九州米、中国へ2000トン 九州・沖縄ＪＡグループ、現地業者と調印  

（日本農業新聞 H19.11.29） 

 ・農相、経産相 北京で国産ＰＲ  

（日本農業新聞 H19.11.29） 

 ・九州農業団体、対中輸出合意 米の販売で先手 巨大市場開発に意義  

（日本農業新聞 H19.11.29） 

 ・ＪＡ高知市、グロリオサ輸出を拡大 中国の富裕層に的 国内より高値販売  

（日本農業新聞 H19.11.29） 
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**************************************************************************** 

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。  

 今月は、今年度からの新たな取組である「輸出オリエンテーションの会」が、11月  

７日の岡山市での開催を皮切りに、仙台市、新潟市、名古屋市、大阪市で開催されま 

した。いずれの地域でも、生産者、事業者の方々によって地域の特産品が持ち寄られ、 

バイヤーとの商談会が活発に行われたほか、在日外国人やバイヤーなどによる特産品 

等の試食会が行われました。いくつかの産品についてバイヤーから引き合いがあった 

ほか、参加者からも「有意義だった」、「今後の方向付けに役立った」、「若干の工 

夫が必要と分かった」、「味でバイヤーにアピールするチャンス。積極的に意見交換 

が出来た。」、「今回参加して良かった。今後、積極的に取り組んでいきたい。」、 

「商品を実際に味わっていただける機会が持てた」「今後も開催してほしい」などの 

コメントをいただき、国内において輸出の手がかりをつかむよい機会となったようで 

す。「輸出に興味はあるが、まず何から始めればよいか」、「海外で自社の商品が受 

け入れられるかわからない」といった生産者、事業者の方々の声をよく耳にしていた 

ところですが、本事業への参加により、輸出に取り組むきっかけをつかんでいただけ 

るのではないかと感じています。 

 「輸出オリエンテーションの会」は、本日東京都内（11月30日）で開催されている  

他、この後、札幌市（12月5日）、熊本市（2月26日）での開催が予定されております。 

参加者の皆様にとって有意義なものとなれば幸いです。 

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

---------------------------------------------------------------------------- 
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 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。 
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…………………………………………………………………………………………………… 

  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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 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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