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３．今月の輸出関連記事 

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

１．10月の輸出実績 

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

 本年10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＋8.6％の410億円となりました。 

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

10月は、農産物、林産物は増加、水産物は減少となりました。 

 また、１月～10月の輸出額は、前年同期比＋17.8％の3,471億円となりました。 

 １月～10月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋20.2％）、 

メロン（＋290.1％）、キャベツ（＋451.1％）、レタス（＋43.8％）、りんご（＋ 

52.7％）、なし（＋75.1％）、温州みかん（＋35.6％）、もも（＋27.4％）、ぶどう 

（＋34.9％）、鉢物類・盆栽類・植木類（＋148.1％）、切花（＋55.3％）、アイス 

クリーム（＋13.7％）、牛乳（＋62.5％）、牛肉（＋188.6％）、鶏肉（＋192.2％）、 

豚肉（＋101.2％）、清涼飲料水（＋19.5％）、菓子（＋16.3％）、乾麺（＋23.1％）、 

醤油（＋10.1％）、製材（＋29.6％）、木炭（＋26.5％）、かつお（＋49.3％）、さ 

ば（＋26.9％）、すけとうだら（＋26.4％）、さんま（＋21.3％）、魚缶詰（＋31.6 

％）、ほたて貝（＋16.8％）、干しなまこ（＋47.1％）、魚肉かまぼこ練り製品（＋ 

14.1％）等が増加する一方、かき（柿）（▲18.5％）、鶏卵（▲22.9％）、丸太（▲ 

13.0％）、しいたけ（▲16.2％）、さけ（鮭）（▲23.8％）、たい（▲12.8％）、貝 
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柱調製品（▲12.7％）等は減少しています。 

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

 主な増加の理由については、以下のとおりです。 

  コメは香港、シンガポール向けが、メロンはオマーン、香港向けが、キャベツは台 

湾、香港向けが、レタスは台湾向けが、りんご、なし、ももは、台湾、香港向けが、 

温州みかんはカナダ、台湾、香港向けが、ぶどうは台湾、香港、シンガポール向けが 

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、中国向けが、切 

花は韓国、台湾向けが増加したことによります。アイスクリームは台湾、韓国向けが 

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をはじめとして日本特有の商品の需要が堅調である  

こと、菓子はアジア諸国での経済成長に伴う購買力の増加により、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が拡大したこと、醤油は海外 

での健康志向・日本食の広がりにより、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、さんまは加 

工原料として中国向けが、ほたて貝は生食用、フランス料理、中華料理の高級食材と 

して米国向けが、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米国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。 

  かきは台湾向けが、鶏卵は前年の主要輸出先であったタイ向けが、丸太は中国向け 

が、しいたけは香港向けが、それぞれ減少したことによります。さけは中国での在庫 

余りにより中国向けが、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、貝柱調製品は香港向けが、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（＋33.2％）、台湾（＋16.6％）、韓国（＋22.1％）、 

タイ（＋25.3％）が大幅に増加した他、米国（＋9.1％）、ＥＵ（＋14.4％）、シン 

ガポール（＋15.6％）、オーストラリア（＋13.3％）もかなり増加、中国（＋0.1％） 

はわずかに増加しており、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20年度輸出促進対策予算が概算決定されました。（12月24日） 

  平成20年度輸出促進対策予算が、12月24日に概算決定されました。 

平成20年度は、農林水産物・食品の輸出額を平成25年までに１兆円規模にすると 

 いう政府の目標の達成に向けて、関係府省、都道府県、民間団体等が参画する農林  

 水産物等輸出促進全国協議会で了承された「我が国農林水産物・食品の総合的な輸  

 出戦略」に沿って、意欲ある農林漁業者等に対する支援策等を展開します。  

具体的には、 
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・ 輸出ビジネスモデル戦略の検討・策定、品目ごとの市場実態調査等、品目別の 

  戦略的な輸出促進、  

・ 農林漁業者等の販売促進活動に対する支援、海外における展示・商談会の開催 

  や常設店舗の設置、国内における展示・商談会、輸出促進セミナーの開催、農産  

  物の輸出検査体制の強化等、意欲ある農林漁業者等に対する支援、  

・ 日本食イベントや広報活動、海外日本食優良店の普及を通じた情報発信等、日 

  本食・日本食材等の海外への情報発信  

等の支援策を、積極的・総合的に講じていくこととしています。 

詳しくは、以下のＵＲＬに概要資料を掲載しておりますので、ご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/pdf/h20gaisan_kettei.pdf 

               ◆ 

 

 

（２）東京都内（第一ホテル東京シーフォード）で、輸出オリエンテーションの会を 

   開催しました。（11月30日） 

11月30日に東京都内の第一ホテル東京シーフォードで、「輸出オリエンテーショ 

  ンの会」を開催しました。今回の輸出促進セミナーでは、２名の海外のバイヤーの 

 方が「中国への日本産農産物の輸出戦略」をテーマに講演を行い、126名の参加者  

 が集まりました。参加者からは「今後も継続して情報の提供をしてほしい」「実際  

 に輸出の現場で活躍されている方の努力されている話は大変興味深かった」などの  

 意見が寄せられました。  

  引き続き開催された輸出産品発掘会（22業者が参加）では、バイヤーや在日外国  

 人（留学生など）総勢33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。この輸出商品発掘会には商懇談タイムを設  

 定し、バイヤー７社による個別商談やジェトロ、有識者による輸出相談が行われま  

 した。各テーブルでは出品者とバイヤーの間で具体的な商談が熱心に行われ、各テ  

 ーブルとも予定していた時間を超えての商談となり、大変好評でした。  

なお、年度内に開催される輸出オリエンテーションの会は次回が最後で、来年２ 

 月26日に熊本市において開催される予定です。詳細については、準備が整い次第、  

 以下のＵＲＬに情報を掲載して参ります。  

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

 

                ◆ 

（３）インド・ムンバイにおいて開催された「World of Food India 2007」に日本パ 

   ビリオンを出展しました。（11月19日～21日） 

11月19日（月）から21日（水）までの３日間、インド・ムンバイのボンベイ・エ 

  キシビション・センターで、総合的な食品展示・商談会「World of Food India  

  2007」が開催されました。  

農林水産省は、この「World of Food India 2007」に、農林水産物等海外販路創 

 出・拡大事業により日本パビリオンを出展しました。（受託者：（株）近鉄エクス  

 プレス）  

日本パビリオンには15企業が出展し、来場したバイヤーを対象に、玄米、味噌製 

 品、海苔、調味料、水産物・水産加工品、茶、日本酒等の商談活動を行いました。  

  出展品を用いた料理デモンストレーション等の集客効果もあり、日本パビリオン  

 への来場者は３日間累計で6,290人と、当初の予想を上回るものとなりました。また、  

 会期中の商談件数は351件、成約件数は３件、会期直後の成約見込み件数は43件と、  

 全くの新規市場でありながら、一定の成果を得ることができました。  

               ◆ 
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（４）タイ・バンコクにおいて開催された「日本食品フェア2007」に日本パビリオン 

   を出展しました。（12月６日～９日） 

農林水産物等海外販路創出・拡大事業により、12月６日（木）から９日（日）ま 

  での４日間、タイ・バンコクのバンコク・コンベンションセンター・アット・セン 

 トラルワールドで、日本食品の展示・商談会「日本食品フェア2007」を開催しまし  

 た。（受託者：（独）日本貿易振興機構）  

タイにおいて、日本食品を包括的に取り上げ、紹介する取組は同フェアのみです。 

 出展企業・団体は50団体で、集まったバイヤーを対象に、生鮮果実（温州みかん、  

 りんご、梨）、米、日本茶、海苔、調味料（酢、わさびなど）、レトルト食品（カ  

 レー、ふりかけ等）、水産加工品、酒（日本酒、焼酎、泡盛）等の商談活動を行い  

 ました。また、一般公開日には、日本料理のデモンストレーションや日本食に関す  

 るクイズショー等を行いました。  

  会期中の商談件数は2,353件、成約件数は186件、成約見込み件数187件、代理店  

 申し込み件数14件となっており、主な成約品目は、水産物、調味料（たれ、ドレッ  

 シング）、こんにゃく麺、米、あんぽ柿、酒類などです。  

  出展企業・団体からは、「ローカルの方々の好みを新たに発見できた点は役に立  

 った。」、「取扱商品がタイで売れるかのマーケティングができた。」、「ホテル  

 ・レストラン等の日本産の野菜、米の引き合いがあり、業務筋の商談が一部まとま  

 った。」といったコメントがありました。  

               ◆ 

（５）中国向け精米輸出について、大臣級協議が行われました。（12月１日） 

12月１日、若林農林水産大臣は、中国向け日本産精米輸出について、中国・北京 

  にて李長江国家質量監督検験検疫総局長と協議を行い、検疫条件につき、来年３月 

 末までに解決することで一致しました。また、それまでの間、暫定的な措置として、  

 第１便（24トン）と同じ輸出条件で150トンを輸出できることについて合意しまし  

 た。  

    

               ◆ 

（６）北京の常設店舗で、若林農林水産大臣及び甘利経済産業大臣が、日本産農水産 

   物のＰＲを行いました。（12月２日） 

12月２日、日中ハイレベル経済対話へ出席のため中国を訪れていた若林農林水産 

  大臣及び甘利経済産業大臣が、農商工連携の一環として、北京の常設店舗（新光天 

 地百貨店内）にて、日本産農林水産物・食品の共同トップセールスを行いました。  

 若林農林水産大臣は、「日本は世界でも有数な長寿の国。そのもとは日本食にある。  

 」など日本産農水産物等の魅力を地元市民に語りかけられました。また、輸出促進  

 のロゴマーク「おいしい」が入ったはっぴ姿で、訪れた客に、青森県産のりんご「  

 世界一」や福岡県産の梨「豊水」、鳥取県産の梨「二十世紀」の試食をすすめられ  

 ました。  

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

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。 

 ・岡山産果物、輸出促進に手応え 海外販売、県まとめ アジアで高評価 
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（山陽新聞 H19.11.25） 

 ・越光（コシヒカリ）米、台湾へ 鳥取、県産初輸出で出発式  

（日本海新聞 H19.11.27） 

 ・米、台湾へ輸出 ＪＡ鳥取いなばが出発式  

（日本農業新聞 H19.11.28） 

 ・－ひとこと－ あぶらんど萩農協米穀販売課長 横山秀美さん  

（中国新聞 H19.11.28） 

 ・タイにミカン輸出 静岡・ＪＡ大井川 新たな販路開拓  

（日本農業新聞 H19.12.1） 

 ・コメ150トン追加輸出合意 ハイレベル経済対話、日中14閣僚が共同文書   

（読売新聞 H19.12.2） 

 ・日本産米150トンを輸出で日中合意  

（朝日新聞 H19.12.2） 

 ・日中経済対話 知財保護推進へ連携 共同文書、環境など協力明記、日本米を追  

  加輸出  

（日本経済新聞 H19.12.2） 

 ・対中コメ追加輸出 150トン「経済対話」合意  

（産経新聞 H19.12.2） 

 ・対中国米輸出 第２弾は150トン 日中担当閣僚会談 検疫合意３月めど  

（日本農業新聞 H19.12.2） 

 ・日中閣僚対話 経済強調進展へ一歩 省エネ、知財保護、対中コメ輸出  

（毎日新聞 H19.12.2） 

 ・対中国コメ輸出、全面解禁へ 検疫条件、来春までに調整 暫定第２弾、150ト  

  ンで合意  

（北海道新聞 H19.12.2） 

 ・農産物輸出増へ弾み 対中コメ全面解禁、見返り要求は必死  

（北海道新聞 H19.12.2） 

 ・ＪＡ全農など、旧正月セールへ態勢づくり急ぐ  

（北海道新聞 H19.12.2） 

 ・九州産米、中国輸出へ 九州・沖縄のＪＡグループ、上海の業者と契約  

（西日本新聞 H19.12.2） 

 ・対中国コメ輸出第２弾150トン 来春まで検疫条件も解決へ  

（西日本新聞 H19.12.2） 

 ・「農産物なら日本」 中国で農水相らＰＲ  

（産経新聞 H19.12.3） 

 ・北京で日本産アピール 農相、経産相がトップセールス  

（日本農業新聞 H19.12.3） 

 ・「美味日本」宣伝 若林農相、甘利経産相、北京で売り込み  

（朝日新聞 H19.12.3） 

 ・青森リンゴなど北京市内でＰＲ 農相と経産相  

（読売新聞 H19.12.3） 

 ・日本の果物、北京でＰＲ 農相と経産相  

（日本経済新聞 H19.12.3） 

 ・経産相と農相、北京で果物ＰＲ  

（産経新聞 H19.12.3） 

 ・１個1100円のリンゴ、北京で売り込み 若林農相らがＰＲ  

（東京新聞 H19.12.3） 

 ・「日本の果物は安全」北京で２閣僚がＰＲ  

（北海道新聞 H19.12.3） 

 ・「日本の果物食べて」農相と経産相がトップセールス  

（西日本新聞 H19.12.3） 

 ・広州・北京にも出店 サイゼリヤ現地法人設立へ  

（日経ＭＪ H19.12.3） 

 ・絵解きけいざい塾 農林水産物の輸出 急増、年4000億円突破へ  

（東京新聞 H19.12.4） 
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 ・意義大きい期限設定 中国産鶏肉の解禁は慎重に 日本産米の対中輸出協議  

（日本農業新聞 H19.12.4） 

 ・食品安全で交流強化 若林農水相、中国農業相と会談  

（水産経済新聞 H19.12.4） 

 ・－釜山国際水産貿易長崎ＥＸＰＯ2007注目ブース－ 長崎市、長崎のおいしさ韓  

  国へ 醤油味おでんや煮干好評  

（水産経済新聞 H19.12.4） 

 ・極東地域への食品輸出指南 新潟で交流会  

（新潟日報新聞 H19.12.4） 

 ・ＪＲ四国子会社 韓国ソウルに讃岐うどん店  

（四国新聞 H19.12.4） 

 ・対中コメ輸出 全面解決「ほど遠い」 農水相、検疫、技術面を懸念  

（北海道新聞 H19.12.5） 

 ・年始用ボタン需要増加 松江市にＪＡくにびき、冷蔵施設増設を要望  

（読売新聞 H19.12.5） 

 ・－コンパス－ アジアの元気、海外への攻めが証明  

（日本農業新聞 H19.12.6） 

 ・道内の海産物加工品・菓子 世界の舌へ浸透図る 業者ら輸出商談  

（朝日新聞 H19.12.6） 

 ・富山米輸出サポート 天津・物流大手の趙氏来社  

（北日本新聞 H19.12.6） 

 ・中国で県産品販路拡大 上海石橋水産、松江事務所開設へ 市・県と合意  

（山陰中央日報 H19.12.6） 

 ・中国で島根産品販促 県・松江市、現地スーパーと合意  

（中国新聞 H19.12.6） 

 ・道産食品、アジアで拡販へ 現地バイヤーらが討論 農林水産物・食品輸出   

  オリエンテーションの会  

（水産経済新聞 H19.12.7） 

 ・ＪＲＯが現地説明会、日本食普及へ着々  

（日本農業新聞 H19.12.8） 

 ・「甘い！」道産タマネギ 台湾で外食向け人気  

（日本農業新聞 H19.12.8） 

 ・富裕層を「お得意様」に 和牛とミカン「さが美人」 クウェートに県産品ＰＲ  

  へ 県、日本大使館で試食会  

（佐賀新聞 H19.12.9） 

 ・岡田水産 中国の新工場、年内稼働 生産増加に対応、欧米輸出も視野  

  （水産経済新聞 H19.12.10）  

 ・19日、宇和島で対中水産物輸出セミナー  

（水産経済新聞 H19.12.10） 

 ・千葉県初の和牛肉対米輸出 ＪＡ・行政関係者が出発式  

（日本農業新聞 H19.12.11） 

 ・小名浜機船底曳網組合 来年はサンマ輸出も視野 中国向けカツオは２回輸出   

（水産経済新聞 H19.12.11） 

 ・松江、八束の生産者、大根島ボタンをＰＲ 年明け、台湾の富裕層向けに展示  

  ・販売  

（山陰中央日報 H19.12.11） 

 ・米の追加輸出で中国と合意  

（農業共済新聞 H19.12.12） 

 ・国産マーク導入へ 果実輸出促進めざす   

（日本農業新聞 H19.12.13） 

 ・－なるほどビジネスTime－ 日本食流行、コメ輸出増加  

（日経新聞 H19.12.13） 

 ・「ＮＹの反応、上々」 松江菓子販売で帰国報告  

（山陰中央日報 H19.12.13） 

 ・「維新伝心米」が好評 山口・ＪＡあぶらんど萩、台湾向け輸出に手応え  
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（日本農業新聞 H19.12.13） 

 ・台湾加賀屋、09年末開業 現地に派遣会社、「和」の接客訓練  

（日経ＭＪ H19.12.13） 

 ・ボタン苗、仏へ直接輸出 大根島・由志園、松江市長に報告  

（読売新聞 H19.12.14） 

 ・ボタン仏へ直接輸出 松江の日本庭園「由志園」 中間コスト削減、苗1000本初  

  発送  

（山陰中央日報 H19.12.14） 

 ・岡山県産白豚肉、香港に輸出 安全性ＰＲ活性化に  

（読売新聞 H19.12.16） 

 ・輸出は苦戦の様相 北海道漁連、アキサケ製品の動向について報告  

（水産経済新聞 H19.12.17） 

 ・－山陰とアジア経済－ 上海石橋水産 来春、中国で島根フェア 食品メーカー  

   16社出展  

（山陰中央日報 H19.12.20） 

 ・農産物輸出の実績着々 熊本県内の動き 味と品質に高評価 国の支援事業が後  

  押し  

（全国農業新聞 H19.12.21） 

 ・ＧＡＰ導入積極的に 千葉県農産物輸出セミナー 販売戦略を紹介  

（日本農業新聞 H19.12.23） 

 ・－コンパス－ 世界を視野に輸出を 米政策見直し  

（日本農業新聞 H19.12.25） 

 ・香港ＭＲＴ 日本産輸入に一役 配送や荷造り 産地情報も発信  

（日本農業新聞 H19.12.27） 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。  

 平成20年度輸出促進対策予算が概算決定されました。来年度は、他の農林漁業者等  

にとって見本となる先進的な取組（輸出ビジネスモデル）を確立する事業の新設、貿 

易実務経験や専門的知識を有する者（輸出プロモーター）の活用の補助事業メニュー 

への追加、輸出しようとする農産物の集荷地での植物検査に必要な予算の拡充など、 

地域の農林漁業者の皆さまの輸出への取組を後押しできるよう、予算の拡充を行いま 

した。 

 具体的な事業の公募手続等については、来年度の執行に向けて、順次ホームページ  

に掲載していきたいと考えております。円滑な事業の執行に向け、室員一同、気を引 

き締めて準備を進めて参りますので、よろしくお願いいたします。 

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

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

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 
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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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