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

１．平成19年11月の輸出実績 

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

 昨年11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＋15.0％の404億円となりました。 

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

昨年11月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

   

 また、昨年１月～11月の輸出額は、前年同期比＋17.5％の3,875億円となりました。  

 昨年１月～11月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋18.2％）、 

メロン（＋266.3％）、キャベツ（＋565.3％）、レタス（＋98.9％）、だいこん（＋ 

22.5％）、りんご（＋59.3％）、なし（＋75.4％）、温州みかん（＋58.7％）、もも 

（＋27.4％）、ぶどう（＋38.5％）、鉢物類・盆栽類・植木類（＋145.3％）、切花 

1/10 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



（＋64.6％）、アイスクリーム（＋10.9％）、チーズ（＋14.4％）、牛乳（＋63.1％）、 

牛肉（＋215.5％）、鶏肉（＋194.0％）、豚肉（＋115.4％）、清涼飲料水（＋19.6 

％）、菓子（＋15.5％）、米菓（＋11.2％）、乾麺（＋21.4％）、製材（＋41.8％）、 

木炭（＋24.4％）、かつお（＋54.5％）、さば（＋20.9％）、すけとうだら（＋20.5 

％）、さんま（＋42.4％）、魚缶詰（＋32.8％）、ほたて貝（＋21.1％）、干しなま 

こ（＋38.8％）、魚肉かまぼこ練り製品（＋13.1％）等が増加する一方、かき（柿） 

（▲33.9％）、鶏卵（▲22.7％）、さけ（鮭）（▲27.4％）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、だいこんは香港向けが、りんごは台湾、香港、 

中国向けが、なし、ももは、台湾、香港向けが、温州みかんはカナダ、台湾、米国向 

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、切花は中国、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、チーズ 

は中国、香港向けが好調だったこと、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、菓子は高品質な商品の需要が堅調であること、米菓は韓国、台湾向けが増加し 

たこと、乾麺は香港における販路が拡大したことにより、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、クウェート、サウジアラビア向けが  

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、韓国、タイ向けが、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（柿）は台湾、香港、タイ向けが、鶏卵は前年の主要輸出先であったタイ向け 

が、それぞれ減少したことによります。さけ（鮭）は中国での在庫余りにより中国向 

けが減少したことによります。 

 なお、主な国別には、香港（＋34.7％）、台湾（＋20.0％）、韓国（＋21.3％）、 

タイ（＋25.1％）が大幅に増加した他、米国（＋9.5％）、ＥＵ（＋14.1％）、シン 

ガポール（＋15.3％）、オーストラリア（＋12.2％）もかなり増加しており、全体的 

に増加傾向にありますが、中国（▲3.3％）については、わずかに減少しました。 

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年農林水産物等輸出実績（速報値）を公表しました。 

 

平成19年の我が国の農林水産物等の輸出額（アルコール飲料、たばこ、真珠を除 
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 く）は、前年より16.0％増加して、4,338億円となりました。農林水産物の内訳は、  

 農産物：2,221億円（前年比＋14.1％）、林産物：104億円（前年比＋15.6％）、水  

 産物：2,013億円（前年比＋18.2％）となりました。 輸出先国は、１位が香港、２  

 位が米国、３位が韓国となりました。  

公表資料は、以下のページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/080131.html 

なお、平成19年の輸出実績の詳細な分析については、次号で行う予定です。 

               ◆ 

 

 

（２）香港において日本産和牛プロモーションイベントを実施し、あわせて「WASHOKU 

   -Try Japan's Good Food」事業を実施しました。（１月10日、11日） 

１月11日、香港のホテル・ニッコー・ホンコンにて、「日本食材・日本食文化発 

  信事業」により、日本産和牛肉プロモーションイベントを開催しました。当日は、 

 香港政府関係者、立法会議員、財界関係者、著名人、マスメディアなど150名の出  

 席者に対し、和牛統一マークについて説明し、安心して日本産和牛肉を購入いただ  

 けることをアピールしたほか、和牛の生産についてのプレゼンテーションや、試食  

 会を行いました。出席者からは、日本産和牛の様々な部位を用いた料理に高い評価  

 が示されました。また、併せて、複数の都道府県による農産品の展示等が行われ、  

 出席者の高い関心を得ていました。  

プロモーションイベントの前日の１月10日夕刻には、香港総領事公邸にて、香港 

 政府関係者、財界関係者、著名人などを招き、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」  

 事業を実施しました。当日は、和牛肉（佐賀県産）のほか、コシヒカリ（新潟県産）、  

 乾しいたけ（鳥取県産）、いちご（佐賀県産）、三宝柑（和歌山県産）、メロン  

 （静岡県産）、本わさび（静岡県産）、日本茶（福岡県産）が提供されました。出  

 席者からは、日本産農産物を用いた料理に感嘆の声が寄せられるとともに、高品質  

 で安全な日本産農産物への高い関心が示されました。  

 

                ◆ 

（３）ドイル・エッセンにおいて開催された「IPM Essen 2008」に日本パビリオンを 

   出展しました。（１月24日～27日） 

１月24日（木）から27日（日）までの４日間、ドイツ・エッセンのエッセン・ト 

  レード・フェア・グラウンドで、花き専門の国際見本市「IPM Essen 2008」が開催 

 されました。  

農林水産省は、この「IPM Essen 2008」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12企業・団体等が出展し、来場したバイヤーを対象に、庭木、 

 鉢植、切花等の商談活動を行いました。  

  会期中、日本パビリオンは非常に盛況で、特に植木については、商談待ちの来場  

 者が出るほどでした。切花、切枝についても、デンドロビューム、グロリオサ、ト  

 ルコ桔梗に来場者から関心が寄せられ、問い合わせが集中しました。  

  受託者（(株)近鉄エクスプレス）のページは以下のＵＲＬからご覧いただくこと  

 ができます。  

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

               ◆ 

（４）シンガポール （12月４日）、クウェート（12月９日）、ブルネイ（12月11日）、 

   ロシア（12月13日）にて「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施しました。  

3/10 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



12月は、各大使館の大使公邸にて実施される天皇誕生日レセプションの機会に合 

  わせて、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を４事業実施し、出席者に対し 

 日本からの食材を提供し、ＰＲを行いました。  

在シンガポール日本国大使館では12月４日に実施し、政府、財界、文化関係者等 

 約450名の出席者に対し、こしひかり（新潟県産）、みかん（熊本県産）、りんご  

 （山形県産）、いちご（福岡県産）、柿（福岡県産）、マスクメロン（静岡県産）、  

 日本茶（静岡県産）を提供しました。  

在クウェート日本国大使館では12月９日に実施し、政府、財界、食品関係者等約 

  300名の出席者に対し、米（佐賀県産夢しずく）、牛肉（佐賀県産）、なし（栃木  

 県産）、みかん（佐賀県産）、いちご（福岡県産）、日本茶（佐賀県産）、海苔  

 （佐賀県産）等を提供しました。  

在ブルネイ日本国大使館では12月11日に実施し、王族、政府、財界関係者等約 

  400名の出席者に対し、米（宮城県産ひとめぼれ）、りんご（青森県産）、なし  

 （岡山県産）、いちご（栃木県産）、柿（福岡県産）、日本茶（静岡県産）を提供  

 しました。  

在ロシア日本国大使館では12月13日に実施し、政府、財界関係者等約300名の出 

 席者に対し、米（福井県産コシヒカリ）、メロン（静岡県産）、みかん（和歌山県  

 産）、長いも（北海道産）、れんこん（茨城県産）、日本茶（鹿児島県産）、味噌  

 （長野県産）を提供しました。  

               ◆ 

（５）平成20年度みなぎる輸出活力誘発事業（輸出ビジネスモデル確立）の説明資料 

   を作成しました。（１月11日） 

来年度（平成20年度）の輸出促進対策予算の新規の大きな柱である「輸出ビジネ 

  スモデル確立」事業について、農林水産省ホームページに説明資料を掲載しました。 

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

 

「輸出ビジネスモデル確立」事業とは、意欲の高い農林漁業者等の輸出に係る新 

 たな取組や先駆的な取組といった模範的な取組（輸出ビジネスモデル）を確立する  

 とともに、その確立の過程で得られた情報や手法等を他の農林漁業者等に提供する  

 ことにより追随する取組を広めるものです。  

農林水産省では、輸出に係る模範的な取組を行おうとする方を公募により募集す 

 ることとしており（募集開始は２月中旬頃を予定、募集期間は１ヶ月間程度）、選  

 定されたモデル実施者については、模範的な取組の実現に向けた「輸出ビジネスモ  

 デル戦略」をシンクタンク等が１年間かけて策定することになります。戦略の策定  

 過程における国内外での調査や国内での検討会の開催に係る費用は予算の範囲内で  

 全額国庫負担で行い、モデル実施者となった方もシンクタンク等とともに調査に同  

 行し、検討会に参加いただきます。輸出ビジネスモデルにご関心の方は、是非、モ  

 デル実施者への応募をご検討下さい。なお、輸出ビジネスモデルについて不明な点  

 等ありましたら、農林水産省輸出促進室（ＴＥＬ：０３－３５０２－３４０８）ま  

 でご照会下さい。  

    

               ◆ 

（６）農林水産物・食品の輸出促進に関する実用技術開発事業の研究課題の公募が始 

   まりました（1月17日～３月５日） 

1月17日、農林水産技術会議事務局では、「新たな農林水産政策を推進する技術 

  開発事業」の研究課題の公募を開始しました。この事業では、行政ニーズに対応し 

 た「研究領域設定型研究」の中に、「農林水産物・食品の輸出促進、食品産業の海  

 外展開」の領域を設定し、引き続き国産農林水産物・食品の輸出促進や食品産業の  
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 海外展開に資する技術開発の取組みを支援することとしております。この事業は、  

 地方自治体や研究機関、民間企業等の複数のセクターの者が参画し、１年あたりの  

 研究費の上限を5000万円（原則として3年以内）として研究を実施するものです。  

 平成19年度は、この前身の事業である「先端技術を活用した農林水産研究高度化事  

 業」において、「急須なしでも本格的な日本緑茶が味わえるドリップ式緑茶の開発  

 」や「果実輸出における害虫付着果及び食入果の流通阻止技術の開発」、「青果物  

 のスーパー・パーシャルシール鮮度保持包装技術の開発」などが研究課題として選  

 定されました。  

詳細は、以下をご覧下さい。 

  http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/080117.htm  

 （プレスリリース：平成20年度「新たな農林水産政策を推進する技術開発事業」の  

 研究課題の公募について）  

 http://www.s.affrc.go.jp/docs/news/koubo/high_h19/high_h19_070706.htm 

  （平成19年度「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」の研究課題選定結果） 

               ◆ 

（７）和牛統一マークとキャッチコピーが決定されました。 

「和牛の肉」を海外に輸出するにあたって、「日本産の本物の和牛の肉」である 

  ことをアピールするためのマークとキャッチコピー「にっぽんの味 おいしい和牛 

 」「A taste of Japan -Let's eat delicious Wagyu!」が、社団法人中央畜産会に  

 より決定されました。このマークとキャッチコピーは、一般公募により募集された  

 作品の中から、和牛統一マーク等企画検討委員会（事務局：社団法人中央畜産会）  

 の厳正なる審査の結果選ばれた作品に一部修正が加えられ、最終的に決定されたも  

 のです。  

和牛統一マークを使用するためには、使用許諾要領に基づき社団法人中央畜産会 

 会長に使用申請を行い許諾を受ける必要があります。  

和牛統一マーク及び和牛統一マーク使用許諾要領、和牛統一マーク使用マニュア 

 ルについては、社団法人中央畜産会のページをご覧ください。  

http://jlia.lin.go.jp/wagyu/ 

               ◆ 

（８）ＳＰＳ協定に関する情報を農林水産省ホームページに掲載しています。 

農林水産省では、ＷＴＯ協定の１つであるＳＰＳ協定について紹介するホームペ 

  ージを開設しています。 

農林水産物を輸出しようとした時に輸入国側から食品としての安全性（残留農薬 

 など）や植物の病害虫についての証明書を求められたり、鳥インフルエンザの発生  

 国からの鶏肉製品の輸入が停止されたりというようなことがあります。ＳＰＳ協定  

 は、このような貿易に関係する食品安全・家畜衛生・植物防疫のための措置を講じ  

 るにあたって、各国が守らなければならないルールです。  

このホームページでは、ＳＰＳ協定についての基本的な解説や、関連する機関（ 

 国際機関や日本の所管省庁）へのリンク、各国間の議論（ＳＰＳ委員会）などを掲  

 載しています。今後もさらに内容を充実させていく予定ですので、ご関心のある方  

 はぜひ一度のぞいてみてください。  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/index.html 

               ◆ 

（９）日本語版コーデックス規格を農林水産省ホームページに掲載しています。 
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コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的 

  として、1962年にFAO及びWHOにより設置された国際的な政府間機関であり、国際食 

 品規格の作成等を行っています。我が国は1966年より参加しています。コーデック  

 ス委員会では、食品のリスク分析原則、食品添加物や残留農薬等の基準値、食品表  

 示や個別食品の規格等、数多くの規格の検討、作成が行われており、各国はこのコ  

 ーデックス規格に基づき国内の措置をとることとされています。  

農林水産省では、このようなコーデックス規格の内容を皆さまに理解していただ 

 くため、今回は５つのコーデックス規格の日本語版を作成し、ホームページに掲載  

 しました。以下のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

   

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/codex/  

 （コーデックス委員会（農林水産省））  

   

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/codex/standard_list/index.html  

 （日本語版コーデックス規格）  

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

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。 

 ・－あれから07年回顧（６）－ ２月、ロシア貿易促進プロジェクト始動 県産品 

   魅力高めて 

（山陰中央新報 H19.12.20） 

 ・台湾の物産展、42商品出展へ えひめ農水産物輸出研  

（愛媛新聞 H19.12.22） 

 ・島根奨励米「きぬむすめ」 台湾に200キロ初輸出 外食産業向け販路拡大目指す  

（山陰中央日報 H19.12.27） 

 ・米輸出、中国へあす50トン 全農、贈答需要に照準 07年度上半期、全農の輸出  

  額倍増  

（日本農業新聞 H19.12.28） 

 ・カツオ、サンマなど増加 財務省11月貿易統計 水産物輸出 サバは大幅減、半  

  分に  

（水産経済新聞 H19.12.28） 

 ・全農 新潟、宮城県産米50トン 中国に向け出発  

（日本農業新聞 H19.12.30） 

 ・香港の展示会に出展者を募集 メッセ・ベルリン日本代表部  

（日本農業新聞 H19.12.30） 

 ・デルフィニウム 定期輸出決める 愛媛ＪＡ周桑、月１、２回上海へ  

（日本農業新聞 H19.12.30） 

 ・－南関東ワイド－ 世界に羽ばたけ関東産  

（日本農業新聞 H20.1.1） 

 ・ＪＡグループの輸出額27％増に ＪＡ全農07年度の農畜産物輸出見通し発表  

（全国農業新聞 H20.1.1） 

 ・お隣はお得意さん 伸びる農畜産物輸出 北海道産ナガイモ→台湾、土産や宴会  

  の定番に 九州産米→中国、九農構が2000トンを調印 宮城県産赤豚→香港、常  

  連増え着実に浸透  

（日本農業新聞 H20.1.3） 

 ・－be report－ 求む！クールな日本食 ブームを超えて世界のスタンダードに   

  ヘルシー志向の流れに乗る  

（朝日新聞 H20.1.5） 

 ・－食、世界へ羽ばたく－ 安全・おいしさ日本発 中国地方メーカー、アジア・  

  欧米に活路  
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（中国新聞 H20.1.5） 

 ・米国シェフは和食がお好き 全米レストラン協調べ ワインより日本酒、つまみ  

  はエダマメ  

（日本農業新聞 H20.1.6） 

 ・－年頭所感－ 自ら先頭に立ち「攻め」の姿勢で農林水産行政推進 農林水産大  

  臣 若林正俊  

（水産経済新聞 H20.1.7） 

 ・バイオトイレ輸出 杉チップ微生物が分解 静岡のＮＰＯ法人  

（日本農業新聞 H20.1.8） 

 ・－食、世界へ羽ばたく－ 和のこだわり 家庭の味、現地に提案 好み見極めレ  

  シピ紹介 「ひじき」人気 みそ独へ輸出  

（中国新聞 H20.1.8） 

 ・フィリピンにすし海外１号店 金沢のエムアンドケイ  

（日経ＭＪ H20.1.9） 

 ・青森・大間産、最高値の本マグロ、香港へ ５日の築地初セリで、現地寿司店が  

  指名買い  

（水産経済新聞 H20.1.9） 

 ・－食、世界へ羽ばたく－ 健康ブーム 飲料酢、富裕層に手応え 抹茶はタイ風  

  アレンジ   

（中国新聞 H20.1.9） 

 ・農水産物の加工品、上海で展示商談会 山口から３社初参加  

（中国新聞 H20.1.9） 

 ・農政局が在住外国人にアンケート 日本食「米」が好き すし、みそも上位に  

  「安全・安心」に高い評価  

（日本農業新聞 H20.1.9） 

・果物の輸出販売、新竹市に提案へ 市議連、台湾へ出発 

（山陽新聞 H20.1.9） 

 ・香港、日本の農産物定着 富裕層が高品質支持  

（日本農業新聞 H20.1.10） 

 ・香港の日本産農産物、高値も引っ張りだこ カボチャ、サツマ好調、小ぶりに人  

  気集中  

（日本農業新聞 H20.1.10） 

 ・農産物輸出へ連携 九州沖縄農業経済推進機構、九州経済連合会、ブランド開発  

  も  

（西日本新聞 H20.1.10） 

 ・「あまおう」ロシアデビュー ＪＡ全農ふくれん、試験輸出をスタート 最盛期  

  の市場開拓を狙う  

（西日本新聞 H20.1.10） 

 ・九州の食品、上海でＰＲ 「フェア」始まる  

（西日本新聞 H20.1.10） 

 ・－食、世界へ羽ばたく－ 産学連携の乳酸菌、人気 韓国の大手、７品を販売    

（中国新聞 H20.1.10） 

 ・九州の味、上海で好評 焼酎やモズク、山口からも参加  

（中国新聞 H20.1.10） 

 ・「いなば米」攻勢さらに 台湾出荷も手応え 国内外で販路拡大へ  

（日本海新聞 H20.1.10） 

 ・「対ロ貿易」熱心に質問 食品業者ら可能性探る 浜田で勉強会  

（山陰中央新報 H20.1.10） 

 ・あんぽ花き出荷62％増 平田特産、販売額伸び5,284万円  

（山陰中央新報 H20.1.10） 

 ・上海で九州食品フェア 山口も参加、みそ、魚加工品など特産並ぶ   

（山口新聞 H20.1.10） 

 ・瀋陽店、来月３日開業 伊勢丹、中国５店体制に  

（日経ＭＪ H20.1.11） 

 ・ファンド資金で海外出店 ポート・ジャパン、シンガポールに和食店  
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（日経ＭＪ H20.1.11） 

 ・－食、世界へ羽ばたく－ 洋風どら焼きＮＹへ 香港は魚肉ソーセージ 隠れた  

  人気    

（中国新聞 H20.1.11） 

 ・－食、世界へ羽ばたく－ 「お好み」焼き方徹底指導 人材育成 研修の場開設   

  韓国出張「生めん講座」 輸出額50倍へ   

  （中国新聞 H20.1.12）  

 ・四国特産品、タイでＰＲ 西条市など食品フェア企画 25日から  

（愛媛新聞 H20.1.12） 

 ・山口県産米、台湾で好調 初輸出の1,680キロ、２日間で完売 スーパーで販売、  

  販路拡大期待  

（読売新聞 H20.1.12） 

 ・高級魚が海外流出？ 中国業者ら富裕層向けに 東京・築地  

（二本農業新聞 H20.1.13） 

 ・中東にスシ メキシコにカップめん 日本食、新興国に活路  

（読売新聞 H20.1.13） 

 ・－食と農－ 岡山県食肉センター 県産白豚、香港に輸出 高品質な日本産人気   

  産地活性化へ販路拡大  

（山陽新聞 H20.1.13） 

 ・中国・上海市、東方国際水産センター開場 総面積は築地市場凌ぐ   

（水産経済新聞 H20.1.15） 

 ・全農が中国向け米輸出第２便 新潟コシヒカリ、宮城ひとめぼれ、50トンが上海  

  と天津港へ  

（農民新聞 H20.1.15） 

 ・イチゴの輸出好調 ＪＡ香川県、台湾にも販路拡大へ  

（日本農業新聞 H20.1.15） 

 ・上海にモデル農園 九州沖縄農業経済推進機構、安全対策など指導  

（日本農業新聞 H20.1.16） 

 ・－記者席－ 質のよいものを適正な価格で  

（水産経済新聞 H20.1.16） 

 ・上海で「九州食品フェア」 「九州ブランド」の海外販路拡大 ＪＦ長崎漁連な  

  ど出展   

（水産経済新聞 H20.1.16） 

 ・水産物輸出実績200７年11月 冷カツオ、サンマ増加 冷サバ、スケソウは減少  

（水産経済新聞 H20.1.17） 

 ・シンガポール食品飲料見本市 ブースへの出品者募集 ジェトロ、今月末まで  

（水産経済新聞 H20.1.17） 

 ・愛媛県、日本貿易会 ２月８日に輸出有望商品商談会  

  （水産経済新聞 H20.1.17）  

 ・台湾・新竹市で物産展 市議連が協議書調印 ７月、秋に開催計画  

（山陽新聞 H20.1.18） 

 ・日本ハム、海外売上高２倍に 13年度メド、欧米向け輸出強化  

（日本経済新聞 H20.1.19） 

 ・近畿の農水産物、海外開拓 香港・台湾など高級品輸出 和歌山ミカン、カキ   

  滋賀コメ、近江牛 国内低迷で危機感 商談会開催など農政局も後押し  

（日本経済新聞 H20.1.19） 

 ・食品、海外を輸出拠点に 国内市場は縮小、人件費も安く 味の素、冷凍食品、  

  香港から サントリー、タイ工場増強  

（日本経済新聞 H20.1.20） 

 ・内需型企業に転換期 食品輸出拠点、海外にシフト 国内人手不足が拍車  

（日本経済新聞 H20.1.20） 

 ・－記者考論－ おらが農水産物、輸出始動 中国・台湾市場で手応え 「出遅れ  

  」の山口県、今年度初の事業 長門の練りもの、萩のコシヒカリ  

（朝日新聞 H20.1.20） 

 ・－フードビジネス食材最前線－ ブランドを育てる 北海道・ＪＡ帯広かわにし  
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  「十勝川西長いも」 輸出拡大、地域振興にも一役  

（日経ＭＪ H20.1.21） 

 ・釧路の食と観光ＰＲ 釧路－台湾マッチング協会 台湾の百貨店で物産展 24日  

  から２月３日まで開催 10社・団体出展  

（水産経済新聞 H20.1.21） 

 ・日高乳業、生乳香港に輸出 来月からアジア市場開拓へ  

（北海道新聞 H20.1.22） 

 ・ＪＡ高知市、高級花グロリオサを輸出   

（農業共済新聞 H20.1.23） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ ニーズに応える広報戦略重視 実行プランの普及  

  ・充実へ  

（農業共済新聞 H20.1.23） 

 ・日本産米、中国で今週発売 第２弾、地方都市に拡大  

（日本農業新聞 H20.1.23） 

 ・日本産米は高級品 農水省検討会、海外向けブランド確立  

（日本農業新聞 H20.1.23） 

 ・千葉県香取市和郷園、アジアと連携着々 生産ノウハウ輸出  

（日本農業新聞 H20.1.23） 

 ・香港で「まぐろ祭」 ＪＦ長崎漁連、２月１日・２日に 元禄寿司の主要店舗で  

（水産経済新聞 H20.1.23） 

 ・米輸出で国別戦略 農水省方針 効果的販売探る  

（日本農業新聞 H20.1.24） 

 ・第５回シーフードショー大阪開幕 寿司と養殖に焦点 インテックス大阪できょ  

  うまで開催  

（水産経済新聞 H20.1.24） 

 ・ロシアで宮城県特産品フェア セミナーも ２月19日、20日に開催 阿部町商店  

  （気仙沼）も出展・協力  

（水産経済新聞 H20.1.24） 

 ・すしもうどんも天ぷらも 北京五輪選手村、日本の料理提供  

（朝日新聞 H20.1.24） 

 ・日本米、北京にお目見え 第２弾、まず50トン  

（日本農業新聞 H20.1.25） 

 ・パリなどで観光誘致 都が来月、アニメもＰＲ  

（日本経済新聞 H20.1.25） 

 ・中国最大の食品見本市 「ＳＩＡＬ ＣＨＩＮＡ」 ５月14日から上海で開催  

（水産経済新聞 H20.1.25） 

 ・信州そばスペインへ ＳＯＢＡ村など試験栽培 松本のホテル経営者が橋渡し  

（朝日新聞 H20.1.26） 

 ・－展望台－ 輸出で新市場開拓を 那覇市、与座一吉  

（日本農業新聞 H20.1.28） 

 ・蘇れ！水産業界 自民党水産議員からのメッセージ① 大島理森氏（衆院議員・  

  青森３区） 視点をグローバル化、業界全体で輸出戦略 食料争奪戦、ピンチを  

  チャンスに  

（水産経済新聞 H20.1.28） 

 ・資源管理の重要性強調 栽培や中国市場動向紹介 札幌、ナマコ講演会に400人  

（水産経済新聞 H20.1.29） 

 ・日本産米の輸出額が増加 高級ブランドとして定着  

（農業共済新聞 H20.1.30） 

 ・ジェトロの農業版創設 自民が検討  

（日本農業新聞 H20.1.30） 

 ・海外「日本食レストラン」に基準 民間団体が“定義”  

（産経新聞 H20.1.30） 

 ・海外和食店に推奨基準 ＪＲＯがマーク 食材や接客も  

（日本農業新聞 H20.1.30） 

 ・海外の和食店推奨マークです  

9/10 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



（東京新聞 H20.1.30） 

 ・日本食ならココがお勧め 「海外優良店マーク」公開  

（毎日新聞 H20.1.30） 

 ・東京港の貿易額、最高 昨年の輸出11％増 横浜港も輸出額最高  

（日本経済新聞 H20.1.30） 

 ・第５回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー大阪 インテックス大  

  阪で開催、多数の来場者で賑わう 活発な商談が展開  

（水産経済新聞 H20.1.31） 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。  

 本日、平成19年輸出実績の公表を行いました。前年からの伸び率は＋16.0％と、昨  

年の＋13.0％を大きく上回っており、各地における輸出の取組が拡大してきているも 

のと、室員一同喜んでいます。 

 また、今月のメールマガジンでは、ＳＰＳ協定やコーデックス委員会といった国際  

貿易のルールに関する情報を掲載したページをご紹介しました。輸出に取り組む生産 

者、事業者の方々にとって、基礎的知識として参考になる内容が掲載されており、ま 

た貿易ルールの変更など最新の情報も掲載されるページですので、ご活用いただけれ 

ば幸いです。 

 今後とも、本メールマガジンにおいて、輸出に取り組む生産者、事業者の方々にと  

って参考となるページをご紹介していきたいと思います。 

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

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

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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