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１．平成19年12月の輸出実績及び平成19年輸出実績（速報値） 

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

 

昨年12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＋5.1％の464億円となりました。 

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

昨年12月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 昨年１年間の輸出額（速報値）を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋ 

23.6％）、いちご（＋22.6％）、メロン（＋191.6％）、キャベツ（＋612.6％）、レ 

タス（＋95.6％）、だいこん（＋14.8％）、りんご（＋40.2％）、なし（＋74.5％）、 

温州みかん（＋55.6％）、もも（＋27.4％）、ぶどう（＋38.3％）、鉢物類・盆栽類 

・植木類（＋124.1％）、切花（＋73.2％）、アイスクリーム（＋11.6％）、チーズ 

（＋13.8％）、牛乳（＋56.0％）、牛肉（＋212.4％）、鶏肉（＋201.9％）、豚肉（ 

＋116.6％）、清涼飲料水（＋20.2％）、菓子（＋14.8％）、米菓（＋11.3％）、乾 

麺（＋20.7％）、醤油（＋10.6％）、製材（＋39.6％）、木炭（＋24.4％）、かつお 

（＋64.0％）、さば（＋11.5％）、すけとうだら（＋19.1％）、さんま（＋48.3％）、 

魚缶詰（＋33.6％）、ほたて貝（＋24.8％）、干しなまこ（＋32.7％）、魚肉かまぼ 

こ練り製品（＋11.9％）等が増加する一方、苗物類（▲17.7％）、鶏卵（▲18.9％）、 

しいたけ（▲15.4％）、さけ（鮭）（▲27.0％）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。 

  コメは香港、シンガポール向けが好調であり、また、中国向け輸出が再開されたこ 

とにより増加しています。メロンはオマーン、香港、シンガポール向けが、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、台湾向けが、りんごは 

台湾、香港、中国向けが、なし、ぶどうは、台湾、香港、シンガポール向けが、もも 

は、台湾、香港、オマーン向けが、温州みかんはカナダ、台湾、米国向けが、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、ロシア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、菓子はアジア諸国での経済成長に伴う購買力の増加により、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、木炭はサウジアラビア、米国、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向けが、さばは加工原料として韓国、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、ロシア向けが、ほたて貝は生食用、フランス料理、中華料理の高級食材 

として米国等向けが、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。  

 苗物類は台湾向けが、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（＋30.7％）、台湾（＋17.8％）、韓国（＋18.8％）、 

タイ（＋26.2％）、ベトナム（＋69.0％）が大幅に増加した他、米国（＋8.1％）、 

ＥＵ（＋14.7％）、シンガポール（＋15.1％）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（▲4.5％）については、やや減少しました。 

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20年度輸出ビジネスモデル実施者を募集しています。（締切：３月14日） 

 

農林水産物・食品の輸出については、全国各地に様々な取組事例が見受けら 

 れるようになりましたが、輸出の拡大を加速化するため、意欲の高い農林漁業者等  

 の協力を得て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ことを考えております。  

今般、我が国の農林水産物・食品の輸出の見本となる取組を行う意欲があり、そ 

 の取組により得られた情報等を他の農林漁業者等に提供することができる方を、輸  

 出ビジネスモデル実施者として募集いたします。  

  募集要項等の詳細は、以下のＵＲＬをご覧下さい。  
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  http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/080215.html  

   

  また、輸出ビジネスモデルについての説明資料を作成しておりますので、以下の  

  URLをご覧下さい。  

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

  応募の締切は、平成20年3月14日（金曜日）17時となっております。 

               ◆ 

 

 

（２）熊本市で、輸出オリエンテーションの会を開催しました。（２月26日） 

２月26日に熊本市の熊本ホテルキャッスルで、「輸出オリエンテーションの会」 

  を開催しました。 

午前中の輸出促進セミナーでは、東京海洋大学の櫻井研氏をコーディネーターに 

 お招きし、３名のパネラーの方々により「消費者嗜好と定番化」をテーマにパネル  

 ディスカッションが行われ、154名の参加者が集まりました。  

午後の輸出産品発掘会では、52社が特産品を持ち寄り、バイヤーや在日外国人の 

 方々に特産品や特産品を使った料理を試食いただき、今後輸出の可能性がある商品  

 について意見交換が行われました。参加者からは、「今後の方向付けに役立った」  

 などのコメントがありました。  

展示・商談会では、66社の農林漁業者、食品産業事業者が参加し、青果類、農産 

 加工品、練り製品などの水産物加工品等が持ち寄られ、国内外のバイヤー15名と実  

 際的な商談を行いました。実際の輸出に向けてバイヤーから興味を示された品目が  

 みられました。  

さらに、農林水産省とジェトロの共催により「九州産木材の中国市場への輸出促 

 進セミナー」が実施され、活発な意見交換が行われました。  

 

                ◆ 

（３）米国・ボストンにおいて開催された「International Boston Seafood Show」 

   に日本パビリオンを出展しました。（2月24日～26日） 

     

２月24日（日）から26日（火）までの３日間、米国・ボストンの「Boston Conven 

-tion & Exhibition Center」で、水産物専門の国際見本市「International Boston  

Seafood Show」が開催されました。 

農林水産省は、この「International Boston Seafood Show」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：共同ピ 

ーアール株式会社） 

日本パビリオンには10企業が出展し、来場したバイヤーを対象に、水産物、水産 

加工品の商談活動を行いました。 

  会期中、出展者の積極的な試食の勧誘等により、日本パビリオンは非常に盛況で、  

超低温冷凍マグロなどの刺身商材や、サンマ加工品、各種珍味類等、米国において 

は目新しいと思われる食材にも高い関心が寄せられました。 

本見本市の詳細については、以下のＵＲＬ（受託者である共同ピーアール株式会 

社のページ）をご覧ください。 

  http://www.kyodo-pr.co.jp/ibss2008/index.html  

               ◆ 

（４）アラブ首長国連邦・ドバイにおいて開催された「Gulfood 2008」に日本パビリ 

オンを出展しました。（2月24日～27日） 
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２月24日（日）から27日（水）までの４日間、アラブ首長国連邦・ドバイの「 

Gulfood 2008」で、総合的な食品展示・商談会「Gulfood 2008」が開催されました。 

農林水産省は、この「Gulfood 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14企業・団体等が出展し、来場したバイヤーを対象に、生鮮 

野菜・果実（りんご、ながいも、きのこ）、野菜・果実加工品、米、米加工品、乾 

麺、緑茶飲料、菓子、調味料（酢、醤油、味噌、わさびなど）、冷凍総菜、寿司関 

連食材、水産物、水産加工品等の商談活動を行いました。 

  会期中の日本パビリオンへの来館者数は約4,800人と推測され、商談数は約900に  

のぼりました。出展者の方々の調理デモンストレーションやスタンドでの販促活動 

などへの積極的な取り組みのため、日本パビリオンは非常に活気がありました。ま 

た、シェフの料理ショーや出展者のデモンストレーションが日本パビリオンへの集 

客に大きく貢献しました。 

  本見本市の詳細については、以下のＵＲＬ（受託者である（株）近鉄エクスプレ  

スのページ）をご覧ください。 

  http://www.kwe.co.jp/oishii/guidebook2.html  

               ◆ 

（５）ドバイにおいて「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施しました。 

（２月23日） 

２月23日(土)、ドバイ・ワールド・トレード・センターにおいて、高級ホテル関 

係者やレストラン関係者等70名程度を招待し、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」 

事業を実施しました。これは、農林水産物等海外販路創出・拡大事業（海外展示・ 

商談活動）との共催で実施したもので、アラブ首長国連邦（ドバイ）及び周辺中東 

諸国への販路の創出・拡大に取り組む上で最も重要な国際食品見本市の一つである 

GULFOOD2008（２月24日から27日まで開催）の機会を捉えて、その前夜祭として、 

日本食材を使用した日本食の紹介を行ったものです。  

提供した日本食材は、牛肉（佐賀県産、熊本県産）、りんご（青森県産）、なし 

（栃木県産）、みかん（熊本県産）、デコポン（熊本県産）、キンカン（宮崎県産） 

等で、牛肉については、今回特例により輸入許可を得たものです。  

参加者からは、和牛のやわらかさを活かしたサイコロステーキと煮込みの人気が 

高く、果物類も概ね好評で、準備した料理は全て完食されました。 

               ◆ 

（６）ＳＰＳ協定のホームページに、「地域主義」についての解説を追加しました。 

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。 

今月、新たに「地域主義」（病気や害虫の発生状況に応じ、地域単位で貿易条件 

を調整すること）についての解説を追加しました。 

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 
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 （先月掲載時からページを更新しました）  

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

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。 

 ・日本の農産物・加工品アンケート 外国人は米・みそ好き 

（山陽新聞 H20.1.24） 

 ・香港でサワラＰＲ 来月７日、岡山さわら連 新年祝賀パレード出演  

（山陽新聞 H20.1.28） 

 ・鳥取産食材、売り込め！ 県、ナシ・カニ輸出探る ドバイで試食会 商工会連  

  合会「鉄人」の創作料理  

（日本経済新聞 H20.1.28） 

 ・－山陰とアジア経済－ 対ロ貿易動き活発化 浜田、「建材」現地で商談会 境  

  港、ニーズ高い「食」に力  

（山陰中央日報 H20.1.28） 

 ・鳴門市長 きょう中国・青島市へ 養殖ハマチ販路開拓探る  

（徳島新聞 H20.1.29） 

 ・－なるほどビジネスＴｉｍｅ－ しょうゆ、国内生産は低迷  

（日本経済新聞 H20.1.31） 

 ・農林水産輸出16％増 07年牛肉、果物が好調  

（日本農業新聞 H20.2.1） 

 ・牛肉、安全訴え輸出拡大 農水省「生産履歴」を普及  

（日本農業新聞 H20.2.1） 

 ・中国、日本産米の販売順調  

（日本農業新聞 H20.2.1） 

 ・農林水産物輸出、好調保つ 昨年16％増、アジア向け拡大 生産性向上、持続の  

  カギに  

（日本経済新聞 H20.2.1） 

 ・農林水産物の輸出額 16％増4338億円  

（朝日新聞 H20.2.1） 

 ・日本食レストラン海外普及推進機構 海外店舗へ「推奨ガイドライン」 ３月に  

  は国際フォーラム開催  

（水産経済新聞 H20.2.1） 

 ・海外の和食レストラン 推奨店にＪＲＯマーク 普及推進機構、ガイドライン公  

  表  

（日経ＭＪ H20.2.1） 

 ・宇和島産ブリ米国へ 日本食ブーム本格輸出  

（愛媛新聞 H20.2.2） 

 ・中四国圏 物流・観光で連携 プレ広域計画協が初会合  

（中国新聞 H20.2.2） 

 ・「維新伝心米」国内に反響 山口・ＪＡあぶらんど萩 輸出契機に注文続々  

（日本農業新聞 H20.2.2） 

 ・石丸製麺、中国市場での販売強化 高級スーパーなどに照準 調理方法、直接指  

  導も  

（四国新聞 H20.2.2） 

 ・農水産物輸出増4300億円 昨年、アジア向け伸びる  

（読売新聞 H20.2.3） 

 ・ＮＥＷＳな数字 4293トン チョコレートの輸出量、過去10年で６倍に  

（日本経済新聞 H20.2.3） 

 ・中国に「境港」売り込め 鮮魚や加工品、上海で試験販売 販路拡大へ反応上々   

（日本海新聞 H20.2.3） 
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 ・精製魚油を欧州に輸出 日本化学飼料  

（日経ＭＪ H20.2.4） 

 ・アジアの法制度、食品向けに冊子 農水省、進出後押し  

（日本経済新聞 H20.2.4） 

 ・ＥＵへ水産物輸出、25社が新たに認定 ベトナム安全基準を満たす ８日から「  

  インドインターナショナルシーフードショー」ケララ州コチ市で すべての水産  

  業者、一堂に インド海産物輸出振興局など主催  

（水産経済新聞 H20.2.4） 

 ・「輸出に向けた相談会」宮城県が３月３日開催 ８日締切り 県内参加企業を募  

  集  

（水産経済新聞 H20.2.4） 

 ・ＯＩＥ 鳥インフル衛生条件緩和 農場ごと輸出判断  

（日本農業新聞 H20.2.5） 

 ・19年農林水産物輸出 16％増の4338億円に 水産物は18.2％増 農林水産省発表  

（水産経済新聞 H20.2.5） 

 ・上海に常設店舗 長崎魚市、20日開設 旬の魚や認定養殖魚 高級レストラン向  

  けに 上海水産センターにアンテナショップ  

（水産経済新聞 H20.2.5） 

 ・－鳥取発経済大国への挑戦（上） 県産品売り込みドバイ同行記－ こんなはず  

  ではなかった・・・市場調査で厳しい現実  

  （日本海新聞 H20.2.5）   

 ・農業法人、海外に販路 初の商談会、三菱ＵＦＪが仲介  

（産経新聞 H20.2.6） 

 ・中国産に「青森」表示ダメ 広州企業に県異議、現地商標局認める  

（読売新聞 H20.2.6） 

 ・益正、北京に居酒屋 九州の外食伸び悩みで  

（日経ＭＪ H20.2.6） 

 ・－鳥取発経済大国への挑戦（下） 販路拡大へ第一歩 課題克服、橋渡し鍵に  

  （日本海新聞 H20.2.6）    

 ・米輸出で自信と誇り 効率的な経営確立めざす ＪＡあぶらんど萩農業振興大会  

（日本農業新聞 H20.2.6） 

 ・山陰両県の食ＰＲ 海外進出の可能性探る 東京で食品輸出商談会  

（日本海新聞 H20.2.7） 

 ・香港－鹿児島の定期空港便 香港エクスプレス航空が開設へ  

（水産経済新聞 H20.2.8） 

 ・県産養殖魚をアピール ＪＦ長崎漁連、元禄寿司で 香港で「まぐろ祭り」開く  

（水産経済新聞 H20.2.8） 

 ・世界へ羽ばたけ、府中みそ 金光味噌、初の有機100％固形即席汁 ドイツ見本  

  市に出品  

（中国新聞 H20.2.8） 

 ・自民・農産物輸出を推進する会 会長に近藤氏  

（日本農業新聞 H20.2.9） 

 ・ロングライフ牛乳輸出 北海道日高乳業、まず香港向け  

（日経ＭＪ H20.2.11） 

 ・－吉備発特報－ 備中蔵元、海外へ攻勢 日本食人気、地酒求める「通」出現  

  自家製米や甘口ＰＲ  

（中国新聞 H20.2.11） 

 ・台湾に消流視察へ 釧路昆布普及協議会 販促イベントにも参加 道もパンフ作  

  製し支援  

  （水産経済新聞 H20.2.12）  

 ・－記者席－ 日本のものなら何でも興味！！  

（水産経済新聞 H20.2.13） 

 ・北海道乙部町商工会 釣原料で高級タラコ 大型卵を塩のみで加工 中東ドバイ  

  の食品展にも出品  

（水産経済新聞 H20.2.13） 
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 ・ロシアに情報発信拠点を 浜田で勉強会 都市開発会社社長、建材輸出拡大へ助  

  言   

（山陰中央新聞 H20.2.13） 

 ・宇和島 ブリ、米国へ初出荷  

  （読売新聞 H20.2.13）    

 ・ボストン・シーフードショー、阿部長商店やカネダイなど出展 「日本パビリオ  

  ン」に10社   

（水産経済新聞 H20.2.14） 

 ・和食普及ＮＰＯ、英で設立説明会 140人の関係者参加  

（日経ＭＪ H20.2.15） 

 ・春節の台湾で「ボタン」ＰＲ 松江市副市長ら  

（山陰中央新聞 H20.2.16） 

 ・農業法人の輸出支援 三菱東京ＵＦＪ銀行 19日、香港で商談会  

（日本農業新聞 H20.2.17） 

 ・日本産農産物輸出の可能性 安斎良邦・サングローブフード社長 有望株多い岡  

  山産果物  

（山陽新聞 H20.2.17） 

 ・長崎魚市、上海の常設アンテナショップ 20日にオープニングセレモニー  

（水産経済新聞 H20.2.18） 

 ・農林漁業者対象に、新ビジネスモデル募集 農林水産省、輸出拡大で  

（水産経済新聞 H20.2.18） 

 ・ＭＥＬジャパン（マリン・エコラベル・ジャパン）の概要 国際化社会への対応  

  配慮 ラベル製品の輸出促進  

（水産経済新聞 H20.2.18） 

 ・中国、欧州向け水産品などの輸出増 17年連続で伸び 仙台港のコンテナ貨物扱  

  い  

（水産経済新聞 H20.2.18） 

 ・水産物輸出実績2007年12月 冷サンマなど増加 年累計冷ビンナガの増加目立つ  

（水産経済新聞 H20.2.18） 

 ・－窓－ 世界のシェフが料理通じて交流する「世界料理サミット」 来年２月都  

  内で開催  

（日本経済新聞 H20.2.19） 

 ・鳥取、特産のブランド強化  

（日本農業新聞 H20.2.19） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ 農林水産物の輸出好調 新規市場にブルネイが浮  

  上  

（農業共済新聞 H20.2.20） 

 ・福岡県、輸出拡大へ予算倍増 欧州向けに八女茶  

（日本農業新聞 H20.2.21） 

 ・野菜農家がＥＧＡＰ取得 千葉・ＪＡ富里市の篠原さん 国内の個人で７人目   

   30年欠かさず農業日誌  

（日本農業新聞 H20.2.21） 

 ・「日本は重要なパートナー」 札幌で「農林公庫交流会」 台湾の食品貿易など  

  講演  

（水産経済新聞 H20.2.22） 

 ・日本産牛肉ＵＡＥに輸出 農水省  

（日本農業新聞 H20.2.23） 

 ・国産農水産物 ドバイでＰＲ 外務省と農水省  

（日本経済新聞 H20.2.23） 

 ・ＢＯＮＳＡＩ 移民100年・・・日本ブーム追い風に 非日系にも定着  

（日本農業新聞 H20.2.24） 

 ・魚介類輸出、17年ぶりに60万トン超す 07年61万トン、2382億円に 缶詰向けに  

  ビンナガが急伸長 サバ、アキサケ伸び泊まる   

（水産経済新聞 H20.2.25） 

 ・輸出拡大目指し、各促進事業強化 予算総額21億円を確保 築地にみる輸出 身  
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  近な存在になる海外 伸びは緩やか、品目は多様に  

  （水産経済新聞 H20.2.25）  

 ・中国への米輸出条件で詰め  

（日本農業新聞 H20.2.27） 

 ・外国人が喜ぶ「日本みやげ」 国土交通省「魅力ある日本のおみやげコンテスト  

   2008」実施  

（日経ＭＪ H20.2.27） 

 ・上海の大規模市場 東方国際水産センター・胡総裁に聞く 高まる日本産魚介類  

  ニーズ 上海市内に3000の日本料理店  

（水産経済新聞 H20.2.27） 

 ・上海アンテナショップ設置へ 鹿児島、20年度から調査へ着手  

（水産経済新聞 H20.2.28） 

 ・－記者席－ ロシア向け水産物輸出 値段「そんなの関係ねー」  

（水産経済新聞 H20.2.29） 

 ・サバ、スケソウ減 財務省、１月輸出統計 カツオ、サンマは増加  

（水産経済新聞 H20.2.29） 

 ・パリでも人気集中 パリ国際農業展示会、日本館人気  

（日本農業新聞 H20.3.2） 

 ・花の輸出戦略探る 東京で交流大会  

（日本農業新聞 H20.3.2） 

 ・東方国際水産センターの胡総裁が講演 上海市経済委セミナーで 流通の変遷や  

  現状など紹介 センターの魅力アピール  

（水産経済新聞 H20.3.3） 

 ・第13回三陸気仙沼の求評見本市 590人が来場、活発に商談 初企画「食体感フェ  

  ア」も好評 「湾内クルーズ」には60人 全国・海外からバイヤー、大盛況  

（水産経済新聞 H20.3.3） 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。  

 当室では、平成20年度輸出促進対策予算の執行に向けて、現在、委託事業の受託者  

の公募準備を進めております。早いものは、３月中に公募開始予定で、準備ができ次 

第、順次ホームページにも情報を掲載して参ります。 

 ご関心のある方は、輸出促進室のホームページをコンスタントにご確認いただきま  

すようお願いします。 

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

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

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 

ーもこちらからご覧になれます。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/mailmagazine.html 
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 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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