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

１．１月の輸出実績 

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

   

 １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＋ 

4.6％の347億円となりました。 

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

  １月は、農産物、林産物が増加した一方、水産物については減少となりました。 

 

 主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋194.7％）、ながいも（＋94.2％）、 

いちご（＋176.4％）、キャベツ（＋431.1％）、だいこん（＋149.7％）、りんご（＋ 

11.9％）、なし（＋166.8％）、温州みかん（＋76.9％）、かき（柿）（＋56.4％）、 

鉢物類・盆栽類・植木類（＋36.1％）、苗物類（＋28.2％）、切花（＋79.1％）、ア 

イスクリーム（＋11.8％）、チーズ（＋18.2％）、牛肉（＋562.0％）、鶏肉（＋506 

.9％）、豚肉（＋60.0％）、緑茶（＋24.4％）、清涼飲料水（＋32.5％）、乾麺（＋ 

13.4％）、醤油（＋21.0％）、味噌（＋24.2％）、丸太（＋1107.9％）、製材（＋14 

.8％）、木炭（＋76.1％）、しいたけ（＋13.5％）、かつお（＋339.0％）、たい（＋ 

28.7％）、さんま（＋231.9％）、ほたて貝（＋126.9％）、貝柱調製品（＋25.7％） 

等が増加する一方、メロン（▲58.1％）、さけ（鮭）（▲46.0％）、さば（▲51.1％）、 

すけとうだら（▲14.2％）、魚缶詰（▲71.6％）、干しなまこ（▲21.6％）等は減少 

しています。 
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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。 

 コメは香港向けが好調であり、また、中国向けに50トンの暫定輸出が行われたこと 

により増加しています。ながいもは台湾、米国向けが、いちごは香港、台湾向けが、 

キャベツ、だいこんは香港向けが、りんごは台湾、香港、中国向けが、なしは台湾、 

香港、タイ向けが、温州みかんは台湾、香港、シンガポール向けが、かき（柿）はタ 

イ、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、苗物類は米国向けが、切花は香港向けが増加したことによります。アイスク 

リームは中国向けが、チーズは台湾、香港向けが増加したことによります。牛肉は米 

国、香港向け輸出が好調であること、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。 

 緑茶はフランス、カナダ、米国向けが増加したこと、乾麺は米国向け輸出量の増加 

及び香港向け輸出単価の上昇により、それぞれ増加しています。 

 丸太は中国、韓国向けが、製材はフィリピン、中国、韓国向けが、木炭はクウェー 

ト向けが、しいたけは米国向けが、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、たいは韓国向けが、さんまは加工原料として 

ロシア、タイ向けが、ほたて貝は生食用、中華料理等の食材として米国、香港向けが、 

それぞれ増加したことによります。また、貝柱調製品は、値決めが年に４､５回あり、 

値決め月・出荷の変動により増加したものです。 

 一方、主な減少の理由については、以下のとおりです。 

 メロンはオマーン向けが、さけ（鮭）は中国での在庫余りにより中国向けが、さば 

は中国向けが、すけとうだらは韓国向けが、干しなまこは香港向けが、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（＋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「農林水産物等輸出促進対策事業」（補助事業）実施候補者の第１ 

  回目の公募を行っております。（締切：４月14日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「農林水産物等輸出促進支援事業」のうち「農林水 

 産物等輸出促進対策」について、事業実施候補者を公募します。本事業の実施を希 

 望される方は、こちらをご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/080326_2.html 

    公募期間は、３月25日（火）～４月14日（月） です。 

    また、本事業のわかりやすいパンフレットも作成しておりますので、以下のＵＲ 

 Ｌをご参照ください。 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/pdf/0802pamphlet.pdf 

      

 
               ◆ 
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（２）フランス・パリにおいて開催された「パリ国際農業見本市（SIA2008）」に日本 

  パビリオンを出展しました。（2月23日～３月２日）   

 

    ２月23日（土）から３月２日（日）までの間、フランス・パリの「ポルト・ド・ 

 ベルサイユ」で、一般消費者が数多く来場する農業見本市「パリ国際農業見本市（ 

 SIA2008）」が開催されました。 

    農林水産省は、この「パリ国際農業見本市（SIA2008）」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。（委託先：（独）日本貿 

 易振興機構（ジェトロ）） 

    日本パビリオンには21社・団体が出展し、寿司関連食材、米・米菓、日本酒・焼 

 酎、茶・和菓子、味噌、だし・調味料、そば・うどんなどを出品し、ＰＲを行いま 

 した。 

    また、日本パビリオンでは、家庭で簡単に作れる日本食の普及や日本食ファンの 

 裾野拡大のため、料理デモンストレーションの実施や、レシピカードの配布を行い、 

 来場者からは好評でした。 

    人気のあった商品は、寿司関連食材、日本酒・焼酎、茶、味噌、だしなどでした。 

  

     
               ◆ 
 
 
（３）米国・ニューヨークにおいて開催された「International Restaurant and Food 

  -service Show of New York 2008」に日本パビリオンを出展しました。（３月９ 

  日～11日） 

 

    ３月９日（日）から11日（火）までの３日間、米国・ニューヨークの「Jacob K  

 Javits Convention Center」で、総合的な食品展示・商談会「International  

 Restaurant and Foodservice Show of New York 2008」が開催されました。 

    農林水産省は、この「International Restaurant and Foodservice Showof New  

  York 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。（委託先：日本貿易振興機構（ジェトロ）） 

  日本パビリオンには16企業・団体が出展し、来場したバイヤーを対象に、和牛、 

 いちご、長いも、日本茶、佃煮、こんにゃく製品、味噌などの商談活動を行いまし 

 た。また、期間中、商談1,666件、成約135件、成約見込み157件、代理店申し込み９ 

 件という成果が得られました。主な商談品目は、長いも、佃煮、日本茶などでした。 

  出展者からは、「市場調査が充分に出来、今後の本格的な販売開始に向け大きな 

 弾みとなった。」、「テイスティングの結果を集めることができたので商品開発の 

 ヒントを得ることができた。」、「アメリカマーケットに対する具体的なアプロー 

 チ方法の情報を３日間にわたり得ることができた。」など、今後の市場拡大に手ご 

 たえを感じたとの反応が多くありました。一方で、「業種が多岐に渡りすぎている 

 ため、来客は多いがターゲット業者にあたる確立は低い。専門分野での見本市に的 

 をしぼり、出展者を募るべき」との声もありました。 

  委託先（日本貿易振興機構（ジェトロ））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.jetro.go.jp/events/tradefair/20070627039-event 

   

 
               ◆ 
 
 
（４）幕張メッセにおいて開催されたアジア最大級の食品・飲料専門展示会である「 

  FOODEX JAPAN/国際食品・飲料展」に「和のひろば」と題したブースを設置しまし 

  た。（３月11日～14日） 
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    ３月11日（火）から14日（金）までの４日間、千葉県美浜区の幕張メッセにて、 

 アジア最大級の食品・飲料専門展示会である「FOODEX JAPAN/国際食品・飲料展」が 

 開催されました。65か国・地域から2,412社が出展し、開催期間中は、約10万人の来 

 場者がありました。初日から多くの来場者が集まり、さまざまなブースでは商談や 

 情報交換などが熱く・真剣に行われ、講演会やセミナーでは熱心に聞き入る姿が多 

 く見られました。 

     農林水産省は、この「FOODEX JAPAN/国際食品・飲料展」に「和のひろば」と題 

 したブースを設置し、日本食・日本食材の魅力を伝える取組みを実施しました。ブ 

 ースでは日本産農林水産物の展示とパンフレットの配布、ＤＶＤの放映を行ったほ 

 か、海外からの来場者に対しパンフレットやＤＶＤの内容に関するアンケートを実 

 施しました。期間中、「和の広場」には８千名を越える来場者がありました。 

  「FOODEX JAPAN/国際食品・飲料展」に関する詳細については、以下のＵＲＬから 

 ご覧いただくことができます。 

 http://www2.jma.or.jp/foodex/ja/index.html 

   

 
               ◆ 
 
 
（５）ＳＰＳ協定を紹介するホームページの内容を充実しました。 

 

    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「ＳＰＳ協定の運用及び実施に関する検討（レビュー）」（ＳＰＳ 

 協定の実行状況の定期的な検討）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 

 （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。 

 

  ・特産物販売、山口も参加 中国市場で「九州」連携 四国や東北も「単独では知 

    名度不足」 

    （山口新聞 H20.2.26） 

 ・香港スーパーにＰＲ 松江、食品６社、関連法人と商談 

    （山陰中央新報 H20.2.27） 

 ・「さぬき」使用ダメ 現地企業、台湾で商標登録 進出のうどん店ピンチ 

    （毎日新聞 H20.3.3） 

 ・中国向け日本産米50トン 輸入手続きに遅れ 

    （産経新聞 H20.3.4） 

 ・日本料理店がパリで☆獲得 仏版ミシュランガイド2008 
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    （日本経済新聞 H20.3.4） 

 ・日の丸料理人、第２の波 世界のファンが美味礼賛 

    （日本経済新聞 H20.3.4） 

 ・－記者席－ アンテナショップ立上げ構想  

    （水産経済新聞 H20.3.4） 

 ・「さぬき」商標使えず ローマ字、漢字も 台湾、現地企業が登録 県、対応に 

  苦慮 

    （四国新聞 H20.3.4） 

 ・日本の農産物、商談会で宣伝 シンガポール 

    （日本農業新聞 H20.3.5） 

 ・三菱商事、農業活性化で新組織 官民横断で戦略策定も シンクタンク目指す 

    （日本農業新聞 H20.3.5） 

 ・「三陸気仙沼の流通加工塾」開く 地域ブランドなどテーマに 平岡仙都魚類社 

  長らが講演 バイヤーら80人が参加 

    （水産経済新聞 H20.3.5） 

 ・トキタ種苗 ミニトマトが国際見本市で３位 

    （日本農民新聞 H20.3.5） 

 ・うどん本場・香川困った 台湾で「さぬき」使えず 地元企業が商標登録 

    （産経新聞 H20.3.5） 

 ・カンパチやブリ 日本の魚、欧米の食卓に マルハ・日水が輸出 健康志向で注 

  目、国内より高値に 

    （日本経済新聞 H20.3.6） 

 ・－経営拝見－ 新潟市、笠原実さん 輸出で販路多様化 米や西洋梨手応え 

    （日本農業新聞 H20.3.6） 

 ・日中水産物貿易促進へ ６月の博覧会出展誘致も 

    （水産経済新聞 H20.3.6） 

 ・岡山会議所 特長や商品ＰＲ 食品関連企業の交流会 

    （山陽新聞 H20.3.6） 

  ・県内加工業者が輸出の機会探る 宮城県が相談会開催 大手商社が助言 

    （水産経済新聞 H20.3.7） 

 ・伊万里湾地域の輸出促進策探る 伊万里市などセミナー 

    （水産経済新聞 H20.3.7） 

 ・ＮＥＷ松江菓子、米国ボストンへ 農水省などの輸出振興事業 総領事館パーテ 

  ィー出品 

    （山陰中央新聞 H20.3.7） 

 ・佐賀ミカン「Ｊ－ＰＯＮ」登録、待った 「ポンジュース」と類似 愛媛から抗 

  議 

    （日本経済新聞 H20.3.8） 

 ・本物の「良品」 北京初進出   

    （読売新聞 H20.3.8） 

 ・ロシアの長者、01年の10倍 フォーブス誌番付に87人 

    （朝日新聞 H20.3.8） 

 ・ニューヨークお茶事情（下） 知名度向上へ工夫、種類や作法もアピール 

    （日本農業新聞 H20.3.9） 

 ・舌に合うかな？「柿の種」 国内市場縮小、販路拡大へ米国販売 

    （産経新聞 H20.3.10） 

 ・「佐賀のり」北京の高級日本料理店でＰＲへ 佐賀県、対中輸出促進で 

    （水産経済新聞 H20.3.10） 

 ・－ワイド南関東－ 群馬、タイへイチゴ輸出最終調整  

    （日本農業新聞 H20.3.11） 

 ・円高、一時101円台 輸出産業、急進を警戒 

    （朝日新聞 H20.3.11） 

 ・日本の食品、韓国でもっと売れる 自社商品に合った流通チャネルを 道ブラン 

  ド拡大セミナー韓国食品卸社長が講演 

    （水産経済新聞 H20.3.11） 

5/8 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



 ・うどん店「讃岐」名乗れない 台湾の冷食会社、現地で商標登録 「使用許可を」 

  県交渉中 

    （読売新聞 H20.3.11） 

 ・フーデックス盛況 パン、めん、菓子ずらり 米加工品に注目 

    （日本農業新聞 H20.3.12） 

 ・－なるほどビジネスＭａｐ－ 農林水産物輸出、右肩上がり 

    （日本経済新聞 H20.3.13） 

 ・－世界に咲く日本食（上）－ 和の神髄あの国でも 季節性・伝統・品格すべて 

  表現 仏若手シェフ招き料亭研修 「国がお墨付き」制度に批判 「ほんまもん、 

  残ればいい」 

    （朝日新聞 H20.3.14） 

 ・山口県産農水産物 需要拡大協、輸出促進部会を設置 東アジア向け 

    （山口新聞 H20.3.14） 

 ・－世界に咲く日本食（下）－ 和食材モテる予感 「ユズ」「エダマメ」は共通 

  語 風味が魅力、現地流一皿に 和牛、リンゴなど急伸 国も輸出後押し 

  （朝日新聞 H20.3.15）  

 ・ＮＹで国際食品展、存在感アピール ナイス！日本食材 

    （日本農業新聞 H20.3.15） 

 ・日本酒、そうめん、うどん・・・地場加工品、中国でＰＲ 岡山、香川県、今夏 

  にも商談会 

    （山陽新聞 H20.3.15） 

 ・堤坂・水産庁課長補佐、ＪＣ水産部会で講演 中国の動向「統計年鑑」もとに説 

  明 高級品、一種のステータスに 所得多いほど「魚」を食べる 

    （水産経済新聞 H20.3.17） 

 ・注目集めた「離島ブース」 フーデックス「全国食品博」で 特産品や名産品を 

  出展 隠岐中ノ島のＣＡＳ凍結品など人気 

    （水産経済新聞 H20.3.17） 

 ・台湾で熊本産ＰＲ 知事とＪＡが一体で 

    （日本農業新聞 H20.3.18） 

 ・東南アジア市場開拓へ えひめ愛フード推進機構輸出促進セミナー 

    （日本農業新聞 H20.3.18） 

 ・盆栽の美に触れる 丸亀市、スペインの愛好家が研修  

    （四国新聞 H20.3.18） 

 ・盆栽の技学びます 丸亀、姉妹都市のスペイン人二人 

    （読売新聞 H20.3.18） 

 ・－ニッポン・ブランドを海外へ－ 産油国ブルネイにも開拓の可能性 アジアの 

  新興都市をねらえ 

    （農業共済新聞 H20.3.19） 

 ・高品質、安全・安心で勝負 札幌商工会議所セミナー 台湾への輸出の可能性で 

  ジェトロ担当者が講演  

    （水産経済新聞 H20.3.19） 

 ・空輸水産物、上海に専門店 長崎魚市 

    （水産経済新聞 H20.3.19） 

 ・アジア輸出を促進 農産物需要拡大協で確認 

    （農業新聞 H20.3.19） 

 ・ＥＵへ小型メバチなど輸出 日かつ漁協 当面、コンテナ単位で 刺身マグロの 

  市場拡大 

    （水産経済新聞 H20.3.21） 

 ・日本米30トン通関終わる 中国天津港 

    （日本農業新聞 H20.3.23） 

 ・キタカタ 外食ＦＣ、上海に合弁 展開を加速 麺工場も新設 

    （日経ＭＪ H20.3.24） 

 ・道東ナガコンブ 台湾販促１年目 中国産との差別化で市場拡大の可能性も 食 

  の安全志向を追い風に 

    （水産経済新聞 H20.3.25） 
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 ・米輸出条件合意へ 農相「中国との協議順調」 

    （日本農業新聞 H20.3.29） 

 ・国際フォーラム、ＪＲＯが開催 世界へ日本食を普及促進 ９か国から500人参加  

  パネル討論や講演・対談 

    （水産経済新聞 H20.3.31） 

 ・南米・中国などに工場 キッコーマン、しょうゆ生産２倍 新興国市場を開拓  

  20年度までに 

    （日本経済新聞 H20.4.1） 

 ・ジェトロ、輸出促進へ本部を設置 

    （日本農業新聞 H20.4.2） 

 ・ＮＹでラーメン人気 

    （日本農業新聞 H20.4.2） 

 ・６月開催、台北国際食品見本市 宮城県など出展企業を募集 11日締切  

    （水産経済新聞 H20.4.2） 

 ・－育て地域ブランド－ 海外へ（３） 福岡・あまおう  国内競争脱しアジアの 

  舌魅了 

    （日本経済新聞 H20.4.2） 

 ・農林水産物等地域産品輸出促進本部 ジェトロ本部で発足式 本部長に林ジェト 

  ロ理事長 海外販路開拓へ連携強化 

    （水産経済新聞 H20.4.3） 

 ・大戸屋、アジア出店加速 ５年後メド60店体制に 現地富裕層に的 

    （日経ＭＪ H20.4.4） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 新年度を迎え、輸出促進室の室員にも大幅な異動がありました。室長含め15名の新 

体制になりますが、室員一同、気持ちを引き締めて本年度の事業執行に取り組んで参 

ります。 

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

 

 

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

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 
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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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