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

１．２月の輸出実績 

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

 

 ２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＋ 

8.7％の334億円となりました。 

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

  ２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。 

 

 また、１月～２月の輸出額は、前年同期比＋6.6％の681億円となりました。  

 

 １月～２月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋76.6％）、 

ながいも（＋11.2％）、いちご（＋85.0％）、キャベツ（＋333.7％）、だいこん（ 

＋56.8％）、りんご（＋12.2％）、なし（＋132.0％）、温州みかん（＋52.5％）、 

かき（柿）（＋50.2％）、鉢物類・盆栽類・植木類（＋56.5％）、苗物類（＋25.1％ 

）、切花（＋157.7％）、アイスクリーム（＋65.7％）、チーズ（＋27.3％）、牛乳 

（＋19.6％）、牛肉（＋284.2％）、鶏肉（＋311.7％）、豚肉（＋73.9％）、鶏卵（ 
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＋52.8％）、緑茶（＋32.7％）、清涼飲料水（＋43.7％）、米菓（＋18.4％）、醤油 

（＋32.3％）、味噌（＋32.6％）、丸太（＋14.0％）、製材（＋40.5％）、木炭（＋ 

10.7％）、かつお（＋228.7％）、たい（＋22.0％）、さんま（＋330.3％）、ホタテ 

貝（＋81.1％）、貝柱調製品（＋12.6％）、魚肉かまぼこ練り製品（＋16.2％）等が 

増加する一方、メロン（▲67.2％）、しいたけ（▲37.8％）、さば（▲49.2％）、す 

けとうだら（▲17.8％）、魚缶詰（▲68.5％）、干しなまこ（▲23.4％）等が減少し 

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好調であり、また、１月に中国向けに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。ながいもは米国向けが、いちごは香港 

向けが、キャベツは香港、シンガポール向けが、だいこんは中国向けが、りんごは台 

湾、中国向けが、なしは台湾、香港向けが、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、イタリア向けが、苗物類は米国向けが、切花はロシア向け 

が増加したことによります。アイスクリームはカナダ、米国向けが、チーズは台湾向 

けが、牛乳は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。 

 緑茶は米国、フランス、カナダ向けが増加したこと、清涼飲料水は日本特有の商品 

の需要が堅調であること、米菓は米国向けが増加したことによります。醤油は日本食 

人気から、味噌は健康志向・日本食ブームから、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、木炭はアラブ首 

長国連邦向けが、しいたけは香港向けが、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、しいたけは香港向けが、さばは中国、韓国向けが、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、タイ（＋40.3％）、ＥＵ（＋30.3％）、シンガポール（＋ 

27.6％）、ベトナム（＋141.8％）が大幅に増加した他、香港（＋7.4％）、台湾（＋ 

10.5％）もかなり増加、米国（＋4.7％）もやや増加した一方で、中国（▲19.2％） 

は大幅に減少し、韓国（▲9.2％）についてもかなり減少しました。 

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選定しました。（４月11日） 

 

  農林水産省では、平成20年度の輸出ビジネスモデル実施者として以下の３者を選 

 定しました。 

    １ ＦＡＪ輸出協議会（輸出コンソーシアム育成型による花きの輸出ビジネスモ 

   デル） 

    ２ 宮崎県森林組合連合会（輸出仕様産地育成型による木材の輸出ビジネスモデ 
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   ル） 

  ３ 全国さんま棒受網漁業協同組合（輸出相手国開拓型による水産物の輸出ビジ 

   ネスモデル） 

   

  今後は、それぞれの輸出ビジネスモデル実施者について、実施予定の模範的な取 

 組を具体化するため、「輸出ビジネスモデル戦略」を策定することとなります。こ 

 のことについては、農水省ＨＰの以下のページにも情報を掲載しています。 

 http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/080411.html 

 

  なお、この「輸出ビジネスモデル戦略」策定に係る事業につきましては、別途、 

 農林水産省の委託事業として受託者の公募を予定しております。 

 

  輸出ビジネスモデルについては、以下の説明資料をご参照下さい。 

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

      

 
               ◆ 
     
 
（２）平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（日本食材等・日本食文化 

  発信事業及び品目別等広報活動費（贈答シーズン等における日本食材等・日本食 

  文化ＰＲイベントの開催））」実施予定者の公募を行っております。（締切：５ 

  月８日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（日本食材 

 等・日本食文化発信事業及び品目別等広報活動費（贈答シーズン等における日本食 

 材等・日本食文化PRイベントの開催））」について、実施予定者を公募します。本 

 事業の受託を希望される方は、以下をご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/080417_1.html 

    公募期間は、４月17日（木）～５月８日（木）です。  

  

     
               ◆ 
 
 
（３）「農林水産物等輸出促進支援事業（補助事業）」応募説明会における質問への 

  回答を、輸出促進ホームページに掲載しました。（４月24日） 

 

    ４月４日(金)に開催しました「農林水産物等輸出促進支援事業（補助事業）」応 

 募説明会における出席者の方々からの質問について、当室の回答を取りまとめ、輸 

 出促進ホームページに掲載しました。以下のＵＲＬよりご覧いただけます。 

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/pdf/0804qa.pdf   

   

 
               ◆ 
 
 
（４）平成19年度海外貿易情報収集等基礎調査のうち「偽装表示等情報収集」につい 

  て、報告書（中国、香港、台湾）を輸出促進ホームページに掲載しました。（４ 

  月16日） 

 

    平成19年度農林水産物貿易円滑化推進委託事業により実施した海外貿易情報収集 

 等基礎調査のうち、「偽装表示等情報収集」について、報告書（中国、香港、台湾） 

 を農林水産省の輸出促進ホームページに掲載しました。（委託先：株式会社三菱総 

 合研究所）  
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  本報告書では、中国、香港及び台湾における商標制度・意匠制度の概要、出願手 

 続、登録に関する対応手段等について、情報収集の結果を取りまとめています。以 

 下のＵＲＬからご覧ください。   

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/kaigai_houkoku/h19/gisou/index.html 

   

 
               ◆ 
 
 
（５）平成19年度海外貿易情報収集等基礎調査のうち「海外貿易制度等調査」につい 

  て、報告書（中国、香港、台湾、タイ）を輸出促進ホームページに掲載しました。 

  （４月24日） 

 

    平成19年度農林水産物貿易円滑化推進委託事業により実施した海外貿易情報収集 

 等基礎調査のうち、「海外貿易制度等調査」について、報告書（中国、香港、台湾、 

 タイ）を農林水産省の輸出促進ホームページに掲載しました。（委託先：独立行政 

 法人日本貿易振興機構）  

  本報告書は、中国、香港、台湾、タイそれぞれの国における農産物等の輸入に係 

 る規則、表示の方法、税制度、取引慣行、サンプル輸出の規制状況等について、情 

 報収集の結果を取りまとめたものです。以下のＵＲＬからご覧ください。   

 （中国） 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/kaigai_houkoku/h19/boueki/china/index.html 

 （香港） 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/kaigai_houkoku/h19/boueki/hong/index.html 

 （台湾） 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/kaigai_houkoku/h19/boueki/taiwan/index.html 

 （タイ） 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/kaigai_houkoku/h19/boueki/thai/index.html 

 

 
               ◆ 
 
  
（６）香港にて｢フード・エキスポ｣等が開催されます。（８月14日～８月18日、主催 

  者：香港貿易発展局） 

     

    ８月14日（木）から18日（月）までの５日間、香港コンベンション＆エキジビシ 

 ョン・センターにて、『医食同源』をテーマに掲げた、食品・医薬品及び健康食品 

 ・漢方薬関連の展示会である｢フード・エキスポ｣、「香港インターナショナル・メ 

 ディカル＆ヘルスケア・フェア」（ＭＨＣ）、「現代漢方＆ヘルスケア製品展・国 

 際会議」（ＩＣＭＣＭ）が同時開催されます。（主催者：香港貿易発展局） 

    本展示会は昨年度も開催されており、「フードエキスポ」の昨年度の開催実績は、 

 展示スペース16,213㎡、出展者数は14ヶ国・地域から371社、一般来場者数は約31 

 万人、来場バイヤーは68ヶ国・地域から8,549名でした。「ＭＨＣ」、「ＩＣＭＣ 

 Ｍ」の昨年度実績についても、香港貿易発展局ＨＰの以下のＵＲＬからご覧いただ 

 けます。 

    http://hktradefairs.hktdc.com/?w_sid=194&w_pid=753&w_nid=10779&w_cid=1&w_idt=1900-01-01 

 

    また本年度は、香港貿易発展局が日本からのミッション派遣を企画しています。 

 主としてフード・エキスポの日本パビリオンへの出展団体として、地方公共団体及 

 び貿易・物産振興協会及び農林水産物・加工食品メーカーの方々が、またＩＣＭＣ 

 Ｍの日本パビリオンの出展団体として家庭薬協会とその傘下企業の方々、健康食品 

 ・サプリメントメーカーの方々が募集対象とされていますので、ご関心のある方は、 

 お近くの香港貿易発展局までお問い合せ下さい。   
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    また、今年度は、「フードエキスポ」等の開催に併せ、８月14日（木）から16日 

 （土）までの３日間、同会場（香港コンベンション＆エキシビジョン・センター） 

 にて「香港国際美酒博覧（ワイン・エキスポ）」も開催されます。「ワイン・エキ 

 スポ」は、香港貿易発展局が今年度新たに開催するトレード・フェアで、主として 

 アジア市場、特に中国を対象とする世界有数の酒類メーカー、卸売及び販売業者等 

 が、出展者・来場者として招かれます。出展ジャンル・品目は、アルコール飲料製 

 品全般、ワイン製造・ロジスティクス、ワイン投資、及びワイン醸造研究またはソ 

 ムリエの資格要件等多岐に渡ります。昨今、香港では日本食がブームになっており、 

 本フェアでは日本酒や焼酎、ビール、果実酒なども出展対象となります。詳細につ 

 いては、お近くの香港貿易発展局までお問い合せ下さい。 

    

    問い合わせ先：香港貿易発展局東京事務所（電話：03-5210-7150） 

            大阪事務所（電話：06-4705-7030） 

     

    香港貿易発展局のＨＰは、以下のＵＲＬからご覧いただけます。 

    http://japanese.hktdc.com/ 

 

 

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

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。記事の詳細については、 

各新聞社にお問い合せいただくか、最寄りの図書館等でご覧下さい。  

 

 ・ＮＹ向け松江菓子お披露目 斬新さに人気 

    （朝日新聞 H20.3.24） 

 ・農林水産物や加工食品、輸出の方策学ぶ 徳島市でセミナー 

    （日本農業新聞 H20.3.25） 

 ・花やユズの販路拡大 高知県農産物輸出推進協事例報告、コスト面に課題 

    （日本農業新聞 H20.3.26） 

 ・台湾の物産展、販売額最高に えひめ農水産物輸出研 

    （愛媛新聞 H20.3.26） 

  ・サミット会場のザ・ウィンザーホテル洞爺 和食充実 

    （日本経済新聞 H20.4.5） 

 ・米産フルーツ、ロシアで人気 経済成長、中流が拡大 「東西冷戦」昔の話…？ 

    （日本農業新聞 H20.4.6） 

 ・福岡と台湾 青果卸が輸出入 販路拡大に期待 

    （日本農業新聞 H20.4.7） 

 ・キッコーマン、海外醤油工場を10年間で倍増へ 

    （水産経済新聞 H20.4.7） 

 ・福岡大同青果と台湾卸が輸出入契約 年間取引10億円に 市場主導で販路拡大 

    （日本農業新聞 H20.4.8） 

 ・白桃、マスカット、ピオーネ・・・岡山産果実の輸出強化 安定輸送へ研究に着 

  手、国際見本市出展も 

    （山陽新聞 H20.4.8） 

 ・四季 海外で爆発的日本食ブーム 

    （日本農業新聞 H20.4.9） 

 ・岡山県、果物輸出強化 世界ブランドに育てよう 

    （山陽新聞 H20.4.9） 

 ・ＪＡ広島果実連 中晩かん「はるか」台湾輸出が好調 ＤＶＤで食べ方紹介 区 

  別化販売戦略が奏功 

    （日本農業新聞 H20.4.9） 

 ・道漁連が20年度事業計画案 輸出再構築、価格安定対策を推進 停滞する製品流 

  通、新漁までに環境整備へ 

    （水産経済新聞 H20.4.10） 
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 ・－ニュースさがＴＯＰ－ 「佐賀牛」米へ輸出 ＪＡグループ佐賀、来月にも  

  本場でブランドＰＲ 

    （佐賀新聞 H20.4.10） 

 ・ハマチ養殖80年、海外販路を強化 記念事業実行委、需要掘り起こしへ 

    （四国新聞 H20.4.10） 

 ・岡山県産豚、輸出軌道に 岡山県食肉センター 香港の富裕層に照準、畜産物で 

  中国四国初 

    （日本農業新聞 H20.4.11） 

 ・農産物輸出支援へ 愛知県、団体を募集、ＰＲ経費援助 

    （読売新聞 H20.4.11） 

 ・大根島ボタン、台北国際花博出展決まる 

    （山陰中央新聞 H20.4.11） 

 ・農水省、輸出モデルを設定 ３団体支援、年度内に戦略 

    （日本農業新聞 H20.4.12） 

 ・－ニッポン密着－ 「葵の御紋」「静岡」中国で商標１万5000円 露骨ブランド 

  狙い 

    （毎日新聞 H20.4.13） 

 ・商標登録押さえられ 「コシヒカリ」→「新潟産」 日本の特産品名、中台企業 

  が出願 「さぬき」「鹿児島」など地名も 

    （毎日新聞 H20.4.13） 

 ・十勝川西長いも 春堀り作業本格化 輸出増で収益回復目指す 

    （北海道新聞 H20.4.13） 

 ・－再生やまぐち29－ 経済（農・水産業） 東アジアに売り込め 鮮魚や加工品、 

  国内需要減で市場開拓 

    （山口新聞 H20.4.13） 

 ・ジャパン・パビリオンの出展者募集中 シラ国際外食産業見本市2009 来年１月 

  開催、日本は招待国 テーマはズバリ「栄養」 

    （水産経済新聞 H20.4.14） 

 ・農林水産省20年度事業、輸出ビジネスモデルで選定 実施者に全さんま  新たな 

  相手先開発、構築へ 

  （水産経済新聞 H20.4.15） 

 ・水産物輸出実績2008年２月 中国向けアキサケ好調 冷サバ、スケソウ減少 

    （水産経済新聞 H20.4.15） 

 ・米国向け強化 鎌田醤油、だし醤油夏にも投入 

    （山陽新聞 H20.4.15） 

 ・うどん、米、アジアでブーム 輸出10年で倍、讃岐ブランド「海外でも」 

    （読売新聞 H20.4.17） 

 ・なると金時商標登録３つに 新たに川内産「甘姫」 

    （徳島新聞 H20.4.17） 

 ・食品メーカー・林原 トレハロース工場新設 海外市場好調、増産へ 

    （読売新聞 H20.4.19） 

 ・大根島ボタン「富貴の花」台湾へ 2010年の花博に出展 

    （日本海新聞 H20.4.19） 

 ・香川の食、世界へ発信 県が出展企業を募集 今秋のパリ見本市 

    （四国新聞 H20.4.19） 

 ・愛媛県産品、広がるアジア市場 加工品２社、上海、台湾で契約 日本食ブーム 

  ・健康志向 かんきつは輸送手段に課題 

    （愛媛新聞 H20.4.21） 

 ・－漂流ニッポン－ 企業の力、世界目線で磨き直す時 舞台は世界に 

    （日本経済新聞 H20.4.21） 

 ・水産卸、中国を本格開拓 国内低迷、新たな収益源期待 長崎魚市、上海で初の 

  商談会 築地魚市場、鮮魚輸出狙い現地法人 

    （日経ＭＪ H20.4.21） 

 ・－味かげん－ アジアでも積極販売 カルビー社長、中田康雄さん 

    （日経ＭＪ H20.4.21） 
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 ・岡山県、特産果物の輸出強化へ 品質保持輸送や市場調査 販路拡大めざす 

    （日本農業新聞 H20.4.22） 

 ・－焦点－ 果樹産地の生産基盤改善へ 園地整備や新品種導入を支援 低迷続く 

  生産果実の消費 加工・輸出への対応が課題 

    （農業共済新聞 H20.4.23） 

 ・酵母や配合レシピ・・・日の丸技術守れ 農水省、流出阻止へ食品メーカー支援 

    （産経新聞 H20.4.23） 

 ・島根産品の販路開拓を 台湾輸出研設立へ 

    （山陰中央新報 H20.4.24） 

 ・佐賀、京都、鹿児島、青森 中国が商標出願 自治体ピリピリ 

    （産経新聞 H20.4.28） 

 ・コメ、対中輸出、全面解禁へ 政府間交渉、近く合意 

    （日本経済新聞 H20.4.29） 

 ・インドで本格販売 ヤクルト本社、中東進出も検討 

    （日本経済新聞 H20.4.29） 

 ・清酒ベース飲料、米国に輸出 低アルコール、女性照準 西山酒造場、９月から 

    （日本経済新聞 H20.4.30） 

 ・対中コメ輸出、解禁合意へ  

    （日本農業新聞 H20.5.1） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 現在、平成19年度に実施した輸出促進事業の成果を、随時輸出促進ホームページに 

掲載しています。掲載と同時に「ＷＨＡＴ’Ｓ ＮＥＷ」にも掲載情報をアップしま 

すので、ぜひご覧下さい。 

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

 

 

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

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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