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

１．５月の輸出実績 

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

  

 ５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＋ 

1.3％の348億円となりました。 

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

  ５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～５月の輸出額は、前年同期比＋3.3％の1,709億円となりました。  

 

  １月～５月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋53.6％）、 

いちご（＋89.1％）、メロン（＋23.8％）、キャベツ（＋133.9％）、かんしょ（＋ 

57.3％）、なし（＋106.3％）、温州みかん（＋46.6％）、ぶどう（＋13.4％）、か 

き（柿）（＋76.1％）、鉢物類・盆栽類・植木類（＋37.7％）、苗物類（＋30.1％）、 

切花（＋28.6％）、アイスクリーム（＋17.9％）、牛乳（＋40.6％）、牛肉（＋149. 

7％）、鶏肉（＋120.1％）、豚肉（＋67.1％）、鶏卵（＋42.7％）、清涼飲料水（＋ 

33.2％）、菓子（＋10.0％）、ごま油（＋10.5％）、醤油（＋25.0％）、味噌（＋23 

.3％）、丸太（＋29.5％）、製材（＋92.1％）、生鮮きのこ（＋12.5％）、かつお 

（＋72.2％）、たい（＋32.5％）、さんま（＋174.2％）、のり（＋20.7％）、ホタ 

テ貝（＋21.8％）、魚肉かまぼこ練り製品（＋12.4％）等が増加する一方、だいこん 

（▲13.3％）、しいたけ（▲16.5％）、さけ（▲12.2％）、さば（▲32.3％）、すけ 

とうだら（▲14.1％）、魚缶詰（▲32.9％）、貝柱調製品（▲35.1％）、干しなまこ 

（▲20.4％）等が減少しています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/pdf/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、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。いちごは香港向けが、メロンは香港、 

フランス、韓国向けが、キャベツは香港、台湾向けが、かんしょは香港、台湾、中国 

向けが、なしは香港、台湾向けが、温州みかんは台湾、香港、シンガポール、ロシア 

向けが、ぶどうは台湾、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、台湾向けが、切花はロシア、米国向けが増加したことによります。アイスクリ 

ームは香港、米国向けが、牛乳は香港向けが増加したことによります。牛肉は香港向 

け輸出が本格化し、順調に推移していること、鶏肉はベトナム及び香港向けの鶏足（ 

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。 

 清涼飲料水は日本特有の商品の需要が堅調であること、菓子は経済成長に伴いアジ 

ア諸国での購買力が増加していることによります。ごま油は日本食等の広まりや、欧 

米に住むアジア人の増加から、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、韓国向けが、生鮮きのこは台湾向け 

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、ホタテ貝は生食用、フランス料理、中華料理等の高級食材とし 

て米国、香港、韓国、中国等向けが、それぞれ増加したことによります。 

 一方、主な減少の理由については、以下のとおりです。 

  だいこん、しいたけは、香港向けが減少したことによります。さけは中国での在庫 

増により中国向けが、さばは国内生産量の減少により中国、韓国向けが、干しなまこ 

は塩蔵なまこへのシフトにより香港向けが、それぞれ減少したことによります。すけ 

とうだらは、冷凍すり身の輸入価格及び国内流通価格等の上昇により、国内加工原料 

に向けられていることにより、韓国向け輸出が減少したことによります。魚缶詰は、 

缶詰の原料であるさばの国内生産量の減少により輸出が減少しているものと考えられ 

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 

り減少したものです。 

 

  なお、主な国別には、シンガポール（＋19.2％）、ベトナム（＋157.7％）が大幅 

に増加、台湾（＋6.1％）、タイ（＋7.4％）、ＥＵ（＋12.1％）がかなり増加、米国 

（＋1.1％）、香港（＋0.1％）がわずかに増加した一方で、中国（▲20.5％）が大幅 

に減少、韓国（▲7.0％）がかなり減少しました。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/pdf/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）「北海道洞爺湖サミット国際メディアセンターにおける日本食・日本食材等の 

  ＰＲ（７月７日～９日）」の実施概要を輸出促進ホームページに掲載しました。 

 

    ７月７日から９日までの北海道洞爺湖サミットの開催期間中、取材の拠点となる 

 国際メディアセンター（IMC）において、外国プレス・メディア関係者等に対して、 

 日本食・日本食材等を提供し、日本食文化や日本食・日本食材等の魅力を広く海外 

 に発信する事業を実施しました。本事業の実施概要を輸出促進ホームページに掲載 

 しましたので、ご関心のある方は以下のページをご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/pdf/summit_pr.pdf 
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               ◆ 
 
 
（２）６月18日に実施したフランス（パリ）における「WASHOKU-Try Japan's Good  

  Food」事業の概要を輸出促進ホームページに掲載しました。 

 

    ６月18日に在フランス日本国大使公邸において、「WASHOKU-Try Japan's Good  

 Food」事業を実施し、日本産食材として、米（長野県産こしひかり）、さつまいも 

 （千葉県産）、かぼちゃ（茨城県産）、原木しいたけ（鳥取県産）、舞茸（北海道 

 産）、ホタテ（北海道産）、メロン（静岡県産）、緑茶（静岡県産）、焼きのり（ 

 佐賀県産）を提供し、おにぎり、天ぷら、ホタテの醤油・バター炒めに料理しまし 

 た。  

    参加者からは、「おにぎりは初めて食べたが美味しい。」「のりは、風味が良く、 

 非常に美味しい。」「フランスでは、寿司や焼鳥はよく食べるが、天ぷらを食べる 

 機会が少ない。天ぷらはどのレストランで食べられるのか知りたい。」「日本産ホ 

 タテのサイズの大きさに驚いた。」「日本食は、生鮮で安心のイメージがあり、ま 

 た油っぽくなくて身体にいいので、好んで食べている。」「パリには、正統的な日 

 本食レストランとそうでないレストランがあるが、食べると違いが分かるので、本 

 物を提供しつづけてほしい。」「今回のような日本の農産物の輸出の可能性は十分 

 あると思う。誰も日本から安価な農産物を大量に輸入することは期待していない。 

 そうではなく、日本料理などの味わい方とともに輸出するのが効果的であると思う 

 。」といったコメントが寄せられました。 

    詳細については、以下のＵＲＬをご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/event/washoku/pdf/h20_france.pdf 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）「アジア・フルーツ・ロジスティカ2008（Asia Fruit Logistica 2008）」及 

  び「シアル2008（SIAL 2008）」の日本パビリオンへの出展者の募集を行いまし 

  た。（７月16日募集開始、締切：７月24日） 

 

    平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（海外展示・商談活動）に 

 より日本パビリオンを設置する、生鮮果実・野菜類専門見本市「アジア・フルーツ 

 ・ロジスティカ2008（Asia Fruit Logistica 2008）」（平成20年９月10日（水） 

 ～12日（金）、於：香港）、及び、世界最大規模の総合的な食品見本市「シアル 

 2008（SIAL 2008）」（平成20年10月19日（日）～23日（木）、於：パリ（フラン 

 ス））への出展者について、７月16日より募集を行い、７月24日に締め切りました。 

 今後、応募いただいた方の中から出展者を選定いたします。 

    詳しくは本事業の委託先である日本貿易振興機構（ジェトロ）のホームページを 

 ご参照ください。 

 

 〈アジア・フルーツ・ロジスティカ2008について〉 

 http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20080709705-event 

 

 〈シアル2008について〉 

 http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20080709479-event 

     

   
               ◆ 
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（４）「第19回中国（上海）国際建材・インテリア展覧会（上海建材展）」の日本パ 

  ビリオンへの出展者の募集を行いました。（７月16日募集開始、締切：７月24日） 

 

    平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（国産材海外展示・商談活 

 動）により日本パビリオンを設置する、建材専門見本市「第19回中国（上海）国際 

 建材・インテリア展覧会（上海建材展）」（平成20年８ 月19日（火）～22日（金）、 

 於：上海）への出展者について、７月16日より募集を行い、７月24日に締め切りま 

 した。今後、応募いただいた方の中から出展者を選定いたします。 

    詳しくは本事業の委託先である日本木材輸出振興協議会のホームページをご参照 

 ください。 

  http://www.jawic.or.jp/jawpec/info/080714/ 

 

 

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

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。  

 

 ・ＪＡ島根おおち 邑南町産コメ出荷式 来月から香港で販売 

    （山陰中央新報 H20.6.18） 

 ・ＪＡ西いわみ 今度はメロン輸出 あんぽ柿に続きハワイへ 

    （山陰中央新報 H20.6.19） 

 ・仙台国際貿易港セミナーin気仙沼 阿部泰浩・阿部長商店社長が講演 高品質の 

    日本の水産物 国際流通に乗せ魚価維持 漁業経営の安定を目指す 

    （水産経済新聞 H20.7.9） 

 ・～サミット見てある記～ 農水省、日本食材で各国メディアに提供 狙いは輸出 

    拡大と自給率アップ？  

    （日刊工業新聞 H20.7.9） 

 ・日本食材を上海で普及 14日にＪＲＯ現地で勉強会 

    （日本農業新聞 H20.7.10） 

 ・日本食の魅力を世界へ 洞爺湖サミット、外国メディアに好評 アキサケ、ホタ 

  テ料理など 

    （水産経済新聞 H20.7.10） 

 ・サミット国際メディアセンター 岸朝子さん監修、上州和牛を提供  

    （上毛新聞 H20.7.10） 

 ・～知的財産を生かせ 農畜産物の活用５～ 模倣商標の防衛策、国外登録も忘れ 

  ずに 

    （日本農業新聞 H20.7.11） 

 ・川商フーズ、中東に高級缶詰 富裕層向け商品拡充 カニ2500円、モモ800円 

    （日経ＭＪ H20.7.13） 

 ・日本酒、韓国で人気 昨年輸出額、５年前の７倍 

    （朝日新聞 H20.7.13） 

 ・水産物輸出実績2008年５月 サバ好転、サンマ安定 アキサケやホタテも                      

    (水産経済新聞 H20.7.17) 

 ・中国への追加輸出米 ３割売れ残り 春節期、間に合わず 

    （日本農業新聞 H20.7.18） 

 ・農水省 野菜政策検討会が初会合 業務シェアを拡大 

    （日本農業新聞 H20.7.19） 

 ・梨「彩玉」輸出へ 県育成品種、タイでＰＲ 

    （日本農業新聞 H20.7.22） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ ロシア向け果実輸出が好調 

    （農業共済新聞 H20.7.23） 

 ・日本産農産物に中東舌鼓 スイカ・牛肉・・・「高くてもおいしく安全」 オイ 

  ルマネー狙い売り込み 
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    （日本経済新聞 H20.7.23） 

 ・メロン輸出好調 アジア富裕層向け 富良野産など販路拡大 

    （北海道新聞 H20.7.24） 

 ・「第10回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」開幕 25日まで  

  過去最大の500社出展 13か国・１地域から 

    （水産経済新聞 H20.7.24） 

 ・嶋活が海外進出加速 ハワイ・台湾の量販店で モズク、海ブドウ販売定番化   

  秋にはシンガポールにも 

    （水産経済新聞 H20.7.25） 

 ・日本食品広報展示会 10月に広州で 「ジャパンデー」の一環 

    （水産経済新聞 H20.7.25） 

 ・韓国、ブランド見直し 輸出向け農産物 残留農薬でつまずく 

    （日本農業新聞 H20.7.27） 

 ・－フロンティアな人びと－ 岩手県二戸市・久慈浩介さん 地酒の魅力を世界へ 

  発信 農家の意欲はぐくむ 

    （日本農業新聞 H20.7.28） 

 ・農水産物をオンライン取引 中国・天津 

    （水産経済新聞 H20.7.28） 

 ・自民「農業版ジェトロ」創設 輸出加速へ提言 

    （日本農業新聞 H20.7.30） 

 ・大日本水産会、衛生管理講習会開催 積極的な参加を期待 

    （水産経済新聞 H20.7.30） 

 ・トムソンコーポレーション 日本の地名商標、中国・台湾で調査  自治体などに 

  報告 輸出時トラブル防止 

    （日本経済新聞 H20.7.31） 

 ・輸出 サンマ、サバ急増 マグロ類やイカは減少 

    （水産経済新聞 H20.7.31） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 今月は、７日～９日に開催された北海道洞爺湖サミットの機会を活用し、国際メデ 

ィアセンターにおいて、外国プレス・メディア関係者等を対象に、日本食・日本食材 

等のPRを実施しました。サミットの主要議題であった環境問題と絡めた環境にも優し 

い日本料理（献立は、食生活ジャーナリストの岸朝子氏監修）は、多くの外国人記者 

の関心を集めたようです。18に及ぶ道府県から提供された肉や茶、旬の野菜や果物、 

水産物の魅力を、外国人記者にも十分アピールできたのではないかと思います。 

 今後とも、こうした国内外での機会を活用し、日本食・日本食材の魅力を伝え、フ 

ァンを世界に広げることにより、輸出促進につなげてまいります。 

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

 

 

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

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 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 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/j/pr/e-mag/reg.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/j/pr/e-mag/can.html 
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