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３．今月の輸出関連記事 

 

 

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

１．６月の輸出実績 

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

  

 ６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＋ 

0.9％の362億円となりました。 

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

  ６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～６月の輸出額は、前年同期比＋2.8％の2,071億円となりました。   

 

 １月～６月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋35.7％）、 

いちご（＋89.1％）、キャベツ（＋50.3％）、かんしょ（＋48.6％）、なし（＋106. 

3％）、温州みかん（＋38.1％）、かき（柿）（＋76.1％）、鉢物類・盆栽類・植木 

類（＋41.2％）、苗物類（＋25.6％）、切花（＋26.7％）、アイスクリーム（＋13.7 

％）、牛乳（＋47.3％）、牛肉（＋130.6％）、鶏肉（＋78.4％）、豚肉（＋63.9％） 

、鶏卵（＋39.9％）、清涼飲料水（＋29.5％）、米菓（＋10.5％）、ごま油（＋16.9 

％）、醤油（＋16.2％）、味噌（＋18.2％）、丸太（＋64.7％）、製材（＋113.2％） 

、生鮮きのこ（＋12.2％）、かつお（＋28.8％）、たい（＋40.6％）、さんま（＋ 

179.6％）、のり（＋21.6％）、ホタテ貝（＋14.2％）、魚肉かまぼこ練り製品（＋ 
11.7％）等が増加する一方、だいこん（▲19.6％）、もも（▲24.2％）、木炭（▲ 
10.4％）、さば（▲14.5％）、すけとうだら（▲11.4％）、貝柱調製品（▲33.6％）、 

干しなまこ（▲23.3％）等が減少しています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/pdf/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、ロシア向けが増加しているほか、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、キャベ 

ツは香港、台湾、シンガポール向けが、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、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、ベトナム向けが、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。アイスクリームはシンガポール、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、米菓は台湾、韓国向けが増 

加したことによります。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。 

 丸太は韓国、中国向けが、製材はフィリピン、韓国、ベトナム向けが、生鮮きのこ 

は台湾、シンガポール向けが、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等向けが、たいは国内生産量の増加に伴い韓国向けが、 

さんまは安価な食材や加工原料としてロシア、ベトナム、タイ向けが、のりは香港、 

台湾向けが、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香港、 

中国等向けが、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。 

 だいこんは香港向けが、ももは台湾向けが減少したことによります。 
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 木炭は韓国、カタール、クウェート向けが減少したことによります。 

 さばは、年当初に国内生産量が減少したことにより中国、韓国向けが減少したこと 

によります。（ただし、５、６月は国内生産量の回復により、輸出は伸びています。） 

すけとうだらは、年当初の冷凍すり身の輸入価格及び国内流通価格等の上昇に伴い国 

内加工原料に向けられたことから、韓国向けが減少したことによります。（ただし、 

６月の輸出は増加。）貝柱調製品は、中国産貝柱調整品との競合による香港向け等の 

減少によります。干しなまこは、香港での需要を背景に単価が高騰し、価格の安い塩 

蔵なまこ輸出にシフトしたため、減少しているものと考えられます。 

 

 なお、主な国別には、ベトナム（＋159.1％）が大幅に増加、ＥＵ（＋14.1％）、 

シンガポール（＋13.5％）がかなり増加、台湾（＋5.6％）がやや増加、米国（＋1. 

1％）がわずかに増加した一方で、中国（▲17.9％）が大幅に減少、韓国（▲5.7％） 

がやや減少、香港（▲1.1％）、タイ（▲1.4％）がわずかに減少しました。 

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）「World of Food India 2008」（ムンバイ（インド））における日本パビリオ 

  ンへの出展者を募集しています。（締切：９月８日） 

 

  「平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」により日本パビリオン 

 を設置する、総合的な食品の展示・商談会「World of Food India 2008」（平成20 

 年11月13日（木）～15日（土）、於：ムンバイ（インド）への出展者を募集してい 

 ます。（締切：９月８日） 

  詳しくは本事業の委託先である（株）近鉄エクスプレスのホームページをご参照 

 ください。 

 http://www.kwe.co.jp/oishii/guidebook01.html 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）「FHC China 2008」（中国・上海）における日本パビリオンへの出展者を募集 

  しています。（締切：９月２日） 

 

  「平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」により日本パビリオン 

 を設置する、総合的な食品の展示・商談会「FHC China 2008」（平成20年12月４日 

 （木）～６日（土）、於：上海（中国）への出展者を募集しています。（締切：９ 

 月２日） 

  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。 

 http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20080811208-event 

 

   
               ◆ 
 
 
（３）「IPM Essen 2009」（ドイツ・エッセン）における日本パビリオンへの出展者 
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  を募集しています。（締切：９月16日） 

 

  「平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」により日本パビリオン 

 を設置する、花き専門の展示・商談会「IPM Essen 2009」（平成21年１月29日（木） 

 ～２月１日（日）、於：エッセン（ドイツ）への出展者を募集しています。（締切 

 ：９月16日） 

  詳しくは本事業の委託先である（株）近鉄エクスプレスのホームページをご参照 

 ください。 

 http://www.kwe.co.jp/oishii/guidebook02.html 

 

   
               ◆ 
 
 
（４）「International Boston Seafood Show 2009」（米国・ボストン）における日 

  本パビリオンへの出展者を募集しています。（締切：９月25日） 

 

  「平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」により日本パビリオン 

 を設置する、水産物専門の展示・商談会「International Boston Seafood Show  

 2009」（平成21年３月15日(日)～17日(火)、於：ボストン（米国）への出展者を募 

 集しています。（締切：９月25日） 

  詳しくは本事業の委託先である共同ピーアール（株）のホームページをご参照く 

 ださい。 

 http://www.japan-seafood.net/index.html 

 

   
               ◆ 
 
 
（５）平成20年度「輸出オリエンテーションの会」の開催予定等を輸出促進ホームペ 

  ージに掲載しました。 

     

    農林水産省では、輸出意欲のある事業者の方々を支援するため、今年度も「輸出 

 オリエンテーションの会」を全国９地域で開催予定です。 「輸出オリエンテーシ 

 ョンの会」は、「輸出促進セミナー」、「展示・商談会」、「輸出産品発掘会」に 

 よって構成され、さまざまな角度から産品輸出の最前線に触れることができます。 

 はじめての輸出を試みたい方、また輸出先を拡大したいとお考えの事業者の皆様に 

 とっても有意義な場となりますので、ぜひこの機会をご活用ください。 

    開催予定等について、輸出促進ホームページに掲載しましたので、以下をご覧下 

 さい。 

  http://nousui.jtbcom.co.jp/orien/ 

      

 
               ◆ 
 
 
（６）平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（海外向けテレビ番組制作 

 ・放送等の実施）」実施予定者の公募を行っています。（募集締切：９月１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（海外向け 

 テレビ番組制作・放送等の実施）」について、実施予定者の公募を行っています。 

    本事業は、マスメデイアを活用して、海外に日本食文化や日本食材等を正しく紹 

 介し、魅力を伝え、ファンを世界に広げることにより、日本の高品質な農林水産物 

 ・食品の輸出促進を図ることを目的としており、日本食・日本食材等の購買・消費 

 意欲をかきたてる外国人向けの番組の制作及び海外向け放送が主な事業内容です。 
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    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/080812_3.html 

 公募期間は、８月12日（火）～９月１日（月）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（７）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 

  ）」実施予定者の公募（第２回）を行っています。（募集締切：９月１日） 

 

    農林水産省では、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）」について、実施予定者を公募しています。（第２回目） 

    主な事業内容は、以下の国・地域における展示・商談活動の実施及び日本食・日 

 本産品の普及を目的とするバイヤー等向けの試食会やセミナー、料理コンテスト等 

 の関連イベントの開催、展示・商談活動終了後の出展者の商談成約に向けた活動の 

 支援です。 

    案件は、ロシア連邦（ProdExpo2009）、英国（IFE09）又は米国（34th Winter  

 Fancy Food Show）のいずれかです。 

  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/080814_1.html 

  公募期間は、８月14日（木）～９月１日（月）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（８）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（パリ国際農業見本市SIA2009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います。 

  （募集締切：９月３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（パリ国際農業見本市SIA2009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、実施予定者の公 

 募を行っています。 

    本事業は、ヨーロッパ最大規模の総合的農業見本市である「パリ国際農業見本市 

 SIA（Salon International de l'Agriculture）」（平成21年２月21日（土）～３ 

 月１日（日））において、フランス人を中心とする来場者に対し、我が国農林水産 

 物・食品の品質やヘルシーさ等を紹介・宣伝することにより、日本食材等・日本食 

 文化に関する理解を増進するとともに、日本食ファンの裾野を拡大し、フランス市 

 場さらにはヨーロッパ市場全体への輸出促進を図ることを目的としています。主な 

 事業内容は、当該見本市における日本パビリオンの設置、日本食の調理デモンスト 

 レーション、レシピの配布、試食・試飲等による現地一般消費者等に対する日本食 

 材等・日本食文化の総合的なPRの実施です。 

    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/080812_1.html 

 公募期間は、８月12日（火）～９月３日（水）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（９）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（南カリフォルニア日米協会創立100周年記念 
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  事業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 

  を行っています。 （募集締切：９月３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（南カリフォルニア日米協会創立 

 100周年記念事業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、実施予定者の公募を行っています。 

    本事業は、南カリフォルニア日米協会創立100周年記念事業（平成21年３月５日） 

 への来場者等に対して、我が国農林水産物・食品の品質やヘルシーさ等を紹介・宣 

 伝することにより、日本食材等・日本食文化に関する理解を増進するとともに、日 

 本食ファンの裾野を拡大し、アメリカ市場への輸出促進を図ることを目的としてい 

 ます。主な事業内容は、当該念事業における日本食の調理デモンストレーション、 

 レシピの配布、試食・試飲等による現地一般消費者等に対する日本食材等・日本食 

 文化の総合的なPRの実施です。 

    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/080812_2.html 

 公募期間は、８月12日（火）～９月３日（水）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（10）平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（海外誌への広告掲載の実 

    施）」実施予定者の公募を行っています。（募集締切：９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（海外誌へ 

 の広告掲載の実施）」について、実施予定者の公募を行っています。 

    本事業は、マスメディアを活用して海外に日本食文化や日本食材等を正しく紹介 

 し、その魅力を伝え、ファンを世界に広げることにより、日本の高品質な農林水産 

 物・食品の輸出促進を図ることを目的としています。主な事業内容は、日本食・日 

 本食材等の購買・消費意欲をかきたてる外国人向けの雑誌広告の制作及び機内誌な 

 どの海外誌への掲載です。 

    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/080819_3.html 

  公募期間は、８月19日（火）～９月８日（月）です。 

     

   
               ◆ 
 
 
（11）平成20年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（海外貿易制度等調査）」実 

  施予定者の公募を行っています。（募集締切：９月８日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（海外貿易制 

 度等調査）」について、実施予定者の公募を行っています。 

    本事業は、我が国農林水産物等の主要な輸出相手国について、輸出の拡大に資す 

 る貿易制度を調査して産地等の関係者に広く知らせることを目的としており、主な 

 事業内容は、ロシア、インドにおける農林水産物等に関する貿易制度、関連諸制度 

 の情報収集の実施です。 

    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/080819_3.html 

  公募期間は、８月19日（火）～９月８日（月）です。 

     

   
               ◆ 
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（12）平成20年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（生鮮農林水産物・食品の航 

  空輸出促進に関する調査）」実施予定者の公募を行っています。（募集締切：９ 

  月10日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（生鮮農林水 

 産物・食品の航空輸出促進に関する調査）」について、実施予定者の公募を行って 

 います。 

    本事業は、生鮮の農林水産物等の航空輸送による輸出の拡大を図るため、航空輸 

 出を実施する上で障害となっている具体的な事象・課題等の実態を把握することを 

 目的としており、主な事業内容は、生鮮の農林水産物等の航空輸出における具体的 

 な事例及び輸出関係者が抱える課題の調査です。 

    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/080821_1.html 

  公募期間は、８月20日（水）～９月10日（水）です。 

 

   
               ◆ 
 
 
（13）平成20年度「農林水産物等輸出促進対策事業」（補助事業）実施者（第２回公 

  募分）について、輸出促進ホームページに掲載しました。 

 

    平成20年度「農林水産物等輸出促進対策事業」（補助事業）の補助金等交付候補 

 者の公募（第２回）を７月25日締切で行っておりましたが、提出された課題提案書 

 を審査した結果、12事業体を選定し、輸出促進ホームページに掲載しました。 

    詳細については、以下をご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/080826_1.html 

 

 

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

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。  

 

 ・Made in Japan 農水産物 世界ニーズ収穫 青森りんご：輸出先ごとにサイズ 

  選別 長野レタス：試食会、台湾で展開 鹿児島ブリ：欧米の衛生認証取得 山 

  梨モモ：手作業で厳格検品 成功の秘訣は売り続ける覚悟 

    （日経ＭＪ H20.8.4） 

 ・水産物輸出１－６月 サンマが急増 サバ追い上げ 

    （水産経済新聞 H20.8.4） 

 ・北京「日本長崎フェア」開催 10月18日－25日、中国・北京で 県産品利用や観 

  光誘致を呼び掛け 

    （水産経済新聞 H20.8.7） 

 ・農作業の工程管理 「国際規格」取得を支援 オムニバーサルが団体向け 欧州 

  への輸出「通行手形」に 

    （日経ＭＪ H20.8.11） 

 ・日本地名の商標出願／中国・台湾で頻発 農産物輸出に影響も 

    （日本農業新聞 H20.8.19） 

 ・－にっぽん未来図 農へのまなざし第６部④－ 家族で囲む食卓、幸せな暮らし 

  の礎に 食生活ジャーナリスト岸朝子さん 

    （日本農業新聞 H20.8.20） 

 ・ＪＡ全農など38団体が香港で貿易会議 ジェトロ９／11 
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  （農業協同組合新聞 H20.8.21） 

 ・－輸出動向－ 冷凍サンマ輸出先国拡大、引き合い続く 今年、一挙に５万トン 

  台も 

  （水産経済新聞 H20.8.22） 

 ・第３回アグリフードＥＸＰＯ 26日から２日間 農林漁業金融公庫 

  （水産経済新聞 H20.8.22） 

 ・鳥取産・二十世紀梨 27日初出荷 

  （山陰中央日報 H20.8.23） 

 ・宮崎県 東アジアの販路拡大会議 

  （読売新聞・宮崎 H20.8.23） 

 ・青森リンゴ：台湾向け輸出急増 県産は９割以上も、検疫強め販路拡大 

  （毎日新聞・青森 H20.8.23） 

 ・台湾進出に手応え現地展示会で初出店 熊本県農畜産物輸出促進協 

  （日本農業新聞・熊本 H20.8.23） 

 ・ＪＡ全農にいがた 県産きのこロシアへ見本市で売り込み10月出荷めざす 

    （日本農業新聞・甲信越 H20.8.26） 

 ・日本パビリオン ボストン、来年３月開催のシーフードショーに設置 出展者を 

  募集 共同ピーアール、９月25日締め切り 

    （水産経済新聞 H20.8.27） 

 ・ボストンシーフードショー 日本パビリオン出展募集 

    （日刊水産通信 H20.8.27） 

 ・台湾に桃、２年ぶり輸出 全農山形、250キロ 

  （山形新聞 H20.8.28） 

 ・県産食材輸出拡大へ骨子案 宮城県10月中に基本方針 

  （河北新報社 H20.8.28） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 本号をもちまして、編集担当者が交代になります。私が輸出促進メールマガジンの 

担当になったのは、第11号時からで、２年以上にわたり、毎月１回のペースで発行さ 

せていただきました。２年前の読者数は約3,500名ほどでしたが、現在は約5.500名に 

増え、輸出に関心のある方々が増えてきていることを実感しながら記事を書いていま 

した。読者の皆さまに、タイムリーに分かりやすく情報をお届けできるよう、試行錯 

誤しながら記事を構成してきましたが、少しでもお役に立てたのであれば幸いです。 

 次号からは新しい担当者となりますが、今後とも皆様のお役に立つような情報を発 

信できるよう努めますので、引き続きよろしくお願いします。 

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

 

 

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

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 
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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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