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１．７月の輸出実績 

 

２．新着情報 

 

(１)「Gulfood 2009」(ドバイ(アラブ首長国連邦))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：10月10日(金)) 

 

(２)輸出拡大のための海外常設店舗における取扱産品等を募集しています。 

 

(３)「農林水産物貿易円滑化推進委託事業」（諸外国の輸出成功事例等調査・ピンク 

レディー）の実施予定者の公募を行っています。 

 

(４)「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業」（輸出促進サポーターの活用、発 

掘・登録）の実施予定者の公募を行っています。 

 

(５)マレーシア(７月25日(金))及び香港(９月11日(木))における「WASHOKU-Try  

Japan's Good Food」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。 

 

(６)香港向けに食品輸出を行っている皆様へ(「栄養表示」に関する条例関連) 

 

３．最近の輸出関連記事 

 

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

１．７月の輸出実績 

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

 

 ７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 

＋21.7％の410億円となりました。 

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

 ７月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、１月～７月の輸出額は、前年同期比＋5.5％の2,481億円となりました。  

 

 主な品目別に見た輸出額と増減の理由は以下のとおりです。 

 ながいもについては、台湾、米国向けが増加したことにより、前年同期比+11.2％ 

と増加しています。 

 メロンについては、香港、オマーン向けが増加したことにより、前年同期比 

+24.8％と増加しています。 

 ぶどうについては、香港、シンガポール向けが増加したことにより、前年同期比 

+10.6％と増加しています。 

 しいたけについては、米国、スペイン向けが増加したことにより、前年同期比 

+16.2％と増加しています。 

 さけについては、中国における在庫減少に伴い、中国向けが増加したことにより、 

前年同期比+10.1％と増加しています。 

 魚缶詰については、さばやまぐろの国内生産量の減少等により、前年同期比 

▲17.2％と減少しています。 
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http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/pdf/hinmoku.pdf 

 

 その他の主な品目についての増減の理由は、過去のバックナンバーをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/mm_backnumber.html 

 

 なお、主な国別の輸出額については、先月と比べると、タイ(+21.6％)と香港 

(+3.0％)が増加に転じました。 

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

 

 また、８月の輸出実績についてもすでに公表されていますので、お知らせいたしま 

す。 

 ８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 

+4.2％の382億円となりました。 

 また、１月～８月の輸出額は、前年同期比＋5.4％の2,863億円となりました。  

 増減の理由等については、次号でお知らせする予定です。 

 

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

２．新着情報   

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

 

（１）「Gulfood 2009」(ドバイ(アラブ首長国連邦))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：10月10日(金)) 

 

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

本パビリオンを設置する展示・商談会「Gulfood 2009」（平成21年２月23日（月）～ 

26日（木）、於：ドバイ(アラブ首長国連邦））への出展者を募集しています。(締切 

：10月10日(金)) 

 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/guidebook03.html 

 
               ◆ 
 
（２）輸出拡大のための海外常設店舗における取扱産品等を募集しています。 

 

 海外常設店舗における日本産品の販売促進の取組が、今年度は３カ国・地域(アラ 

ブ首長国連邦、マカオ、ロシア)で始まっています。 

 

  アラブ首長国連邦では、ドバイ及びアブダビの２都市において、９月12日(金)～ 

平成21年３月12日(木)の日程で常設店舗を開設する予定となっており、取扱産品、地 

域産品フェア等を募集しています。(締切：12月25日(木)) 

  詳しくは本事業の委託先である(株)コスモトレードアンドサービスのホームページ 

をご参照ください。 

  http://www.cosmo-trade.com/index.html 

 

  マカオでは、９月20日(土)～平成21年３月８日(日)の日程で常設店舗を開設する予 

定となっており、取扱産品、地域産品フェア等を募集しています。 

(締切：平成21年１月30日(金)) 

  詳しくは本事業の委託先である(株)ジェイコムのホームページをご参照ください。 

  http://nousui.jtbcom.co.jp/index.html 

 

  ロシアでは、モスクワにおいて、９月16日(火)～平成21年３月８日(日)の日程で常 

設店舗を開設する予定となっており、取扱産品、地域産品フェア等を募集しています。 

(締切：平成21年１月30日(金)) 

  詳しくは本事業の委託先である(株)サングローブフードのホームページをご参照く 
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ださい。 

  http://www.sgfd.co.jp/yushutu.html 

 
               ◆ 
 
(３)「農林水産物貿易円滑化推進委託事業」（諸外国の輸出成功事例等調査・ピンク 

レディー）の実施予定者の公募を行っています。 

 

  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」（諸外国の輸 

出成功事例等調査・ピンクレディー）について、実施予定者を公募しています。 

(締切：１0月17日(金)) 

  具体的には、オーストラリアに本部を置く生産者団体・APALによる統一的なブラン 

ド戦略の下、会員制のシステムにより各国で生産され、その食味と品質が市場で高く 

評価されているりんごのブランドである「ピンクレディー」に関する調査を委託事業 

により実施するものです。 

  本事業の受託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/080929_1.html 

 
               ◆ 
 
(４)「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業」（輸出促進サポーターの活用、発 

掘・登録）の実施予定者の公募を行っています。 

 

  農林水産省では、平成20年度「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業」（輸出 

促進サポーターの活用、発掘・登録）について、実施予定者を公募しています。 

(締切：10月24日(金)) 

  具体的には、我が国の農林水産物・食品の輸出や普及等を各分野で先駆的、実践的 

に行っている国内外の者（以下「輸出促進サポーター」という）等と、輸出意欲ある 

生産者等マッチングする機会を設けるとともに、現在登録されている輸出促進サポー 

ター(http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/supporter/index.html)のリニ 

ューアル等を行うものです。 

  本事業の受託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/081002_1.html 

 
               ◆ 
 
(５)マレーシア(７月25日(金))及び香港(９月11日(木))における「WASHOKU-Try  

Japan's Good Food」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。 

 

  ７月25日(金)に在マレーシア日本大使公邸において、香川県農林水産物等輸出促進 

フェアーとして「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施し、参加者に対して、 

香川県産のなす、トマト、青ねぎ、さつまいも、唐辛子、はまち、タイラギ、ナシフ 

グ、真鯛、素麺、醤油、日本酒、米、もも、ぶどうといった品目を提供しました。 

     

  また、９月11日(木)に香港において開催された海外貿易会議において、ビジネス交 

流会として「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施し、参加者に対して、米 

(新潟県産)、のり(佐賀県産)、わさび(静岡県産)、かき(和歌山県産、愛知県産)、な 

し(愛知県産)、メロン(愛知県産)、もも(福島県産、山梨県産)、ぶどう(岡山県産、 

山梨県産)、トマト(北海道産)といった品目を提供しました。 

     

  当日の様子や、参加者の反応等については、こちらをご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/event/washoku/index.html 

   

  なお、英国(９月16日(火))、ロシア(９月16日(火))、カナダ(９月22日(月))におけ 

る「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業の実施概要についても、近日中に公表す 
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る予定です。 

     
               ◆ 
 
(６)香港向けに食品輸出を行っている皆様へ(「栄養表示」に関する条例関連) 

 

  香港においては、香港で販売される食品の「栄養表示」に関する条例が５月28日 

に香港立法会で成立し、2010年７月１日から施行されることとなっておりますが、こ 

の度、日本貿易振興機構(JETRO)香港センターのホームページにおいて、条例、テク 

ニカルガイダンス、メソッドガイダンスの３つの関連文書の日本語仮訳が公開されま 

したので、お知らせいたします。 

  http://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/agriculture/ 

 

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

３．最近の輸出関連記事 

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

 

  インターネット上に掲載された農林水産物等の輸出関連の記事を紹介します。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。 

 

  ・10月に香港で日本産農産物商談会 －日本農業法人会 

  (農業協同組合新聞 H20.9.9) 

  ・モスクワでブドウを試験販売・岡山県 

  (中国新聞 H20.9.11) 

  ・県特産の農産物を世界ブランドに 県が輸出に力 

  (中日新聞・愛知 H20.9.11) 

  ・農業の知的財産、活用へ提言－有識者委員会が県に 

  (信濃毎日新聞・長野 H20.9.12) 

  ・香港で農産物貿易会議／日本産の情報発信を 

  (日本農業新聞 H20.9.12) 

  ・福島フェア：上海で県産品の販売好調 １１月はスペース倍増 

  (毎日新聞・福島 H20.9.13) 

  ・新潟県産米、対中国本格輸出へ始動 県や全農にいがた 

  (日本経済新聞・甲信越 H20.9.13) 

  ・「佐賀牛」の輸出計画 中東の富裕層に照準 ＵＡＥの高級ホテル訪問 

  (西日本新聞 H20.9.15) 

  ・川上村が試験的に香港へレタスやハクサイなど輸出 

  (信濃毎日新聞・長野 H20.9.17) 

  ・北海道開発局、台湾向け輸出促進 試験販売など需要発掘 

  (日本経済新聞・北海道 H20.9.17) 

  ・ロシアで日本のブドウ  富裕層に売り込み 

  (共同通信 H20.9.17) 

  ・かいや、あわびの煮貝を香港に輸出 甲府 中元市場低迷、海外に販路 

  (山梨日日新聞 H20.9.17) 

  ・松本建工、住宅資材サハリン輸出 地元投資会社と提携 

  (北海道新聞 H20.9.18) 

  ・九州の菓子卸・製造１５社が共同で販路開拓 

  (日本経済新聞・九州 H20.9.20) 

  ・ロシアで初のブドウ試食宣伝会 岡山県が30日から来月６日に 

  (山陽新聞 H20.9.20) 

  ・県産リンゴの販売額が２年連続９００億円突破 

  (陸奥新聞・青森 H20.9.23) 

  ・道産食材輸出拡大へＰＲ 開発局、１０月３日に展示商談会 

  (北海道新聞 H20.9.24) 
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  ・「青森リンゴ」台湾で初ＣＭ １２月から１００回放映／りん対協 

  (陸奥新聞 H20.9.26) 

  ・ロシアで日本食と農産物ををＰＲ －ＪＡ全農 

  (農業協同組合新聞 H20.9.27) 

  ・松川町から台湾へ ナシ「南水」75トンを輸出 

  (信濃毎日新聞・長野 H20.9.27) 

  ・「長崎フェア」を北京で来月開催 

  (読売新聞・九州 H20.9.27) 

  ・農産物輸出へＰＲ／全農がきょう モスクワで試食会 

  (日本農業新聞 H20.9.29) 

  ・中近東のセレブに和牛売り込め 大阪のアルトンがドバイへ初輸出 

  (産経新聞 H20.9.29) 

  ・市が農協と連携 県内初の試み 『香取産』コメ 台湾へ 

  (東京新聞・千葉 H20.9.30) 

  ・ドバイに二十世紀梨 ８年ぶり輸出再開 

  (西日本新聞・鳥取 H20.10.1) 

  ・桃に続け！「ブドウ輸出促進計画」 

  (読売新聞・山梨 H20.10.2) 

  ・モスクワで和食ブーム ＪＡ全農など催し 

  (北海道新聞 H20.10.3) 

  ・カナダ向けミカン出荷始まる 太良 

  (佐賀新聞 H20.10.3) 

  ・台湾輸出フェアで急増・淡路島内産タマネギ ７日から３回目出品 流通ルート確 

立期待 

  (読売新聞・兵庫 H20.10.4) 

  ・ファーストインターナショナル、青森産ナガイモを欧州向け初輸出 

  (日本経済新聞・東北 H20.10.4) 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 前号でもお知らせしたとおり、本号から編集担当者が交代になりました。皆様に情 

報発信をする立場ではありますが、自分自身まだ勉強中の身です。輸出に関係する方 

々は非常に多く、皆様に役立つ情報を提供することは大変難しいことと思いますが、 

勉強を重ねる中で、より価値の高い情報を提供していくことができればと思いますの 

で、引き続き、忌憚の無いご意見をいただければと思います。今後ともよろしくお願 

いいたします。 

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

 

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

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 
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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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