
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

                     農林水産物等輸出促進メールマガジン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 　26・１・17  　第181号
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【目次】

１．平成25年11月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について

２．農林水産物・食品輸出関連セミナー及び商談会の参加者募集について

３．畜産物の輸出に係る施設の追加情報について
　（１）香港向けに輸出する家きん卵に係る取扱施設
　（２）タイ向けに輸出する牛肉に係る取扱施設
　（３）マカオ向けに輸出する牛肉に係る取扱施設

４． 近の輸出関連記事の紹介

----------------------------------------------------------------------------
１．平成25年11月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について
----------------------------------------------------------------------------

　平成25年11月の農林水産物・食品の輸出額は、対前年同月と比較すると18.5％増、
平成22年（震災前の年）同月と比較すると、19.6％増の506億円となりました。
　平成25年１～11月の農林水産物・食品の輸出額は4,937億円となり、震災前の年
（平成22年１～11月）に比べても12％の増加となりました。その主な国別内訳は、
以下のとおりです。
                                                    （単位：億円）
│国・地域名  │平成22年1－11月│平成25年1－11月│増減額│増減率│
│世界        │　　　 　 4,390│　　 　 　4,937│   547│ 　12%│
│　アセアン  │　     　　 594│ 　   　 　 911│   317│   53%│
│　　タイ    │ 　　    　 191│ 　　    　 318│   127│   67%│
│　  ベトナム│     　　　 142│    　 　　 264│   122│   86%│
│米国        │ 　    　　 632│ 　    　　 749│   117│   19%│
│台湾        │ 　    　　 538│ 　    　　 647│   110│   20%│
│中国        │            486│            445│  ▲41│  ▲8%│
│韓国        │     　　　 415│ 　    　　 345│  ▲71│ ▲17%│
                                      （出典：財務省「貿易統計」）

  参考：為替レート
　平成22年11月：１米ドル＝ 84円、平成25年11月：１米ドル＝ 99円
                   （出典：日本銀行資料「基準外国為替相場」）　　
　
　さらに詳しい輸出実績をお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さ
い。
【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策 > 農林水産物・
　食品の輸出に関する統計情報】
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html

----------------------------------------------------------------------------
２．農林水産物・食品輸出関連セミナー及び商談会の参加者募集について
----------------------------------------------------------------------------

　当省補助事業の事業実施者である日本貿易振興機構（ジェトロ）では、現在、下記
のとおり農林水産物・食品輸出関連セミナー及び商談会の参加者を募集しています。
詳しくは、各イベントの参加者募集ＵＲＬをご参照の上、ご応募下さい。



━━ セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　○タイ「食品市場」セミナー・輸出個別相談会 in 山形

　　ジェトロ山形では、タイの食品市場をテーマとするセミナーを、現地で日　　　
　　本企業からの問い合わせや商談サポートを務めるジェトロ農林水産・食品
　　コーディネーターを講師に迎えて開催します。またセミナーに先立ち、セ
　　ミナー講師が食品輸出に関するお悩みにお答えする相談会も実施します。 
　　わが国からの農林水産物・食品輸出先として第6位（金額ベース；2012年）
　　の位置にあり、富裕層の増加や日本食ブームに伴って日本食材への関心が
　　これまで以上に高まるタイ市場の攻略に向け、 新情報を現地で活躍する
　　専門家から入手する絶好の機会ですので、是非、本セミナーにご参加下さ
　　い。

　【日時】2014年2月7日（金）10時～16時
　　<個別相談会>　　
　　（1）10時～10時30分 
　　（2）10時30分～11時　 
　　（3）11時10分～11時40分 
　　（4）11時40分～12時10分（30分×4コマ ※先着順） 
　　<セミナー> 
　　　14時～16時（開場13時30分）
　【場所】山形グランドホテル（山形市）
　【定員】<個別相談会>4社
　　　　　<セミナー>50名　※いずれも先着順
　【申込締切】2014年2月3日（月）
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20140110982-event

　○タイの日本食品市場セミナー in 栃木

　　ジェトロ関東では、タイにおける日本食品市場をテーマとし、現地で日本
　　企業からの問い合わせや商談サポートを務めるジェトロ農林水産・食品コ
　　ーディネーターを講師とするセミナーを、中小企業の皆様を対象として開
　　催します。 
　　わが国からの農林水産物・食品輸出先として第6位のタイ（2012年；金額
　　ベース）では、富裕層の増加や現地での日本食ブームに伴い、日本食材へ
　　の関心が以前にも増して高まっています。現地で活躍する専門家ならでは
　　の視点から、タイ市場攻略のための 新情報を入手する絶好の機会ですの
　　で、是非、本セミナーにご参加下さい。

　【日時】2014年2月6日（木）14時～16時
　【場所】栃木県庁研修館201研修室（宇都宮市）
　【定員】40名（先着順）
　【申込締切】2014年2月3日（月）
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20131209515-event

　○「日本の花き品種を米国・ＥＵへ」セミナーのご案内

　　ジェトロでは、米国や欧州への輸出を検討している花き育成者及び花き関
　　係者を対象に、同地で花全体のマーケット事情や消費動向に詳しい講師を
　　招き「日本の花き品種を米国・ＥＵへ」セミナーを東京・大阪の2箇所で開



　　催します。
　　米国・ＥＵへの輸出・市場開拓にご関心のある方のご参加をお待ちしてい
　　ます。

　＜日時・会場＞
　【東京】3月20日（木）13:30～16:45　ジェトロ東京　5階展示場
　【幕張】3月21日（金）13:30～16:45　　　
　　　　　幕張メッセ　国際展示場９－１１ホール　２階　特別会議室
　　　　　（2014フラワー＆ガーデンショウショウの展示会場）
　【対象】花きの個人育成者、種苗会社、生産者、市場関係者、官公庁、
　　　　　一般参加者
　【内容】「日本の花き品種を米国・ＥＵへ」セミナー
　　　　　（１）開会　13:30　（受付は13:00～）
　　　　　（２）講演内容　
　　　　　　　　1.米国の園芸市場について
　　　　　　　　　Don Richards氏（Applied Horticultural Consulting Inc.
　　　　　　　　　園芸コンサルタント）
　　　　　　　　2.育成品種の米国での販売について
　　　　　　　　　Marshall Dirks氏（Proven Winners North Americaマーケ
　　　　　　　　　ティングディレクター）
　　　　　　　　3.育成品種の欧州での販売について（講師はオランダより招
　　　　　　　　　聘予定）
　【定員】100名（先着順）
　　　　　※定員に達し次第お申し込みを締め切ります。定員超過のため参加
　　　　　　をお断り させていただく方には、その旨ご連絡します。
　【主催・後援】一般財団法人 日本花普及センター、ジェトロ（主催）、
　　　　　　　　公益社団法人日本家庭園芸普及協会（後援）
　【参加費】無料
　【申込締切】2014年2月21日（金）

　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/events/item/20131219365/

━━ 商談会・見本市・ミッション ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　○「食材王国みやぎ 食品輸出商談会」 in 石巻

　　ジェトロ仙台は、「FOODEX JAPAN 2014」におけるマッチング商談会
　　（2014年3月6日～7日、幕張メッセで開催）に参加した海外の食品バイヤ
　　ーのうち、特に水産品に興味のあるバイヤーを迎えて石巻市内で輸出商談　　　
　　会を開催します。 
　　宮城県等と協力し、東日本大震災後の日本産の農林水産物・食品の海外販
　　路開拓を支援するため、海外の食品バイヤーを宮城県に招いて輸出商談会
　　を開催してきたジェトロ仙台では、今回、震災から3年を迎えて力強く復興
　　を進める石巻市に開催場所を移して開催するものです。積極的な購買意欲
　　のある海外食品バイヤーとの貴重な直接商談機会となりますので、是非、
　　ご参加下さい。 

　【日時】2014年3月10日（月）13時～18時
　【場所】石巻グランドホテル　2F鳳凰東（石巻市）
　【定員】15社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年1月24日（金）17時※締切厳守
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20131217347-event

　○「食品輸出商談会」 in 山梨



　　ジェトロ山梨では、わが国農林水産物・食品の輸出促進活動の一環として、
　　海外バイヤーとの商談会を開催します。 
　　本商談会は、日本食材の輸入に強い関心をもつバイヤーを海外から招き、
　　海外販路開拓に意欲のある食品関連の中小企業・団体を対象として開催す
　　るものです。 
　　今商談会は、主にアジア地域を中心にバイヤーをお招きする予定ですので、
　　海外への販路拡大をお考えの皆様は是非ご参加ください。 
　　
　【日時】2014年2月25日（火）9時30分～17時30分（予定）
　【場所】甲府富士屋ホテル（甲府市）
　【定員】15社・団体程度（予定）
　【申込締切】2014年1月23日（木）17時※締切厳守
　
　　詳細はこちら↓
　　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/events/20131129143-event
　
----------------------------------------------------------------------------
３．畜産物の輸出に係る施設の追加情報について
----------------------------------------------------------------------------

　畜産物の輸出に係る施設について、以下とおり、対象施設が追加されました。
　詳細については、各ホームページをご参照下さい。　
　
　（１）香港向けに輸出する家きん卵に係る取扱施設（平成26年１月９日現在）
　　　　
　　住所変更施設：PEMYZ001
　　　　　　　　　農事組合法人香川ランチGPセンター（宮崎県児湯郡川南町）
　　追加施設：PEOKI002
　　　　　　　石垣島ヒロ農園（沖縄県石垣市）

【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 家きんの畜産物の輸出 > 家きん（鶏、
　うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目
　）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/hk_egg_ex.pdf

　（２）タイ向けに輸出する牛肉に係る取扱施設（平成26年１月14日現在）

　　追加施設：SE-1
　　　　　　　仙台市ミート・プラント（と畜場）（宮城県仙台市）
　　　　　　　仙台中央食肉卸売市場株式会社（食肉処理場）（宮城県仙台市）

【ホーム（動物検疫所） > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄
　類（牛、豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/th_beef.pdf

　（３）マカオ向けに輸出する牛肉に係る取扱施設（平成26年１月15日現在）
　　　
　　住所変更施設：SE-1
　　　　　　　　　仙台市ミート・プラント（と畜場）（宮城県仙台市）
　　　　　　　　　仙台中央食肉卸売市場株式会社（食肉処理場）（宮城県仙台市）

【ホーム（動物検疫所） > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄
　類（牛、豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/mo_beef.pdf



----------------------------------------------------------------------------
４． 近の輸出関連記事の紹介
----------------------------------------------------------------------------

　インターネット上に掲載された農林水産物・食品の輸出関連の記事を紹介します。
記事の詳細については、各社にお問い合せ下さい。

　・兵庫産イチジクや柿、葉物野菜　香港へ輸出本格化
　 (神戸新聞　H25.12.17)
　・ジェトロ、食品・農産物輸出で検討会
　 (SankeiBiz　H25.12.20)
　・熊本産玄米、シンガポールに輸出　クボタがＪＡなどと連携
　 (日本経済新聞　H25.12.20)
　・世界でじわり“日本酒ブーム”10年で対米輸出２倍、酒蔵も建設
　 (ニュースフィア　H25.12.23)
　・富裕層に人気の梨「にっこり」３年ぶり輸出再開
　 (読売新聞　H26.1.1)
　・グアムに福岡産輸出　日本人の婚礼向け　九州の花き仲卸
　 (日本農業新聞　H26.1.4)
　・下関フグ:世界ブランド化狙う　米西海岸など販路拡大へ
　 (毎日新聞　H26.1.5)
　・ソフトクリーム原料、台湾に　よつ葉乳業　コンビニ用輸出を開始
　 (北海道新聞　H26.1.8)
　・飛騨牛、フランスへ売り込み…岐阜県
　（読売新聞　H26.1.9）
　・小西酒造、東南アジアに清酒輸出　現地の食品卸と連携
　（日本経済新聞　H26.1.9）
　・和食ブームに乗れ　「酒造米」今年から増産可能　輸出拡大へ減反対象外に
　（MSN産経ニュース　H26.1.9）
　・奄美の黒糖焼酎　20日に独で試飲会 [鹿児島県]
　（西日本新聞　H26.1.9）
　・ジェトロが佐賀事務所　４月開設
　（佐賀新聞　H26.1.9）
　・松江の柿　台湾へ初輸出
　（読売新聞　H26.1.10）
　・タイ食品輸出、こつ学ぶ　仙台－バンコク線就航でセミナー
　（河北新聞　H26.1.11）
　・日本酒輸出　国・地域別のヒント紹介、ジェトロなど
　（日本経済新聞　H26.1.11）
　・愛媛）曲がったヒノキ海外へ　県生産日本一返り咲き狙う
　（朝日新聞　H26.1.11）
　・アグー出荷増誓う　食肉団体、香港で商談会
　（沖縄タイムス　H26.1.12）
　・青森産黒ニンニク、全米進出　大手スーパー４５０店が販売
　（河北新聞　H26.1.12）
　・食肉処理施設建て替え計画　大分県畜産公社
　（大分合同新聞　H26.1.14）
　・米や日本酒、サンショウ…高山の食材仏へ初輸出
　（読売新聞　H26.1.15）
　・県内蔵元、海外に拡販　日本酒、和食ブームで輸出倍増
　（岐阜新聞　H26.1.15）
　・石川産コシヒカリ輸出４倍に　ＪＡ全農いしかわ
　（北國新聞　H26.1.15）
　・ソフトクリーム原料、台湾に１トン輸出へ　べつかい乳業、冷凍で輸送
　（北海道新聞　H26.1.16）

----------------------------------------------------------------------------
発　行
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