
令和３年度 中国四国地域の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先
広島県

愛媛県
品目名 輸出先 輸出額 輸出量

温州みかん 香港ほか
5国・地域 30,647 76.9

中晩柑 香港ほか
7国・地域 19,299 30.2

柿 香港ほか
1国・地域 622 2.0 

※ えひめ愛フード推進機構調べ

※ 愛のくにえひめ営業本部調べ

鳥取県

徳島県

岡山県

品目名 輸出先 輸出額

畜産物（オリーブ牛等） 主に米国 251,186 

青果物
（いちご、かんしょ等）

主に香港、タイ 92,396 

加工食品
（うどん、調味料等）

主に台湾 49,716 

その他
（オリーブハマチ・盆栽、
雑貨等）

主にタイ、中国、
EU 7,888 

香川県

※ 徳島県調べ

農産物 内訳（主なもの）

島根県山口県

注：本資料は、県及びＪＡ等の協力により把握した主な農林水産物・食品の輸出量であり、各県の状況を網羅したものではない。

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

ぶどう 香港、台湾 3,857 1.8 t
なし 香港 193 0.4 t
柑橘
(はるか)

香港・台湾 304 1.5 t

レモン
台湾、
マレーシア、
シンガポール

694 1.1 t

鶏卵 香港 1,707,038 7,240 t

日本酒 フランス、
中国、米国等 224,000 211 kL

牡蠣 香港、台湾、
シンガポール 1,010,000 1,600 t

※ 広島県調べ
※ 日本酒は令和2年1～12月のデータ

(千円)

加工食品 シンガポールほか
10国・地域 204,768

林産物 カナダほか
4国・地域 306,162

水産物 中国ほか
7国・地域 2,072,201

(千円) (t)

品目名 輸出先 輸出量

なると金時 香港、シンガポール、
台湾、マレーシア等 518.6 t

ゆず EU、香港等 3,587 kg

すだち EU、香港等 497 kg

米
香港、
シンガポール等 178.9 t

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

農畜水産物 合計
香港、マレーシア、
台湾、中国等 2,290,464 ー

農産物
香港、シンガポール
等 ー 756.5 t

畜産物
(牛肉・鶏肉・鶏卵)

マレーシア、
インドネシア等 ー 299.7 t

水産物 タイ、台湾、中国等 ー 1,136.5 t

木材・木材加工品
米国、ドイツ、韓国
等 276,908 ー

加工食品
EU、タイ、台湾、
米国、香港等 420,185 ー

(千円)

(千円)

※香川県県産品振興課調べ

（成約・出荷等に香川県が関与したもの）

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

もも 主に台湾、香港、
シンガポール 29,000 24 t 

ぶどう 主に台湾、香港、
シンガポール 986,885 443 t 

木材 韓国、中国等 626,226 11,726 ㎥

(千円)

※ 岡山県調べ

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

日本なし 主に台湾、香港、
米国 138,351 181

柿 主にタイ 4,046 8
すいか 香港 6,302 24

(千円) (t)

※ JA全農とっとり調べ

和牛 台湾、香港、タイ、
マカオ 56,810 9

加工食品
(菓子類)

北米、中国、
オセアニア、EU、
韓国、台湾、香港

597,851 ー

日本酒
主に米国、中国、
韓国、香港、ロシア、
オーストラリア

107,537 ー

珈琲類 香港、台湾、中国 47,875 ー

※ 鳥取県調べ

(千円)

※島根県調べ

※ 令和3年1～12月のデータを集計

品目名 輸出先 品目数 輸出量

精米 台湾、米国 2 ー

青果物
（いちご）

香港、
シンガポール 2 ー

和牛

米国、メキシコ、
カナダ、
オーストラリア、
香港、フィリピン

7 ー

農産加工品 上海、香港、シンガ
ポール、EU等 28 ー

水産加工品 香港、米国 12 ー

日本酒 米国、EU、台湾等 26 2,920 kL
※やまぐちの農林水産物需要拡大協議会調べ

品目名 輸出先 輸出額

加工食品 米国、台湾、
韓国等 1,635,667

花き オランダ、
ドイツ等 18,615

農産物（米、
野菜、果樹）

香港、米国、
シンガポール等 36,550

畜産物 香港等 158,118

水産物 ベトナム、中国、
インドネシア等 633,292

木材及び木材
加工品

韓国、メキシコ
等 41,786

高知県

※ ジェトロ高知・高知県 貿易実態調査

品目名 輸出先 輸出額

ゆず（果汁含）
米国、フランス、
オーストラリア等 426,703

水産物
（加工品除く）

中国、ベトナム、
米国等 264,101

酒類 米国、中国、
フランス等 512,294

その他加工品等 シンガポール、
マレーシア、中国等 677,260 

(千円)


