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2 出典：農林水産省 農林水産物等の輸出取組事例 （20年、21年、22年、24年、25年） 

輸出実績

H20版～H25版

1 JAピンネ 酒米 ノルウェー （ホクレンと重複）

酒米 ノルウェー 平成21年度　3ﾄﾝ

かぼちゃ 韓国 かぼちゃ 9月～3月 平成19年度　279ﾄﾝ、平成20年度　255ﾄﾝ、平成21年度 　55ﾄﾝ

LL牛乳 香港、台湾、タイ、シンガポール、中国
平成19年度　359ﾄﾝ（うち香港270ﾄﾝ）、平成20年度　798ﾄﾝ（うち香港750ﾄﾝ）

平成21年度　2,004ﾄﾝ（うち香港1,930ﾄﾝ）

鶏卵 香港 平成19年度　78ﾄﾝ、平成20年度　93ﾄﾝ、平成21年度　100ﾄﾝ

かぼちゃ 韓国 かぼちゃ 9月～3月 （ホクレンと重複）

LL牛乳 香港、台湾、タイ、シンガポール、中国 （ホクレンと重複）

鶏卵 香港 （ホクレンと重複）

4 北海道漁業協同組合連合会 道産水産物 中国、台湾、EU、米国、タイ

H19年度　秋サケ：59,000ﾄﾝ、ホタテ：9,000ﾄﾝ、コンブ：718ﾄﾝ、ｽｹｿｳﾀﾞﾗ：80,000ﾄﾝ

H20年度　秋サケ：45,000ﾄﾝ、ホタテ：10,000ﾄﾝ、コンブ：398ﾄﾝ

H21年度　秋サケ：55,000ﾄﾝ、ホタテ：10,000ﾄﾝ、コンブ601ﾄﾝ

H22年度　秋サケ：64,000ﾄﾝ、ホタテ：13,700ﾄﾝ、コンブ601ﾄﾝ
H23年度　秋サケ：22,000ﾄﾝ、ホタテ：10,200ﾄﾝ、コンブ436ﾄﾝ

H24年度　サケ：21,000ﾄﾝ（61億円）　ホタテ：26,100ﾄﾝ（189億円）

5 福山醸造（株） みそ、醤油、だし 韓国、中国、台湾、米国、ロシア、EU 平成23年度　約50,000千円、平成24年度　約58,000千円

6 国際物流を通じた道産品輸出促進研究会 水産物、加工食品等 香港、シンガポール、台湾 【送付個数（平成24年9月～平成25年8月）】約330箱（3ﾄﾝ相当）

7 釧路市物産協会海外部会 水産物、加工食品等 台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、香港 平成23年度　約6,020万円、平成24年度　約6,530万円

8 根室市アジア圏輸出促進協議会 サンマ ベトナム 平成22年　22ﾄﾝ、平成23年　138ﾄﾝ

9 ひやま漁業協同組合 スケソウダラ 韓国 スケソウダラ 10月～2月 平成19年度　1,695ﾄﾝ、平成20年度　1,221ﾄﾝ、平成21年度　1,050ﾄﾝ

10 （株）ノルディックファーム チーズケーキ等 台湾、香港
半熟チーズケーキ、アイスクリーム、生キャラメル等

平成22年度　27万円、平成23年度192万円、平成24年度（9月末現在）382万円

11 網走ビール（株） ビール 香港、シンガポール、韓国、台湾
平成24年産　10,000本（2,500千円）

平成25年産　30,000本（7,500千円）　1月～9月

12 ＪＡびえい ゆり根 台湾 ゆり根 10月～12月 年間輸出量（平均）　5Kgケース　1,500～2,000ケース

13 北海道ワイン（株） ワイン 台湾、香港
平成20年1月～12月　台湾　4,800本（3,393千円）、香港　 731本（　593千円）

平成21年1月～12月　台湾　　960本（  637千円）、香港　2,842本（2,266千円）

14 （株）スリービー 健康食品 シンガポール、台湾
平成18年度　200セット（160万円）、平成20年度　400セット（420万円）
平成21年度　350セット（280万円）、（平成19年度は出荷実績なし）

15 （株）ショクレン北海道 玄米、精米 香港、シンガポール
平成23年度　 40ﾄﾝ（玄米約39ﾄﾝ、精米約 1ﾄﾝ）

平成24年度　100ﾄﾝ（玄米約90ﾄﾝ、精米約10ﾄﾝ）

16 ＪＡたいせつ 精米 ポーランド 平成21年産　6.5ﾄﾝ（500ｇ詰精米）

17 JA帯広かわにし 長いも 台湾、米国 長いも 6月～12月
平成18年産：1,166ﾄﾝ、平成19年産：1,505ﾄﾝ、平成20年産：1,955ﾄﾝ、

平成21年産：1,155ﾄﾝ、平成22年産：1,644ﾄﾝ、平成23年産：1,908ﾄﾝ

18 JA帯広大正 長いも 台湾、米国 長いも 6月～12月 平成19年産　1,379ﾄﾝ、平成20年産　1,354ﾄﾝ

19 十勝川西長いも運営協議会 長いも、ゆり根、ツクネイモ、ラワンブキ 台湾、米国 長いも 6月～12月／ゆり根 10月～12月 平成22年産　1,644ﾄﾝ（384,639千円）、平成23年産　1,908ﾄﾝ（658,124千円）

20 男山（株） 日本酒 米国等
輸出量は自社販売量の10～15％相当を占め、その内、アメリカへの輸出が７～８割を占め

ている。

雪中米 台湾
平成17年　20,874Kg、平成18年　5,250Kg、平成19年　4,875Kg、

平成20年産米　49ﾄﾝ（内、16ﾄﾝが平成20年中に輸出済み）

米 台湾 平成21年度　53ﾄﾝ

22 JAたきかわ 米 台湾 （丸ヨ吉住商店と重複）

23 ＪＡきたそらち 米 台湾 平成21年度産　600Kg（「生産情報公表JAS規格」米）

24 ＪＡ中札内村 冷凍えだ豆 米国、ロシア、シンガポール、香港、ドバイ
平成18年度（初年度）　930Kg、平成19年度　860Kg、平成20年度　2,700Kg
平成21年度　3,345Kg、平成22年度　1,205Kg、平成23年度　1,048Kg

25 片山りんご（株） りんご 各国 りんご 9月～5月 平成19年度　約30ﾄﾝ、平成20年産　約62ﾄﾝ、平成21年産　109ﾄﾝ

26 （社）青森県りんご輸出協会 りんご 台湾 りんご 9月～5月

・（社）青森県りんご輸出協会、（社）青森県りんご対策協議会、青森県

平成18年産（全国） 23,398ﾄﾝ　うち台湾 22,318ﾄﾝ

平成19年産（全国） 25,497ﾄﾝ　うち台湾 23,878ﾄﾝ

平成20年産（全国） 22,254ﾄﾝ　うち台湾 20,498ﾄﾝ

平成21年産（全国） 23,867ﾄﾝ　うち台湾 21,656ﾄﾝ

平成22年産（全国） 17,940ﾄﾝ　うち台湾 15,912ﾄﾝ

平成23年産（全国）  9,867ﾄﾝ　うち台湾   8,459ﾄﾝ
平成24年産（全国） 14,898ﾄﾝ　うち台湾 13,214ﾄﾝ

年産：当該年9月～翌年8がつまで

27 （社）青森県りんご対策協議会 りんご 台湾 りんご 9月～5月 （（社）青森県りんご輸出協会と重複）

りんご 中東、ロシア、中国、米国 りんご 9月～5月

（ロシア向け）

平成17年産：1ﾄﾝ→平成18年産：38ﾄﾝ→平成19年産55ﾄﾝ

（青森県産品）

20年産　18,448ﾄﾝ、21年産（21年9月～22年2月）　18,216ﾄﾝ

長いも 中東、ロシア、中国、米国 長いも 6月～12月 19年産　486ﾄﾝ、20年産　296ﾄﾝ、21年産（21年11月～22年3月）416ﾄﾝ

29 青森県産米輸出研究会 米 香港、シンガポール  20年度　 0.2ﾄﾝ、21年度　13ﾄﾝ

30 青森県農村工業農業協同組合連合会 りんごジュース 香港、台湾、米国、シンガポール
平成23年　77.42ﾄﾝ（香港66ﾄﾝ、台湾10ﾄﾝ、ハワイ1.4ﾄﾝ、その他0.02ﾄﾝ）

平成24年　70.0ﾄﾝ（台湾43.0ﾄﾝ、香港25.0ﾄﾝ、ハワイ1.1ﾄﾝ、シンガポール0.9ﾄﾝ）

りんご 米国、ロシア、アジア、EU、台湾等 りんご 9月～5月 平成23年度約35ﾄﾝ（約1,630万円）

りんごジュース 米国、ロシア、アジア、EU、台湾等 平成23年度約2.3ﾄﾝ（約500万円）

32 ㈲柏崎青果 黒にんにく EU、米国、香港、台湾、ベトナム、シンガポール 平成23年度　 60kg、平成24年度　250kg、平成25年9月現在　630kg

33 （株）ディメール 水産加工品 香港 「鯖の冷燻」（香港）

34 ハチカン事業協同組合 水産加工品 米国、香港等 平成20年度：約3,000万円→平成21年度：約6,200万円（米国・香港）

35 成邦商事株式会社 冷凍ホタテ貝柱等 米国、EU等

平成20年の輸出額は約20億円だった。23年の原発事故の風評被害を受け、一時ほぼ輸出

停止状態にまで追い込まれたものの、24年に青森県内でのイベント出展の様子は、EU向け

に80ﾄﾝ輸出するなど回復傾向にある。

主な輸出先 収穫時期

北海道

21 丸ヨ吉住商店

都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

青森県

農業生産法人株式会社青研31

ホクレン2

3 （株）ホクレン通商

青森県農林水産物輸出促進協議会28



3 出典：農林水産省 農林水産物等の輸出取組事例 （20年、21年、22年、24年、25年） 

輸出実績

H20版～H25版

36 八幡平市花き振興協議会 りんどう オランダ 平成16年：280千本、平成19年：438千本、平成20年：666千本、平成21年：516千本

37 JA新いわて八幡平花卉生産部会 りんどう EU、香港、米国、シンガポール 平成16年： 280千本、平成21年： 516千本、平成24年： 107千本

38 （株）川秀 乾あわび、干しなまこ 中国
平成16年：約10億円、平成17年：約12億円、平成18年：約15億円、
平成20年：約6億円、平成23年：実績なし（震災のため）

39 （株）南部美人 日本酒
米国、香港、中国、韓国、EU、タイ、シンガポール、ブラジ
ル等

平成14年度：約3,580L、平成16年度：約13,420L、平成18年度：約27,130L
平成22年度：約34,180L、平成20年度：約28,590L、平成23年度：約37,010L

40 大船渡湾冷凍水産加工業協同組合 冷凍水産物(さんま、さば等) 米国、中国、タイ
Ｈ16年： 600ﾄﾝ、Ｈ19年： 2,900ﾄﾝ、H20年：2,000ﾄﾝ、Ｈ21年： 1,700ﾄﾝ、
Ｈ22年： 2,317ﾄﾝ、Ｈ23年： 200ﾄﾝ、Ｈ24年： 365ﾄﾝ

41 （有）大永商店 納豆 米国 H16年：0.6ﾄﾝ、H17年：0.6ﾄﾝ、H18年：0.6ﾄﾝ、H19年0.6ﾄﾝ、H20年：0.5ﾄﾝ

42 宮城加工技術協同組合 水産加工食品 香港
平成22年度450.5Kg（H22年12月～H23年3月）
平成23年度319.0Kg（震災の影響を受ける）

平成24年度1,026Kg（H24年4月～H25年3月）

43 農業生産法人（有）伊豆沼農産 豚肉 香港
平成16年：1.2ﾄﾝ、平成17年：0.9ﾄﾝ、平成18年：4ﾄﾝ、平成19年：2.7ﾄﾝ、
平成20年：5.1ﾄﾝ、平成21年：4.0ﾄﾝ

（平成22年： 1,237万円、平成23年： 830万円、平成24年： 1,000万円）

44 有限会社グリーンブリーズ 日本酒 香港、韓国、台湾 Ｈ21年： 220万円、Ｈ24年： 1,000万円、Ｈ25年： 2,000万円（目標）

45 農業生産法人（有） ＰＦＴサービス 米 香港 20年度産：約44ﾄﾝ→21年産約44ﾄﾝ

46 JAあさひな 米 香港、シンガポール、台湾
平成22年産 8.8ﾄﾝ（1,898千円）、平成23年産 57.3ﾄﾝ（12,137千円）、
平成24年産57.0ﾄﾝ（13,144千円）

47 ワイケイ水産（株） 冷凍銀鮭、さんま、さば等 香港、台湾、韓国、中国
冷凍銀鮭・さけ・さんまﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　18年：2ﾄﾝ→19年：5ﾄﾝ→20年：10ﾄﾝ→21年：10ﾄﾝ
冷凍さんま・さば　18年：700ｔ→19年：2,000ﾄﾝ→20年：3,000ﾄﾝ→21年：2,500ﾄﾝ

すけとう鱈　20年：600ﾄﾝ→21年：2,000ﾄﾝ

48 （株）メルコレディ（2013年倒産？） こめ粉麺 香港、台湾、シンガポール等 20年度：約1ﾄﾝ→21年度：約2ﾄﾝ

49 横手市観光協会 ぶどうジュース 香港
平成17年産600本、平成18年産：3000本、平成19年産6000本、

平成20年産10,000本、21年産11,000本
50 高茂合名会社 みそ 台湾、タイ 平成24年度　63kg（100,000円）、平成25年度（取引見込み額） 500,000円

51 増田出荷会 りんご シンガポール、台湾、タイ、香港等 りんご 9月～5月 19年：11ﾄﾝ→20年：16ﾄﾝ→21年：11ﾄﾝ

52 （社）秋田県貿易促進協会 県産特産物(米・りんご・加工食品等) 香港、台湾、シンガポール りんご 9月～5月 19年：24百万円、20年：31百万円、21年：41百万円、平成22年： 57百万円、

53 秋田県酒造協同組合 清酒 米国

20年度：約11,900L（約2,300万円）、21年度：約9,200L（約1,400万円）

22年度：約14,000L（約2,100万円）、23年度：約23,500L（約3,400万円）
24年度：約18,500L（約2,500万円）

54 JA秋田おばこ 米 香港、台湾、米国、シンガポール、EU 平成21年度275ﾄﾝ 、平成22年度332ﾄﾝ 、平成23年度681ﾄﾝ 、平成24年度779ﾄﾝ

55 朝日町果樹組合連絡会議 りんご 台湾、香港、フィリピン、タイ りんご 9月～5月
平成16年：14ﾄﾝ、平成17年5.5ﾄﾝ、 平成20年37.5ﾄﾝ、 平成22年36.8ﾄﾝ、
平成23年14ﾄﾝ、平成24年16.8ﾄﾝ

山形牛 香港、タイ 平成24年2ﾄﾝ

豚肉 香港、タイ H16年0.8ﾄﾝ、H18年3.5ﾄﾝ、H20年7.7ﾄﾝ、H21年18.5ﾄﾝ、H22年20.2ﾄﾝ

57 出羽桜酒造（株） 日本酒
米国、EU、香港、台湾、中国、韓国、タイ、シンガポール、
中東

平成9年：1,000L、平成14年：20,000L、平成20年：72,000L、平成23年：75,000L

58 会津みしらず柿海外輸出促進協議会 みしらず柿等 タイ、シンガポール、香港 柿 9月～12月 平成20年：約20万円→平成21年：約90万円→平成23年：-（震災のため）

59 ＪＡ伊達みらい もも 台湾、シンガポール、タイ等 桃 6月～9月
平成17年35ﾄﾝ、平成18年41ﾄﾝ、平成19年51ﾄﾝ、平成20年68ﾄﾝ、平成21年52ﾄﾝ、
平成23年：-（震災のため）

60 会津喜多方物産協会 喜多方市の特産品 中国、台湾、香港等
18年：500千円→19年：3,967千円→20年：5,236千円→21年：5,322千円
→22年：6,248千円→23年：-（震災のため）

61 まる福（株） 生麺 中国、香港、台湾等
18年：約30万円→19年：約90万円→20年：約105万円→21年：約30万円

→22年：不明→23年：-（震災のため）

62 （株）宝来屋本店 発酵食品（あま酒等） 米国
平成20年度：1,670千円、平成21年度：3,655千円、平成22年度4,493千円、

平成23年度－円（震災のため)、平成24年度：約100千円

63 会津いいで農業協同組合 米（会津コシヒカリ） 台湾 20年：400Kg→21年：2ﾄﾝ→23年：-（震災のため）

64 ㈱ポテトかいつか カンショ、冷凍焼きいも シンガポール、タイ、米国 店頭で焼きたての焼芋を提供しています。

65 須藤本家（株） 日本酒 フランス等 1995年から輸出開始。2012年現在、輸出先はフランスをはじめ、世界50カ国に及ぶ。
66 吉久保酒造（株） 日本酒 タイ JALUXと提携し航空便を使い、品質管理を徹底して熱帯気候のタイへ輸出。

67 愛友酒造（株） 清酒、梅酒 米国、EU、オーストラリア等
平成17年よりアメリカへの輸出を開始。現在は、ヨーロッパ、オーストラリア、グアム、サイパ
ン、シンガポール等へも輸出している。

68 木内酒造（資） ビール 米国、EU等

平成８年から日本酒醸造で培われた伝統と技術で、こだわりのある地ビール醸造を始める。

翌年より世界各国のビールコンテストに出品し数々の賞を受賞して高い評価を得る。
平成13年にアメリカの代理店からオファーを受けて輸出を開始する。

69 柴沼醤油醸造（株） 醬油 米国、オーストラリア、EU、香港 H23年度：約18ﾄﾝ、H24年度：約26ﾄﾝ

70 鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議会 さつき盆栽 欧州
平成17年度　約4,700鉢（約2,600万円）、平成18年度　約4,500鉢（約3,800万円）、
平成19年度　約4,500鉢（約4,600万円）

71 （株）パン・アキモト パンの缶詰 台湾 平成21年度：500缶

72 （株）東京フード みそ加工食品 香港、中国 平成21年度：221Kg（東京調味みそ）

73 （社）とちぎ農産物マーケティング協会 県産農産物 香港、シンガポール、米国
梨　8月～10月／イチゴ 12月～5月／

ぶどう 7月～10月

米：19年度6,440Kg→20年度12,660Kg、梨：19年度8,305Kg→20年度11,130Kg、
いちご：19年度384Kg→20年度450Kg、ぶどう：19年度1,125Kg→20年度1,768Kg、
野菜類：19年度1,192Kg→20年度1,518Kg、とちぎ和牛：19年度3,261Kg→20年度3,676Kg、

ヨーグルト：19年度192Kg→20年度0Kg
米（香港）　平成22年：27,260kg、平成23年：10,000kg、平成24年12,620kg
牛肉（香港、米国） 平成22年：800kg、平成23年：－、平成24年1,843kg

74 東京拉麺（株） 即席麺、乾麺 香港 平成22年度　250万円→平成23年度　750万円

75 （株）おばねや 漬物 香港、台湾、韓国等 平成18年　14,611Kg、平成19年　16,000Kg、平成20年度：16,000Kg

76 （株）せんきん 日本酒 米国、香港、中国等 平成21年度：5,200L（400万円）

77 第一酒造（株） 日本酒 台湾、香港、米国等 平成21年度：2,500L（350万円）

78 天鷹酒造（株） 日本酒 米国、台湾、香港 平成20年度：6,900L（940万円）、平成21年度：8,900L（1,100万円）

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

岩手県

福島県

茨城県

56

宮城県

秋田県

山形県

栃木県

（株）山形県食肉公社



4 出典：農林水産省 農林水産物等の輸出取組事例 （20年、21年、22年、24年、25年） 

輸出実績

H20版～H25版

79 群馬県蒟蒻協同組合 こんにゃく加工品 香港

【「こんにゃくいも」生産量本県／全国】

平成23年：55,400ﾄﾝ／59,803ﾄﾝ
平成24年：61,700ﾄﾝ／67,000ﾄﾝ

80 ＪＡ利根沼田 りんご 香港 りんご 9月～5月 平成20年度　1ケース（10Kg入り）　114箱

81 群馬県農畜産物等輸出推進機構 野菜、果物、牛肉、豚肉 東南アジア等

平成20年　牛肉15.2ﾄﾝ（米国）、牛肉1.6ﾄﾝ（カナダ）、牛肉4.6ﾄﾝ（香港）、
ハクサイ53.9ﾄﾝ（香港）、キャベツ1.3ﾄﾝ（香港）、レタス1.1ﾄﾝ（香港）、
とうもろこし0.025ﾄﾝ（香港）

平成21年　牛肉22.3ﾄﾝ、平成22年　牛肉10.5ﾄﾝ、
平成23年度実績なし（原発事故の影響のため）

82 （株）群馬県食肉卸売市場 牛肉・豚肉類 米国、香港、カナダ、シンガポール 平成24年度　米国：4,186kg、香港：6,644kg、カナダ：767Kg

83 ＪＡあがつま 高原野菜 香港 平成19年（香港）　白菜：57,930Kg　キャベツ：14,500Kg　レタス：3,934Kg

84 世界に羽ばたけ群馬の会 野菜、果実 香港・シンガポール 平成22年度：野菜41ﾄﾝ・果実56ﾄﾝ、平成23年度：野菜47ﾄﾝ・果実75ﾄﾝ

85 群馬県製麺工業協同組合 製麺 香港 平成24年：約1ﾄﾝ（米国）

86 （株）協同商事　コエドブルワリー クラフトビール
米国、オーストラリア、シンガポール、台湾、香港、韓国、

EU
輸出高の成長は順調でH24年度はH23年度比200%を達成

87 ＪＡほくさい 米、野菜 台湾
平成20年から、台湾に向けて埼玉県産米「彩のかがやき」および県産キュウリの輸出を実
施。21年度は、米・キュウリのほかにサラダ菜の輸出も実施した。

88 川口市等生産者（深谷市等生産事業者との共同事業） 盆栽 ヨーロッパ等 平成17年度：18,195鉢

89 深谷市等生産者（川口市等生産事業者との共同事業） 盆栽 ヨーロッパ等 （川口市等生産者と重複）

90 ＪＡ埼玉ひびきの 梨 タイ 梨 8月～10月 （豊水・新高）平成21年度：100Kg→平成22年度：200Kg→平成23年度：220Kg

91 （有）ジツカワフーズ 殻煎り落花生 香港
平成２１年３月の「FOODEX JAPAN」に出展した際に、香港のシティースーパーが落花生を
探しており、それがきっかけとなり、同年６月から香港に輸出を開始。

92 マルユー（株） 厚焼き玉子 香港 成約約1,200万円（商談継続中）

93 匝瑳市等生産者（東金市等生産事業者との共同事業） 植木 中国、EU 平成18年度　約4億5千万円（中国向け：約2/3、EU向け：約1/3）
94 東金市等生産者（匝瑳市等生産事業者との共同事業） 植木 中国、EU （匝瑳市等生産者と重複）

95 千葉県植木生産組合連合会輸出入部会 植木 中国、ウクライナ
県内植木の検疫検査合格本数
平成21年27千本→平成22年32千本→平成23年24千本→平成24年27千本

96 東総食肉センター（株） 豚肉 香港

平成２１年１１月から現地法人を経由し、香港に輸出を開始。

香港では、一般小売り用ではなく、レストラン等向けの食材として、オーダーに合わせての輸
出となっている。

97 多古町農業連絡協議会 米 シンガポール 初回輸出量（H25年10月） 飲食店向け60kg、小売り向け60kg

98 農事組合法人和郷園 野菜、果物、鮮魚、米、肉等 香港、タイ 平成20年　約1億6,000万円、平成21年　約2億6,000万円

99 （株）生産者連合デコポン 野菜、果実等 香港等

平成18年　約50ﾄﾝ

平成20年（千葉県産の有機野菜を中心に果実、卵及び農産加工品詰め合わせ）
約3,000箱

100 白井市梨業組合 梨 タイ 梨 8月～10月 平成24年　幸水：350Kg、豊水：500Kg

101 ＪＡ東京島しょ八丈島支店 フェニックス ヨーロッパ 平成18年度　3,388鉢

102 田村酒造場 日本酒 中国等
平成20年度　362リットル（中国・ブラジル）、平成21年度　466L（中国等）、

平成23年度　約1,240L（中国等）

103 小澤酒造（株） 日本酒 米国、台湾、EU、マレーシア
平成20年度　14,000リットル（米国等）、
平成23年度　12,351L（米国・アジア・欧州等）、

平成24年度  9,830L（米国・アジア・欧州等）

104 ＪＡ全農かながわ 温州みかん カナダ みかん 10月～2月
平成18年　197ﾄﾝ（1,680万円）、平成19年　208ﾄﾝ（18,037千円）、
平成20年　137ﾄﾝ（10,436千円）、平成21年　141ﾄﾝ（10,223千円）、

平成23年　83ﾄﾝ（6,939千円）、平成24年　41ﾄﾝ（4,141千円）

105 （株）ちぼり 贈答用クッキー詰め合わせ
台湾、米国、カナダ、中国、韓国、ブラジル、シンガポー
ル、マレーシア他

平成24年：4.88億円

106 （株）フタバ だし、つゆ 台湾、韓国、EU、インドネシア、フィリピン等 平成24年度　前年比の1.4倍

107 錦鯉養殖業者 錦鯉
米国、EU、台湾、韓国、インドネシア、マレーシア、タイ、シ

ンガポール等

平成19年度　１７ヵ国　76.5万尾、平成20年　22ヶ国　633千匹、
平成21年　22ヶ国　711千尾、平成23年　28カ国　866千尾、

平成24年　26カ国　743千尾
108 新潟県酒造組合 日本酒 韓国、米国、香港、台湾、EU等 平成23年　1,173kl、平成24年　1,375kl

109 ＪＡ全農にいがた なし 台湾 梨　8月～10月 平成19年度（新高梨）18.2ﾄﾝ、平成20年度（新高梨・ニ十世紀）22,300Kg

110 トナミ醤油（株） ゆずジュース、ゆず調味料等 オーストラリア、台湾、インドネシア
ゆずジュース・ゆず果汁　平成22年度984本、平成23年度1,692本
ゆず調味料（120ml入り） 平成22年度1,260 本、平成23年度3,282 本

その他、醤油、味噌、にんにくソース等を輸出

111 （有）仁光園 生食用鶏卵 香港 平成21年度　62,300個（約3,900Kg）

112 ＪＡみな穂 精米、パックご飯 香港、中国、EU 平成24年度　精米：120ﾄﾝ　 無菌包装米飯：13ﾄﾝ

113 （株）ウーケ 精米、パックご飯 香港、中国、EU （ＪＡみな穂と重複）

114 皇国晴酒造（株） 日本酒 香港、中国、台湾、オーストラリア、シンガポール、米国 平成24年度　約2,400L（ 約210万円）

115 藤岡農園 氷温保存梨 中近東 平成20年度　16ケース（約80Kg）

116 （株）ヤマト醤油味噌 調味料 米国、EU、香港、台湾、南アフリカ
味噌、醤油をベースにオリジナリティある「だし」や「調味料」を開発輸出。
輸出総額は、2012年で2011年度実績に対して35％の拡大。米国小売市場への実績では、

2011年の2倍の取引に拡大し、PB生産輸出をスタート。

117 ＪＡ金沢市 なし 台湾 梨　8月～10月
平成19年度　1000ケース（5ﾄﾝ）、平成20年度　1,000ケース（5ﾄﾝ）、
平成21年度　3,000ケース（15ﾄﾝ）

118 （有）ジャパンファーム 米 香港 平成14年：約0.5ﾄﾝ、平成24年：約6.0ﾄﾝ

119 加賀木材（株） 木材 中国、インドネシア （中国）平成21年度　約700㎥、平成23年度　約1,000㎥

120 JA福井県経済連 米、すいか等 香港、台湾
すいか 5月～8月／メロン 5月～9月／トマト 5

月～9月

平成19年度　福井すいか：約3ﾄﾝ、福井米：約6.8ﾄﾝ、メロン：約0.5ﾄﾝ、
越のルビー（ミディトマト）：約0.2ﾄﾝ
平成20年度　福井米：約7.0ﾄﾝ、福井すいか：約3.1ﾄﾝ、メロン：約0.4ﾄﾝ、

越のルビー（トマト）：約0.3ﾄﾝ
平成21年度　福井米：約6.3ﾄﾝ、福井すいか：約7.5ﾄﾝ、メロン：約0.4ﾄﾝ、
越のルビー（トマト）：約0.2ﾄﾝ

121 福井県食品輸出促進協議会 米、加工食品等 台湾
平成23年度　福井米：22.8ﾄﾝ、加工食品：51品目
平成24年度　福井米：35.0ﾄﾝ、加工食品：55品目

122 （株）奥井海生堂 昆布 台湾、香港、EU
フランス・イギリス・台湾の商社向けに、2006年より継続的に輸出。

フランスやイギリスのレストランや高級料亭、台湾の高級食品店で販売。

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県
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H20版～H25版

もも 台湾 桃 6月～9月 平成18年度　144.6ﾄﾝ、平成19年度　134.1ﾄﾝ、平成20年　25ﾄﾝ、平成21年：47ﾄﾝ

枯露柿 台湾 平成19年　100Kg、平成20年　145Kg、平成21年　163Kg

もも 台湾 桃 6月～9月 平成18年　69ﾄﾝ、平成19年　91ﾄﾝ、平成20年　137ﾄﾝ、平成21年：118ﾄﾝ

富有柿 香港 柿 9月～12月 平成21年　400Kg（香港へ試験輸出）

125 山梨県果実輸出促進協議会 県産果実 香港、台湾、シンガポール
平成22年度　239ﾄﾝ（モモ207ﾄﾝ・ブドウ29ﾄﾝ）、
平成23年度　112ﾄﾝ（モモ89ﾄﾝ・ブドウ21ﾄﾝ）、平成24年度　231ﾄﾝ

126 甲州ワインＥＵ輸出促進協議会 甲州ワイン EU 平成22年度　1,992本、平成23年度　3,388本、平成24年度　6,168本

127 ＪＡみなみ信州 なし 台湾、香港 梨 8月～10月

平成18年　 二十世紀 　台湾13.8ﾄﾝ　 香港45.0ﾄﾝ
　　　　　　　南　　　水　 台湾18.8ﾄﾝ 　香港32.5ﾄﾝ

平成19年　二十世紀　  台湾 9.0ﾄﾝ　　香港23.0ﾄﾝ
　　　　　　  南　　　水　 台湾36.0ﾄﾝ 　 香港49.5ﾄﾝ
平成20年　南　　　水　 台湾68.0ﾄﾝ　  香港 7.5ﾄﾝ

平成21年　南　　　水　 台湾　-　　　　香港10.0ﾄﾝ

128 安曇野菜園（株） ミニトマト 香港 ミニトマト 5月～12月 平成20年度（初年度）　約300Kg

129 小布施町 もも、ぶどう等 台湾 桃 6月～9月／ぶどう 7月～10月
平成22年度　りんご　740Kg
平成23年度　ぶどう　260Kg、桃　100Kg
平成24年度（予定）　ぶどう　2,575Kg、桃　245Kg、りんご　1,000Kg

130 川上村野菜生産販売戦略協議会 レタス等 台湾、香港
レタス 7月～10月／グリーンボール 4月～7月
／長いも 6月～12月／
白菜 10月～2月／キャベツ 3月～10月

平成18年度　結球レタス：75ﾄﾝ　グリーンボール：4ﾄﾝ　ながいも：2ﾄﾝ
平成20年　結球レタス25ﾄﾝ、白菜25ﾄﾝ、グリーンボール2ﾄﾝ、キャベツ1ﾄﾝ
平成21年　結球レタス88ﾄﾝ、白菜50ﾄﾝ、グリーンボール5ﾄﾝ

131 信州下伊那くだもの直販（株） 干し柿、なし等 台湾、中国
柿 9月～12月／梨 8月～10月／りんご 9月～

5月／もも 6月～9月

市田柿（台湾）
平成18年0.7ﾄﾝ（テスト輸出）、平成19年2ﾄﾝ、平成20年2ﾄﾝ、平成21年1ﾄﾝ

なし（台湾・中国） 平成19年17.5ﾄﾝ 平成20年20ﾄﾝ、平成21年7ﾄﾝ
りんご（台湾・中国） 平成19年5ﾄﾝ 平成20年3.5ﾄﾝ、平成21年7ﾄﾝ
もも（台湾） 平成19年2ﾄﾝ 平成20年2ﾄﾝ、平成21年1ﾄﾝ

132 金崎隆 米 台湾
（台湾）平成19年11月750Kg、平成20年3月750Kg、平成20年10月375Kg
平成21年3月375Kg、平成21年10月～11月1,875ﾄﾝ
テスト輸出（香港・上海）平成20年10月30Kg

133 風土Link㈱ 米 シンガポール、香港、オーストラリア 平成22年産：約6.5ﾄﾝ、平成23年産：約10ﾄﾝ、平成24年産：約12ﾄﾝ

134 天領酒造（株） 日本酒 米国、香港、中国、ロシア 平成24年度　米国　499万円、中国（香港含） 254万円、ロシア74万円

富有柿 香港、タイ、シンガポール 柿 9月～12月
輸出先： 香港(平成16年度～)、タイ・シンガポール(平成21年度～)
平成16年度0.5t、平成19年度　8ﾄﾝ　（香港）、平成20年：8ﾄﾝ、平成21年：9ﾄﾝ

飛騨牛 香港
輸出先： 香港(平成20年度～)、シンガポール(平成21年度～)、
タイ(平成21年度)、マカオ(平成22年度)

平成20年度：0.3ﾄﾝ､平成23年： 1,288㎏、平成24年： 2,013㎏

136 小林生麺（株） 米粉パスタ、米粉麺 米国、カナダ、EU 平成23年　約1000kg （約70万円）、平成24年　約3000kg（約210万円）

温州みかん カナダ、米国等 みかん 10月～2月
平成18年度　1,001ﾄﾝ、平成20年　528ﾄﾝ、平成21年　579ﾄﾝ、
（（カナダ）平成23年　約350ﾄﾝ、平成24年　224ﾄﾝ）

静岡茶 米国

平成18年度　4商品　70万円、平成19年度（見込）　12商品　250万円

平成20年度　14商品　100万円、平成21年度　15商品　100万円
平成23年度　約0.3ﾄﾝ（米国）、平成24年度　約2ﾄﾝ（ハワイ）

イチゴ 東南アジア イチゴ 12月～5月
紅ほっぺ
平成21年度　1,400パック程度、平成23年度　約1ﾄﾝ（香港）
平成24年度　約700Kg（香港）

牛肉等 米国
米国向け牛肉は、緑茶の既存取引先と連携し、他県の処理加工施設を

活用した供給ルートを確立し、本県産牛肉をテスト輸出。

138 木村飲料（株） 飲料 米国、EU、香港、台湾、韓国等

｢ビー玉入りラムネ｣、｢緑茶コーラ｣等、日本及び静岡ならではの商品を北米、欧州をはじめ
世界12ヶ国に輸出。
【輸出売上】昨年度比40％増。日系マーケットに留まらず、北米・欧州の現地系スーパー

マーケットでの売上げも伸ばしている。

139 静岡県温室農業協同組合 温室メロン 香港、シンガポール
平成22年度　6玉入り　128ケース、平成23年度　6玉入り　323ケース、
平成24年度　6玉入り　392ケース

140 ＪＡ伊豆の国 本わさび 香港 平成21年度　約80Kg（推計）

141 豊川宝飯地区農政企画協議会 イチジク、メロン、イチゴ タイ
イチジク 8月～10月／メロン 5月～9月／イチ

ゴ 12月～5月
平成20年　イチジク：70Kg、メロン：10Kg、イチゴ30Kg

142 豊川市農政企画協議会 イチジク、イチゴ タイ イチジク 8月～10月／イチゴ 12月～5月 平成21年　イチジク：5Kg、イチゴ：150Kg

143 （株）平松食品 つくだ煮 台湾、香港、米国、中国
平成20年　いわしの甘露煮：2ﾄﾝ、さんまの蒲焼き3ﾄﾝ

（台湾：約600万円、香港：約150万円、米国：約100万円）

なし 香港 梨　8月～10月
平成21年合計：2.9ﾄﾝ
愛宕：H20　1ﾄﾝ→H21　0.6ﾄﾝ、あきづき：H21　1.8ﾄﾝ、観月：H21　0.5ﾄﾝ

もも、梨、洋ラン 香港、タイ、シンガポール もも 6月～9月／梨　8月～10月

【平成23年度】　桃：香港・タイ　2.7ﾄﾝ、梨：香港・タイ　3.6ﾄﾝ、
　　　　　　　　　　シンビジウム：香港・シンガポール145鉢
【平成24年度】　桃：香港・タイ　3.2ﾄﾝ、梨：香港・タイ　1.6ﾄﾝ、

　　　　　　　　　　シンビジウム：香港・シンガポール170鉢

145 豊橋田原広域農業推進会議 次郎柿、メロン 香港
次郎柿 10月～11月／アールスメロン 5月～12

月

次郎柿　H18年0.3ﾄﾝ、H19年0.8ﾄﾝ、H20年1.6ﾄﾝ、H21年1.2ﾄﾝ、H22年2.4 ﾄﾝ、H23年1.0ﾄﾝ

アールスメロン：H19年1ﾄﾝ、H20年0.5ﾄﾝ、H21年2.8ﾄﾝ、H22年3.5ﾄﾝ、平成23年2.8ﾄﾝ

146 豊橋糧食工業（株） 大麦・麦ご飯 台湾、香港、米国

2011年8月、香港のFOOD EXPOが海外展示会の出展をきっかけに輸出の取組みを開始。

2012年には東海農政局の食品輸出オリエンテーション（バイヤー招聘商談会）に参加し、結

果、台湾百貨店との商談が成立。その後も積極的にジェトロの展示会・商談会に参加し、
2013年2月、米国への商流を確立した。

147 （株）あいや 抹茶、緑茶 ドイツ、米国

Ｈ24年2月～Ｈ25年1月

アメリカ：抹茶67ﾄﾝ、緑茶（リーフティー）7ﾄﾝ
ドイツ：抹茶30ﾄﾝ、緑茶（リーフティー）50ﾄﾝ

148 豊明花き（株） 洋ラン鉢物 香港、シンガポール、ドバイ等

平成21年　1,400鉢、平成22年度　722鉢、

平成23年度2,332鉢（香港・シンガポール向け）

（平成23年　1,060万円、平成24年　1,748万円）

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

JAフルーツ山梨

JAふえふき

長野県

山梨県

岐阜県

静岡県

愛知県

144

岐阜県農林水産物輸出促進協議会135

JA静岡経済連137

123

124

豊田市農産物ブランド化推進協議会



6 出典：農林水産省 農林水産物等の輸出取組事例 （20年、21年、22年、24年、25年） 

輸出実績

H20版～H25版

149 紀北町商工会 ひもの 東アジア、アメリカ

『レンジでひもの』シリーズ商品を核に、東アジア（上海・北京・香港・マカオ・台湾）では“紀

北町職人の技と味”を集結させ、一方、健康･環境志向が進む成熟市場の米国（シアトル･
ニューヨーク）では“豊かな自然の紀北町の新鮮な美味しさをそのまま届ける職人の技と味”

という『きほく』ブランドとして、市場創造とブランド拡張を目指したプロモーション・調査を実施
している。

150 ＪＡ三重南紀 温州みかん タイ、香港 みかん 10月～2月

平成23年度　タイ：早生温州7.0ﾄﾝ
平成24年度　タイ：早生温州7.8ﾄﾝ （試験輸出3.9ﾄﾝ含）
　　　　　　　　　　　 ：不知火0.5ﾄﾝ （試験輸出）

　　　　　　　　　香港：早生温州3.6ﾄﾝ

151 ミナミ産業（株） 豆腐 米国、香港、EU、中国、オーストラリア等

韓国に豆腐製造器を持ち込んだのがきっかけとなり、平成18年（2006年）から輸出に取り組

み、現在では主に欧米、アジアの日本食レストランを中心に製造器とセットで豆腐や豆乳、
その他農産加工品を輸出している。

152 清水清三郎商店（株） 日本酒 韓国、香港、ブラジル 【平成24年】約600万円

153 グリーン近江農協 米 台湾、マレーシア等 平成19年度　3.3ﾄﾝ、平成20年度　3ﾄﾝ
154 西びわこ農協 米 マレーシア 平成19年度　0.5ﾄﾝ、平成20年度　2ﾄﾝ、平成21年度　3ﾄﾝ（コシヒカリ）

155 おうみ冨士農協 米 台湾、マレーシア等 平成19年度　1ﾄﾝ、平成20年度　2ﾄﾝ

156 近江牛輸出促進実行委員会 近江牛 シンガポール等 平成23年度　260頭　14.5ﾄﾝ（内シンガポール　236頭　12.1ﾄﾝ）

157 近江牛輸出振興協同組合 近江牛 シンガポール、マカオ、タイ 平成24年　約10ﾄﾝ

158 （株）わだまんサイエンス ゴマ加工食品 香港
平成23年は10月（１週間）、11月（9日間）に催事を実施し、16日間で約80万の売上金額の商
品を販売した。

159 （株）ユーサイド ドレッシング EU、米国、台湾、中国 平成23年度150,000円、平成24年度1,000,000円

160 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 宇治茶、北山丸太、京野菜 EU、台湾、香港 平成23年度 宇治茶（ＥＵ）、京野菜・果実・加工品・アルコール飲料（中国、台湾、香港）、北

161 （株）西谷堂 菓子 香港、台湾、米国 和菓子を輸出

162 京都名酒会 日本酒 ドイツ、EU ドイツを拠点に、ＥＵ圏内で現地ネットワークを構築し、日本酒の啓蒙・普及と拡売を目指す

163 玉乃光酒造（株） 日本酒 香港、シンガポール、中国、米国等
・玉乃光酒造（株）　【平成24年】　約500石　90,000L
香港・シンガポール・中国・北米を中心に17ヵ国に輸出

164 宇治の露製茶（株） 日本茶 香港、カナダ、シンガポール、オーストラリア、米国等
平成12年：91,817Kg、平成15年：122,220Kg、平成18年：146,339Kｇ、

平成20年：145ﾄﾝ、平成21年：156ﾄﾝ、平成23年：約120ﾄﾝ、平成24年：約130ﾄﾝ

165 京和あずま（株）　（東茶園） 抹茶等 米国、香港、UAE 平成24年度　抹茶：80kgほど　粉末飲料150kgほど

166 （株）ナビバード インスタント食品、レトルト食品、調味料等 米国、カナダ、ロシア、台湾、香港、シンガポール等 平成21年　約40百万円、平成22年　約60百万円

167 （株）和田萬商店 ごま加工品 米国、EU、タイ、香港、台湾 平成25年度　200万円　4社

168 ＪＡ全農大阪 ぶどう、なす シンガポール、香港、タイ ぶどう 7月～10月／なす 5月～10月
平成19年度
デラウェア　226Kg（シンガポール　126Kg,香港　52Kg、タイ　48Kg）

水なす　　220Kg（シンガポール　80Kg、香港100Kg、タイ40Kg）
169 ジャパン・ファームプロダクツ ぶどう カンボジア ぶどう 7月～10月 平成25年：デラウエア：約230ｋｇ、巨峰：約5ｋｇ

170 G-Grape Farm ぶどう カンボジア ぶどう 7月～10月 （ジャパン・ファームプロダクツと重複）

171 上田ぶどう園 ぶどう カンボジア ぶどう 7月～10月 （ジャパン・ファームプロダクツと重複）

172 西馬ぶどう園 ぶどう カンボジア ぶどう 7月～10月 （ジャパン・ファームプロダクツと重複）

ぶどう、もも 香港 ぶどう 7月～10月／もも 6月～9月

柿 シンガポール

174 日本花き国際化推進協議会 花き類 米国、ロシア、カナダ、台湾、香港、シンガポール等 平成21年　24.6万本、平成23年度　53,400千円

175 日本酪農協同（株） 牛乳、乳製品 香港 平成25年度　約100万L予定

176 久保田米業（香港）有限公司 米 香港 約500ﾄﾝ/年

177 兵庫の美味し風土拡大協議会 たまねぎ、いちじく、明石鯛、明石だこ等 香港
たまねぎ 3月～5月／いちじぐ 8月～10月／鯛

3月～6月／たこ 12月～7月
平成23年度　64,000千円、平成24年度　110,000千円

178 エム・シーシー食品（株） レトルト・冷凍食品 台湾、シンガポール等

海外現地での食品展示会や百貨店の日本フェアへの出展をきっかけに、輸出を開始。百貨
店や高級スーパーなどでの家庭用向け商品のみならず、安定した品質や使い勝手の良さ

から、シンガポール、香港、中国等では、レストラン向けの業務用食品も高い評価を受けて
いる。‘MADE IN JAPAN’に対する高い評価を追い風に、様々な国で高級食材の販売を積

極的に展開している。

179 （財）神戸みのりの公社 ワイン 中国、香港、マレーシア 平成21年度　中国（上海）10,270本、香港2,823本、マレーシア192本

180 兵庫県手延素麺協同組合 手延べそうめん タイ、マレーシア、米国、香港、EU、シンガポール
平成20年度（9月～翌8月）：35ﾄﾝ、平成23年度（9月～翌8月）：約25.5ﾄﾝ、

平成24年度（9月～翌8月）：約29.5ﾄﾝ

181 沖物産（株） 佃煮（水産物）など 台湾、香港、中国等
HACCP対応の自社工場で生産した「わかめ煮」や「くぎ煮」などのオリジナル淡路島産品を

タイ、台湾、香港、シンガポール、中国へ輸出

182 JAならけん西吉野柿部会 柿 香港、タイ 柿 9月～12月

平成19年度：68ﾄﾝ（香港43ﾄﾝ、タイ17ﾄﾝ、台湾8ﾄﾝ）

平成20年度：83ﾄﾝ（タイ48ﾄﾝ、香港25ﾄﾝ。台湾9ﾄﾝ）
平成21年度：81ﾄﾝ（タイ81ﾄﾝ、香港0.5ﾄﾝ）

183 梅乃宿酒造（株） 酒 台湾 平成21年度：11,000本　1,100万円、平成23年度：43,000本　4,300万円

184 喜多酒造（株） 清酒 韓国 平成21年：約125L、平成22年：約2230L、平成23年：約1200L、平成24年：約2260L

185 （株）ヤマサ脇口水産 水産物（メバチ、キハダ、ビンチョウマグロ） 香港 メバチ 10月～12月／マグロ 12月～8月

はえ縄漁で漁獲された天然生マグロをサク取り加工までした状態で特殊凍結する『海桜鮪』

を武器に香港展開。
平成24年対比３倍増（新規取引先の売上貢献は平成26年度から）

たねなし柿 香港、タイ、シンガポール 柿 9月～12月 平成19年度　32ﾄﾝ、平成20年度　37ﾄﾝ、平成21年度　31ﾄﾝ

果実等 香港、台湾、シンガポール みかん 10月～2月 みかん　平成23年産：25ﾄﾝ、平成24年産：39ﾄﾝ

187 和歌山県農業協同組合連合会 桃 台湾、シンガポール 桃 6月～9月 平成19年度52ﾄﾝ、平成20年度80ﾄﾝ、平成21年度　60ﾄﾝ

188 （株）早和果樹園 有田みかん加工食品 香港、台湾、シンガポール等 平成21年度　87万円→平成22年度　212万円→平成23年度　120万円

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

三重県

滋賀県

関空深夜便を活用した農水産物物流ネットワーク確立検討会173

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県 和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会186



7 出典：農林水産省 農林水産物等の輸出取組事例 （20年、21年、22年、24年、25年） 

輸出実績

H20版～H25版

梨 台湾、香港、アメリカ 梨 8月～10月

平成19年度　894ﾄﾝ

（台湾505ﾄﾝ、香港100ﾄﾝ、中国7ﾄﾝ、米国（ハワイ含む）276ﾄﾝ、他6ﾄﾝ）
平成20年産　551ﾄﾝ
（台湾229ﾄﾝ、香港108ﾄﾝ、米国202ﾄﾝ、他12ﾄﾝ）

平成21年産743ﾄﾝ
（台湾384ﾄﾝ、香港223ﾄﾝ、アメリカ（ハワイ含む）125ﾄﾝ、他11ﾄﾝ）

柿 タイ、台湾 柿 9月～12月
平成19年度　64ﾄﾝ（タイ60ﾄﾝ、台湾4ﾄﾝ）、平成20年産　69ﾄﾝ（タイ68ﾄﾝ、台湾1ﾄﾝ）、
平成21年産　52ﾄﾝ（タイ51ﾄﾝ、台湾1ﾄﾝ）

すいか、メロン、梨、柿、野菜等 ロシア

すいか 5月～8月／梨 8月～10月／メロン 5月
～9月／柿 9月～12月

ブロッコリー 10月～5月／ねぎ 10月～1月／ミ
ニトマト 5月～12月

○平成21年度すいか、梨（二十世紀梨） 計5.6トン

○平成22年度すいか、メロン、梨（２品種）、柿計1.8トン
○平成23年度すいか､メロン(２品種)､梨（４品種）､柿､ブロッコリー､白ねぎ、

シンテッポウユリ、計3.6トン
○平成24年度すいか、メロン、梨（２品種）、白ねぎ、ミニトマト、米
計3.8トン（平成24年９月末現在）

⇒ 平成24年11月には柿や梨を中心に輸出予定

スイカ他 台湾、香港、中国、ロシア他
梨 8月～10月／柿 9月～12月／すいか 5月～

8月

Ｈ22 梨（286ﾄﾝ）、柿（34ﾄﾝ）、すいか等（1ﾄﾝ） 約321ﾄﾝ
Ｈ23 梨（231ﾄﾝ）、柿（53ﾄﾝ）、すいか等（2ﾄﾝ） 約286ﾄﾝ

Ｈ24 梨（511ﾄﾝ）、柿（51ﾄﾝ）、すいか等（4ﾄﾝ） 約566ﾄﾝ
Ｈ25 梨、すいか等約434ﾄﾝ（H25.9末現在）

190 （有）ＡＯＮケミカル 果実酢 台湾
平成18年からの取組であり、台湾をベースに順調に推移し、平成21年の実績は
150ケース程。ニューヨークは計10ケース程試験販売。平成22年は上海、ソウルを
目標。

191 菌興椎茸協同組合 乾燥椎茸 台湾 年間約30キロ程度

192 広岡農場 梨関連製品（飲料） 香港、マレーシア、タイ、シンガポール 高品質の梨および関連飲料を輸出

193 ＪＡ西いわみ 米 台湾 平成19年産　6.2ﾄﾝ（310万円）、平成20年産　3.6ﾄﾝ　180万円

194 JAくにびき 牡丹 台湾、ロシア
台湾　22年3,000本、23年3,000本、24年2,390本
ロシア　22年700本、23年1,300本、24年1,800本

全体（間接貿易含む）　22年339,000本、23年319,000本、24年315,000本

195 津山屋製菓（株） 半生和菓子
米国、カナダ、オーストラリア、香港、台湾、韓国、中国、ロ

シア、EU、ブラジル

日本有数の菓子どころ出雲地方にて、30年以上にわたり半生和菓子を海外に輸出してい
る。特にここ2,3年で更に輸出に力を入れ、米国はじめ、英国、ロシア、ブラジル等、世界各

地に輸出先が拡大している。輸出額は、3年前は売上の1.5%ほどだったが、直近では4%まで
増加した。

196 （株）みゆきやフジモト こんにゃく 香港、EU 平成23年度　1,250,000円、平成24年度　2,220,000円

197 利守酒造（株） 日本酒 米国、台湾、香港、カナダ等
平成20年：売上額の約6％を輸出、平成21年：売上額の約6％を輸出、
平成22年：売上額の約7～8％を輸出、平成23年：売上額の約7％を輸出、

平成24年： 売上額の約8％を輸出
198 （株）辻本店 日本酒等 韓国、EU、香港、中国等 平成22年度　2,400L、平成23年度　4,600L、平成24年　3,700L

199 かなわ水産（株） 牡蠣 香港 かき 7月～1月

平成22年8月輸出開始輸出量3.6ｔ
平成23年順調に輸出量が増加していたが、3月の東日本大震災の風評被害で中断
平成24年香港のビジネスパートナーとプロモーション活動を実施し、7月から再開

平成25年広島牡蠣ブランド「先端」を開発し、定期的に輸出を行っている。

200 （株）フレッズ 鶏卵 香港

平成21年　輸出開始　2ﾄﾝ/月

平成22年　５ｔ/月程度の輸出を継続するも、鳥インフルエンザの発生により中断。
平成23年　７月から輸出再開順調に輸出継続10ｔ/月
平成24年　順調に輸出継続144ﾄﾝ/年

201 ＪＡ広島果実連 ぶどう、かんきつ、梨 台湾、香港、シンガポール
ぶどう 7月～10月／梨 8月～10月／レモン 通
年／みかん 10月～2月／

かんきつ 12月～6月

平成20年　ぶどう385Kg、梨2,090Kg、レモン200Kg、はるか400Kg、
農産加工品400Kg

平成21年　ぶどう250Kg、梨2,140Kg、レモン100Kg、はるか875Kg、
農産加工品595Kg、その他かんきつ250Kg

202 賀茂泉酒造（株） 日本酒 米、英、仏、独、伊

【平成２１年産】

○輸出の売上げは、総売上げの8％を占める。輸出売上げの90％が、米国向け。
○平成13年度の輸出額を100とすると、21年度は420になる見込。

203 下関ふく輸出組合 ふぐ 米国 ふぐ 10月～4月 平成19年度　約2ﾄﾝ、平成20年度　約2ﾄﾝ、平成21年度　約1.5ﾄﾝ

204 林兼産業（株） 魚肉ソーセージ 香港 平成19年度　336ﾄﾝ、平成20年度　404ﾄﾝ、平成21年度　377ﾄﾝ

205 やまぐちの農水産物需要拡大協議会輸出促進部会 県産農水産物(キャベツ、梨等) 台湾等 キャベツ 3月～10月／みかん 10月～2月

平成19年：米16ﾄﾝ、平成20年：米12.6ﾄﾝ キャベツ2.8ﾄﾝ、平成21年：米4.9ﾄﾝ

平成22年：米1ﾄﾝ ナシ250kg、平成23年：米600kg、ミカン180kg、
水産加工品（チリメン等） 100kg
平成24年：ミカン360ｋｇ 　ホウレンソウ30ｋｇ

シリヤケイカ（甲イカ）等 中国、香港 甲イカ 10月～5月 平成20年1月～2月　約33ﾄﾝ、平成21年　約21ﾄﾝ

タチウオ等 韓国、香港 タチウオ 9月～2月 平成18年度（タチウオのみ）　約4ﾄﾝ

207 （株）きとうむら ゆず果汁等 EU等
原発事故以降、一時的に輸出額・輸出量が減少したが、現在は回復傾向に
あり、平成24年も平成23年に比べて輸出額・輸出量が拡大。

208 （株）河野メリクロン販売 ラン 中国 平成19年度　2,400鉢

209 マルナカ食品（株） 牛肉 香港
平成22年　約1.2ﾄﾝ（約380万円）、平成23年　約6ﾄﾝ（約1,800万円）、
平成24年　約8.5ﾄﾝ（約2,700万円）

210 日新酒類（株） 酒類（焼酎、梅酒等） 中国、米国
2003年米国向け「すだち酎」の輸出開始
2011年欧州向け「梅酒」輸出開始
2012年中国向け「本格芋焼酎里娘」の輸出開始

211 （有）東海産 水産物、水産加工食品、県産品 香港
平成21年度　30ﾄﾝ（2,700万円）、平成22年度　45ﾄﾝ（4,000万円）、
平成23年度　20ﾄﾝ（1,700万円）、平成24年度（予想） 45ﾄﾝ（4,500万円）

212 香川県農業協同組合三木集荷場 イチゴ 台湾、マレーシア イチゴ 12月～5月 平成19年度　約3ﾄﾝ、平成20年度　約3ﾄﾝ、平成21年度　約3ﾄﾝ

213 香川県農業協同組合三豊みかん共同撰果場 みかん カナダ みかん 10月～2月 平成19年度　66ﾄﾝ、平成21年度：23ﾄﾝ、平成21年度：23ﾄﾝ

214 JA香川県 温州みかん「小原紅早生」 台湾、シンガポール みかん 10月～2月
平成22年度：4ﾄﾝ（105万円）、平成23年度：1.6ﾄﾝ（93万円）、

平成24年度：2.1ﾄﾝ（174万円）

215 松田清松園 盆栽、庭木 海外 平成19年度　約3,500本、平成20年度　約3,000本

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

岡山県

鳥取県

島根県

広島県

山口県

徳島県

香川県

206

ＪＡ全農とっとり189

徳島市漁業協同組合
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輸出実績

H20版～H25版

216 愛媛県漁業協同組合連合会 養殖ハマチ タイ 養殖ハマチ 11月～3月
アジアのハブ空港である「スワンナプーム空港」の便宜性を利用して、鮮度感溢れるおいし

い愛媛県産の養殖ハマチやマダイを、寿司や刺身食材として供給する取組を開始した。

217 全国農業協同組合連合会愛媛県本部 柑橘全般  台湾、香港 
台湾　平成23年度：7,800kg（7,900,000円）、平成24年度：15,000kg（11,600,000円）
香港　平成23年度：8,700kg（3,200,000円）、平成24年度：　　800kg（    570,000円）

218 （株）オカベ 魚介乾製品 韓国 平成19年：約2,400万円、平成20年：約5,000万円

219 西条食料産業クラスター協議会 四国特産品（青果物、加工品） タイ H20年度：約420万円、H21年度：約2,000万円、H22年度：5,000万円（目標）

220 森松水産冷凍㈱ 水産（ぶり）  香港、米国、中国、EU、タイ、シンガポール、中東 ぶり 12月～4月 平成24年度　385ﾄﾝ、平成25年度　約500ﾄﾝ

221 愛媛エフ・エー・ゼット（株） 水産加工食品 シンガポール
平成22年度　約   45万円（じゃこ天、じゃこカツ）
平成23年度　約  390万円（鰹節、じゃこ天、油揚げ、シラス等）

平成24年度　約1,600万円（じゃこ天、鰹節、水産加工品等）

222 高知市農業協同組合 グロリオサ(切り花) 米国、オランダ等
平成19年：1,080本、平成20年：2,500本、平成21年：18,000本（アメリカ、上海等）

平成22年：70,000本（アメリカ、オランダ、シンガポール等）

223 北川村ゆず王国（株） ゆず加工品、ゆず  EU、米国 
平成24年
ゆず青果3.1ﾄﾝ、冷凍ゆず青果2.7ﾄﾝ、ゆず果汁29.000L、ゆずコンフィ0.8ﾄﾝ

224 ＪＡ土佐れいほく ゆず加工品 台湾、香港、シンガポール等  平成21年度 約360千円、平成24年度 約6,800千円

225 酔鯨酒造（株） 日本酒 米国、欧州、アジア、オーストラリア 平成18年度：18.3Kl、平成19年度：17.3Kl、平成20年度：17.5KL

226 九州沖縄農業経済推進機構 九州産農産物 シンガポール
九州・沖縄が連携した取組の一つとして、平成18年度より、シンガポ－ルにおいて「九州収穫
祭」を開催。「九州産農産物」として強くアピールし、恒常的消費拡大を図る。

227 九州農業成長産業化連携協議会 九州産の農林水産物・食品 香港

九州産の農林水産物・食品の輸出をオール九州で取り組み、その拡大を目指すことを目的

に、九州農業成長産業化連携協議会に輸出部会を平成２４年６月設置。平成26年2月に、商
談会「オール九州農水産物グルメ＆トレードフェアin香港」の開催が実現。

イチゴ「あまおう」 香港、台湾等 あまおう 12月～5月
あまおう　平成18年度　約52ﾄﾝ、平成19年度　約70ﾄﾝ、平成23年度　約64ﾄﾝ、

 平成24年度74ﾄﾝ（香港・台湾・タイ等）

八女茶 欧州、米国 八女茶の産地活性化のため、平成19年度から欧米への輸出に取組んでいる。

イチゴ「あまおう」 香港、台湾等 あまおう 12月～5月 平成20年度　約65ﾄﾝ

博多和牛 香港、台湾、ロシア、マレーシア、タイ、シンガポール  博多牛　平成23年度　0.2ﾄﾝ、 平成24年度　2.5ﾄﾝ　（タイ）

八女茶 欧州、米国等 八女茶の産地活性化のため、平成19年度から欧米への輸出に取組んでいる。

230 （株）七尾製菓 菓子  香港、韓国、台湾、タイ  平成22年度：1,109万円、平成23年度：907万円、平成24年度：1,609万円

231 久留米市農産物販売力強化推進協議会 米、梨 中国 梨 8月～10月 平成24年（初年度のため実績なし）

ハウスみかん 台湾 ハウスみかん 6月～9月 平成19年度　約30ﾄﾝ

佐賀牛等 香港、米国、台湾、中国、タイ、シンガポール等 

平成23年度佐賀県産農産物輸出量合計：約600ﾄﾝ

○主な輸出品目：牛肉、いちご、なし、みかん、その他青果物など
○主な輸出先：シンガポール、香港、カナダほか

佐賀牛の輸出量推移（香港、シンガポール等）

平成21年度約16.8ﾄﾝ、平成22年度約22.4ﾄﾝ、平成23年度約24.1ﾄﾝ、
平成24年度約27.2ﾄﾝ

233 佐賀県伊万里湾・アジアネットワーク事業促進協議会 梨、ハマチ等 中国  梨　8月～10月
H16～H20 ： 伊万里梨の輸出
H20～ ： 伊万里梨、ハマチ、農産加工品等の輸出

234 （株）谷川建設 在来軸組資材等 韓国
これまでの輸出量（平成20年～）

在来軸組工法資材　5棟分、木材使用量　120㎥

235 壱岐の蔵酒造（株） 焼酎、リキュール 香港、台湾、米国等
平成20年度6,740本、平成21年度10,020本

平成22年度9,420本(※震災の影響で大きく落ち込んだ。)、平成23年度10,550本

236 長崎県松浦市水産物輸出入促進協議会 養殖魚 中国

平成１６年度から中国向けの輸出に取り組む。平成１８年度においては、養殖ハマチ等の輸

出の可能性の調査を開始。平成１９年度からは、新たな輸出対象国として韓国を加え、可能

性の検証を開始。

237 長崎県水産物海外普及協議会 水産物 香港、米国、台湾、中国、韓国、中東、ブラジル
平成17年　3ﾄﾝ、平成18年　22ﾄﾝ、平成19年　17ﾄﾝ、平成20年　34ﾄﾝ

平成21年　58ﾄﾝ、平成22年　95ﾄﾝ、平成23年　65ﾄﾝ、平成24年（294百万円）

県産品 香港、米国等 平成19年度　274,824千円、平成20年　318,513千円、平成21年　461,408千円

野菜、果実、茶等 シンガポ－ル、香港、韓国等
21年度　590ﾄﾝ（47,903千円）、22年度　919ﾄﾝ（159,396千円）、

23年度　1,057ﾄﾝ（171,230千円）

県産農畜産物等 香港、台湾等
平成19年度　45.6ﾄﾝ（5336万円）、平成20年度　89.1ﾄﾝ（14,141万円）、

平成21年度　590ﾄﾝ（164,253千円）

メロン  香港  メロン 5月～9月 【平成24年】　輸出実績無し、【平成25年】　約　3.7ﾄﾝ

ミカン 台湾 みかん 10月～2月 平成19年度　台湾向け　18ﾄﾝ、平成20年度　10.7ﾄﾝ

イチゴ・ミニトマト 香港、台湾、シンガポール イチゴ 12月～5月／ミニトマト 5月～12月

平成19年度　イチゴ　11トン

平成20年度　ひのしずく（いちご） 　8.3ﾄﾝ

平成21年度　ひのしずく（いちご）  15.8ﾄﾝ

平成22年度　イチゴ  23ﾄﾝ、
平成23年度　イチゴ  22.2ﾄﾝ　ミニトマト　2ﾄﾝ

平成24年度　イチゴ  31.3ﾄﾝ（45,009千円）

241 大分県椎茸農業協同組合 乾しいたけ タイ 平成20年　52Kg（1,441千円）、平成21年　72Kg（2,520千円）

養殖ブリ等 米国等
平成20年　437ﾄﾝ（養殖ブリフィレ、干物等）

平成21年　435ﾄﾝ（養殖ブリフィレ、干物等）

梨 香港、台湾、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール  梨 8月～10月

・ブランドおおいた輸出促進協議会

平成19年　163ﾄﾝ（台湾）、平成20年　119ﾄﾝ、
平成21年　99ﾄﾝ（台湾87ﾄﾝ、中国7ﾄﾝ、香港等5ﾄﾝ）
（台湾向け梨）　平成21年：87ﾄﾝ、平成22年：38ﾄﾝ、平成23年：33ﾄﾝ

梨等　平成24年　約128ﾄﾝ（約45,000千円）
243 JAおおいた日田梨部会 梨 香港、台湾、中国、タイ 梨 8月～10月 平成24年 　124ﾄﾝ（42,526千円）

244 宮崎県森林組合連合会 スギ製材品等 中国、韓国
これまでの輸出量　中国向け　原木　750㎥　 内装15件

（平成１５年度～） 　韓国向け　原木7,500㎥

245 みやざき『食と農』海外輸出促進協議会 かんしょ、きんかん、メロン、スイートピー等 シンガポール、香港 きんかん 11月～3月／メロン 5月～9月 平成23年度392ﾄﾝ、平成24年度637ﾄﾝ

246 ＪＡ宮崎経済連 県産農産物 シンガポール、香港、台湾、マカオ 
平成19年度　89ﾄﾝ、平成21年度　146ﾄﾝ、平成23年度　197ﾄﾝ、
平成24年度　青果物346ﾄﾝ、畜産物35ﾄﾝ

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

九州全域

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県農林水産物等輸出促進協議会232

佐賀県

長崎県

熊本県

（社）熊本県物産振興協会農林水産物等輸出促進部会238

ＪＡたまな

大分県

宮崎県

福岡県地域食品輸出振興協議会

福岡県産品輸出促進協議会229

228

239 熊本県農畜産物輸出促進協議会

240

ブランドおおいた輸出促進協議会242
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輸出実績

H20版～H25版

247 木材輸出戦略協議会 スギ、ヒノキ原木 韓国、中国
平成23年度　スギ1,849㎥ ヒノキ2,841㎥
平成24年度　スギ2,802㎥ ヒノキ3,575㎥(平成25年3月末現在)

248 日本木造住宅輸出協会 木造在来軸組住宅等 韓国
これまでの輸出量（平成16年度～）

韓国向け　住宅21棟、竹炭ボード約18,000㎡、原木約300㎥他製材品

県産農畜水産物等 香港、シンガポール、台湾、韓国
さつまいも 9月～2月／ブリ  12月～4月／カン

パチ 5月～12月

【平成24年度】

・和牛肉,黒豚肉　　：約23ﾄﾝ（香港・シンガポール）

・さつまいも　　　　　：約15ﾄﾝ（香港・シンガポール・台湾）

・ブリ，カンパチ等　：約28ﾄﾝ（香港・シンガポール）

和牛肉、豚肉、種子島安納いも  香港、シンガポール

・【香港】平成19年度～平成23年度まで年平均3ﾄﾝ程度（かごしま黒豚）

・【シンガポール】

平成21年度～平成23年度まで年平均10ﾄﾝ程度（かごしま黒豚等）

平成21年度～平成23年度まで年平均15ﾄﾝ程度（鹿児島黒牛）

・平成24年（11月～）：牛　800ｋｇ、豚　800ｋｇ

  平成25年（～7月）  ：牛1,600ｋｇ、豚1,800ｋｇ

250 JA鹿児島県経済連 和牛肉、豚肉、種子島安納いも  香港
平成24年（11月～）：牛８００ｋｇ、豚８００ｋｇ

平成25年（～7月）：牛１，６００ｋｇ、豚１，８００ｋｇ

251 （株）八千代伝酒造 薩摩焼酎  EU、タイ、シンガポール 

アジアの国内高級デパートや有名酒店向けに高付加価値商品として輸出に成功。海外見

本市出展を通じて、現地日系レストランへの販路拡大に成功し、食品見本市Food Expo（香

港）出展時は、30万円ほどの取引が実現した。

252 垂水市漁業協同組合 養殖カンパチ 米国、香港、中東 養殖カンバチ 3月～12月
平成20年度　240Kg、平成21年度　6,640Kg、平成23年度　約2ﾄﾝ、

平成24年度　約3ﾄﾝ

253 東町漁業協同組合 養殖ブリ 米国、台湾、香港、EU、シンガポール、中東等 ブリ 12月～4月
平成18年：713ﾄﾝ、平成20年：483ﾄﾝ、平成21年：442ﾄﾝ、平成23年：315ﾄﾝ、

平成24年　519ﾄﾝ

254 （株）オーダック えのき、しめじ タイ、台湾、シンガポール えのき 10月～3月／しめじ 9月～3月

タイ　平成22年度　16.5ﾄﾝ→平成23年度　34.4ﾄﾝ

台湾　平成22年度　5.2ﾄﾝ→平成23年度　10.2ﾄﾝ

シンガポール　平成22年度　0ﾄﾝ→平成23年度　0.8ﾄﾝ

255 沖縄県漁業協同組合連合会 もずく  中国等 平成18年度　9.5ﾄﾝ、平成19年度　17ﾄﾝ、平成20年度　31ﾄﾝ

256 （有）ハマショク もずく  台湾、香港 平成24年度 500万円、平成25年度（9月末時点） 2,000万円

257 （株）えん沖縄 沖縄産野菜・果実 香港、中国、インドネシア、シンガポール  平成23年度　5,000万円、平成24年度　1億円

258 （有）山元商店 沖縄産野菜・果実 香港、シンガポール 平成20年度　6.3ﾄﾝ、平成21年度　10.2ﾄﾝ

沖縄産野菜・果実 香港、シンガポール （（有）山元商店と重複）

鶏卵 シンガポール
平成17年度　4,299Kg（3,494千円）、平成18年度　4,755Kg（3,915千円）、

平成20年度　5,923Kg（4,280千円）、平成21年度　5,166Kg（4,004千円）

260 （資）瀬底養鶏場 鶏卵 シンガポール （（株）沖縄県物産公社と重複）

261 （株）黒糖本舗垣乃花 黒糖・加工黒糖 香港、台湾、韓国 平成21年度　約1,000万円

262 琉球黒糖（株） 黒糖・加工黒糖 香港、台湾、韓国 平成21年度　2,000万円

263 （有）丸市ミート 豚肉  香港  平成22年度　5ﾄﾝ、平成24年度　12ﾄﾝ

264 JAおきなわ 紅芋、ゴーヤー等 香港 ゴーヤ 5月～9月 平成22年度　760万円、平成23年度　980万円

265 瑞泉酒造（株） 泡盛 米国、香港等 平成１４年度から２０年度の出荷量の推移約６．８倍

泡盛 米国 平成23年度　620本　（平成23年度　777千円、平成24年度1,320千円）

ラム酒 米国 平成23年度　534本、（平成23年度　101千円、平成24年度　726千円）

267 （社）のり協会 海苔 フランス、マカオ、上海 平成18年約117百万枚、平成19年約215百万枚、平成20年約235百万枚

268 日本木材輸出振興協議会 丸太、木製品等 中国、韓国
日本の木材輸出のポテンシャルの高さを生かし、中国及び韓国への丸太、木製品、木造住

宅の輸出を、ビジネスレベルに高めるための取組。

269 ＦＡＪ輸出促進協議会 植木、花き 中国、欧州 平成19年度　約1280万円

270 全国果実輸出振興対策協議会 日本産果実 世界各国
りんご 9月～5月／みかん 10月～2月／梨 8

月～10月

平成19年度　りんご（台湾）：26,000ﾄﾝ、温州みかん（カナダ、アメリカ）：4,600ﾄﾝ、

梨（台湾）：2,100ﾄﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　など

平成20年度　りんご（台湾）23,000ﾄﾝ、温州みかん（カナダ）2,900ﾄﾝ、

梨（香港・台湾）1,200ﾄﾝ　など

271 （財）世界緑茶協会 日本茶 世界各国
平成2年度　283ﾄﾝ、平成7年度　461ﾄﾝ、平成12年度　684ﾄﾝ、

平成17年度　1,096ﾄﾝ、平成19年度　1,625ﾄﾝ

272 （株）サングローブフード 日本農産物 米国、豪州、タイ、UAE等
19年度農林水産省委託事業により、海外高級百貨店等に常設店舗を開設し（バンコク３店

舗、ドバイ２店舗）、果物を中心に海外の富裕層に向けて販売・ＰＲ。

日本農産物 世界各国 H21年（見通し）米390ﾄﾝ、青果物7,040ﾄﾝ、食肉120ﾄﾝ

米 中国等
平成16年度：38ﾄﾝ、平成17年度：94ﾄﾝ、

平成18年度：75ﾄﾝ、平成19年度：122ﾄﾝ

274 ＪＡ全農ミートフーズ（株） 和牛 北米、香港、カナダ、UAE 平成18年　約23.7ﾄﾝ、平成19年　約96.3ﾄﾝ、平成20年　約114.2ﾄﾝ

主な輸出先 収穫時期都道府県 番号 事業者・生産者 主な輸出品目

鹿児島県

沖縄県

全国

（株）沖縄県物産公社259

沖縄県輸出促進協議会266

全国農業協同組合連合会273

公益社団法人鹿児島県特産品協会249


