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⽣産/加⼯ 流通 販売

2002年の⼯場新設を機に、
OEM・PB商品から⾃社ブラ
ンド商品の⽣産に⽅針転換。
常温・冷蔵・冷凍に対応した
商品展開、物流網の構築に取
組み、消費者のニーズに合う
商品を届けることに成功

中国ではハイエンド⼩売店で
の実演販売を⾏い、商品価値
を⾼めるブランディングを実
施。⽶国では茶や柿の種との
コラボ販売や、包装資材を⽤
いて英語で和菓⼦説明を⾏う
取組みで輸出を拡⼤

和菓⼦
・どらやき
・饅頭 等

北⽶
中国
EU
韓国
東南アジア 等

 1958年創業、世界⼀の⽣産量を誇るど
ら焼きを中⼼に饅頭系の菓⼦を輸出

 季節⾏事に依存する和菓⼦の⽣産量を
年間を通して⼀定にするため、⼯場の
閑散期を活⽤して輸出を開始

 原材料輸⼊先の為替リスク軽減も兼ね
て⽇本産品へのニーズの⾼い台湾向け
輸出に取組む

 現在では中国・欧州・韓国・東南アジ
ア・豪州等20か国以上に販路を拡⼤

→ アジア系・現地系⼩売店やECサ
イト、⽇本⾷レストラン等、多
様な販売チャネルへ展開

 国内市場が縮⼩する中、地⽅菓⼦メー
カーとして先駆けて輸出に取組むこと
で⽣産量の拡⼤を実現

丸京製菓
⽇
系
商
社

神⼾港
⽶国

現
地
商
社

 うま味増幅・菌抑制を可能とする”氷温技術”を
導⼊し、不要な添加物を軽減することで賞味期
限を6カ⽉に延⻑。他社との差別化を実現

 安⼼安全の取組みにも注⼒し”FSSC22000”、”⿃
取県HACCP適合施設認定”を取得。ISO規格・
HACCPを取り⼊れた独⾃の品質管理システ
ム”MQS(丸京クオリティーシステム)”を確⽴

 “⽇本式”のどら焼きにこだわり、⽇本の⾷⽂化
の受⼊れには実⾷が不可⽋との考えから、中国
では実⾷販売のプロモーションを継続して実施

 取引先・輸出⽀援団体との密な連携や、GFPイ
ベントを活⽤してネットワークを構築・拡⼤す
ることで輸出拡⼤を達成。今後は同業他社との
共同プロモーションによる輸出拡⼤も⽬指す

 各国の添加物規制(着⾊料・⾹料・膨張剤・乳
化剤)に対応するため添加物メーカーと連携し
た商品開発を実施。今後は全世界の添加物規制
に対応した”世界最強のどら焼き”開発を推進

中国

⾹港

EU

輸出は⻑期の取引実績があり、
信頼できる輸出商社経由で実
施。⽇本の貿易商社経由で、
現地商社が輸⼊を⾏う。コン
テナ内での荷積み⽅法の改良
など物流品質の向上にも注⼒

⼤阪港

2022年 選定

“世界⼀の⽣産量”を誇るどら焼きを海外20カ国以上に輸出

GFP優良事例
丸京製菓株式会社 (⿃取県)
業種：菓⼦メーカー ⽣産規模：91億円

5.3億円 6億円

紙徳 秋⼦ 様

GFPイベントへの参画を通して和菓⼦は付加価値のある嗜好品であり、輸
出の可能性が⾼いことをお伝えしてきました。輸出拡⼤に向けて取組むべ
き事項は多いですが、信頼できるパートナーと組むことで経営上のメリッ
トを得ることが可能です。今後も和菓⼦という⽇本古来の⾷⽂化の定着に
向け、オールジャパンでの取組みを加速したいと考えています！

GFP参画前(2019年) GFP参画後(2021年)

⽶国の⼤⼿⼩売で求められる
品質・数量の確保や⼀般消費
者向けに魅⼒の訴求が必要

和菓⼦輸出のメインターゲッ
トとなる⽶国市場の知⾒・
ノウハウを底上げしたい

農林⽔産省の補助事業を活⽤
して⼯場を新設し、⽶国⼤⼿
⼩売向けに包装資材を改良、
英語の和菓⼦説明を⼊れる取
組みで消費者に和菓⼦をPR

現地での試⾷販売の様⼦(左)
海外向けパッケージの商品(右)

加⼯⾷品輸出セミナーでの
登壇の様⼦

⽶国ロサンゼルスにおける
テストマーケティングの様⼦

ネットワークを拡⼤すること
による情報収集や新規ビジネ

スに繋げることが必要

GFP加⼯⾷品輸出セミナーや
加⼯⾷品部会菓⼦分科会にて、
添加物対応など和菓⼦の輸出
経験を共有、関係者との連携
を深めネットワークを拡⼤

⽶国向け和菓⼦・スイーツ輸
出実証事業に参加し、⽶国輸
出を志す事業者にこれまでの
経験・情報を共有。事業成功
と⽶国市場の実態把握に貢献

補助事業を活⽤した
プロモーション

GFP加⼯⾷品輸出
セミナー登壇

⽶国向け菓⼦
輸出実証事業への参画

農⽔省補助事業を
活⽤した輸出体制整備

積極的な情報発信に
よるネットワーク拡⼤

実証参画による
⽶国市場の知⾒を深化



⽣産/加⼯ 流通 販売

GFP優良事例
株式会社阪東⾷品 (徳島県)
業種：⽣産・加⼯製造業 ⽣産規模：6,100万円

 海外のオーガニック⾷品ニーズの⾼
まりと、ゆずの知名度向上を受け、
2012年に輸出を開始

 前職で輸⼊⾃動⾞の販売をした経験
を基に、海外市場への強い関⼼を持
ち、国内産品の輸出に挑戦

 オーガニックで100%果汁の商品を中
⼼都市向けに「⾃然派・本物志向
の」商品として、海外の既存商品と
差別化を図り、輸出機会を捉える

 2019年時点で3千万円超の輸出を達
成。うち多くがEU向けの輸出

 2019年、GFP超会議等の交流イベン
トに参加し、GFP事業者と共同で輸
出向け新商品の開発を検討中

 EU・中国市場でパートナー企業を獲得し、現
地のレストラン・ケーキ屋等に販売

 輸出先拡⼤に向け、有機JAS、ハラル認証等を
取得。⽇本⾷店のみならず、現地料理の味付け
にも幅広く使⽤

 オーガニック果汁を中⼼として、欧州・中国等
の多数の現地レストラン・菓⼦店に輸出

 EU・中国市場の更なる輸出拡⼤を狙いつつ、
⽶国・アジア・豪州等、販売先地域を拡⼤する
にあたり、新規に販売パートナーとなっていた
だける企業を模索中

コロナ流⾏後も10件超の新規商談を継続

 「ゆず」をコンセプトのベースに使いながら、
独特の⾵味のある果汁商品やクラフトコーラを
開発。輸出に向けて販路を開拓中

円建て取引し、為替リスク回
避が可能な商社向けには直接
輸出。現地パートナーと同⾏
営業し、エンドユーザーに品
質保持の必要性を訴え、国内
から実需業者に渡るまで冷蔵
輸送網を確⽴

慣⾏栽培農家に加え、オーガ
ニック農家からも購買。実⽣
ゆずについてはJAから、農
家・産地を特定したもののみ
を購買し、商品に加⼯。商品
容器も各国で使⽤可能なもの
を選定・使⽤

現地パートナー企業と現地実
需業者に訪れ、直接ニーズ把
握、⽣産過程の特徴・商品の
使い⽅の幅広さをアピール。
現地料理・カクテル等の材料
に使⽤され今後は⼩売商品も
輸出強化予定

有機ポン酢
ゆず果汁
すだち果汁等

EU
中国
⽶国 等
20か国

現地メニューに合った使い⽅の提案で輸出を伸ばす

ホテル・レストラン

現地菓⼦店

ワイン醸造所⽣産農家・JA

同業加⼯業者 輸
⼊
商
社

阪
東
⾷
品

輸
出
商
社

輸
出
⼿
続

3,400万円 9,840万円

輸出機会創出に向けたパートナー・資⾦獲得に活⽤

GFP超会議への登壇・
交流会参加

現地のニーズに沿った
商品・販売⽅法の提案を

していきたい

コロナ状況下でも輸出への
チャレンジを続ける為の

投資資⾦が必要

海外の新販路開拓に向け、知
⾒が無い市場の特徴や
トレンドを知りたい

⾃社が有している販路・現地
パートナーとの相性がよい商
品・事業者をイベント交流会
で⾒出し、共同でEUのバイ
ヤーへの提案・輸出を実⾏

GFP紹介の補助⾦を活⽤し、
輸出向け新商品開発、テスト
販売、成分検査・英語版の残
留農薬証明書の発⾏等、新規
販路開拓に必要な経費を補填

GFPメールマガジン等で配信
される海外消費者トレンド・
輸出成功事例・補助⾦の案内
等を随時収集し、⾃社販路開
拓・商品開発のヒントに活⽤

親和性が⾼い事業者と
の協働機会を獲得

輸出⽤の新商品開発・
テスト輸出を実現

海外市場の動向に
関する情報収集

GFPセミナー等の情報を収集補助⾦にて開発した新商品イベント後の交流会の様⼦

阪東⾼英 様

コロナ流⾏下で萌芽している現地のニーズ・動向の情報を常にウォッ
チし、⾃⾝が訪れていない地域の情報については特に、市場動向を⾒
据えた輸出体制を確⽴していきたいと思っています。今後もGFPのメ
ンバーとの関係構築を通じた新規の輸出機会等を模索しながら、輸出
拡⼤に取り組みたいと思います。

GFPメールマガジン GFPオンライン
セミナー

+6,440万
(289%)

GFP参画前(2019年) GFP参画後(2021年)



⽣産/加⼯ 流通 販売

GFP優良事例
イヨスイ株式会社 (愛媛県)
業種：加⼯製造業 ⽣産規模：130億728万円

 1995年に活⿂輸出を開始して以降、
2010年に⽔産⾷品加⼯施設HACCP
認定を取得し、北⽶・アジア向けに
加⼯⾷品の輸出を開始

 2015年には酒類販売業許可を取得
し、酒類の輸出も開始

 幅広い国・地域に輸出可能な体制整
備を⽬指し、冷凍フィレ・ロイン等
の加⼯・製造を⾏う⾃社⼯場におい
て、各種認証取得（FSSC22000、
ISO22000、EU HACCP、CHINA
HACCP、FDA HACCP、MSC/ASC
CoC認証）を取得済。現在BRC認証
を申請中

 今後はインド・アフリカ等の新興市
場も視野に⼊れて輸出拡⼤を⽬指す。
業務⽤は⽇本⾷レストランに加え、
多国籍レストラン向け輸出を検討

 ⾃社の活⿂運搬の経験と実績で、多種多様な
⿂・⽔産加⼯品を取扱可能。輸出に適した新⿂
種の開発から養殖・加⼯・輸送・販売に⾄るま
で⼀気通貫で取組。平成30年度輸出に取り組
む優良事業者表彰農林⽔産⼤⾂賞を受賞

 ⽇本⾷市場の拡⼤を機会と捉え、東アジアには
活⿂中⼼、北⽶・東南アジア・EUには冷凍鮮
⿂を中⼼に輸出。現地レストランやホテルから
⾼品質・⾼鮮度で⾼評価を得る。

 国際基準を満たした加⼯場の整備により、活⿂
に限らず鮮⿂・⽔産加⼯品を世界中に輸出可能
な体制を構築。⾃社通関で活⿂船・活⿂⾞・
リーファーコンテナ(0度、-25度)・⾶⾏機(当
⽇⽔揚げ鮮⿂)を活⽤し、産地から直接輸出可
能な⼀気通貫の物流網で、⾼鮮度な⽔産品をス
ピーディーに輸出

 現地系の⼩売向けの新規販路開拓を輸出商社等
と提携して⾏う機会を模索

⾃社⽣け簀で畜養しておき、
輸出時間に合わせて締めて
パッキングすることで⾼鮮度
による差別化を実現。活⿂・
鮮⿂・冷凍の多様な販売網の
構築により、海外まで⼀気通
貫の物流網を構築

国内市場が縮⼩していく中、
漁業者を守るために種苗・飼
料・品種開発のサポート。契
約漁業者360⼾と連携するこ
とで、輸出向け仕様の⽔産物
を養殖(ターゲット国に合っ
た脂の乗り⽅や鮮度)

新規輸出国の取引は前売⾦を
前提とし、⽇本産が⾼品質な
理由を説明しながら現地営業
を促進。現地視察や⿂⾷⽂化
の普及に向けたイベント、価
格競争に巻き込まれないルー
ル作りを徹底

タマクエ
(⾃社開発)
ハマチ
マダイ
シマアジ
マグロ

アジア( 中国・
韓国・台湾等)
⽶国
EU 等
20か国

⻑年の⽔産輸出・活⿂運搬知⾒を基に超⾼鮮度商品を開発

受
注
・
仕
⼊

ホテル

⽇本⾷
レストラン

多国籍
レストラン

漁業者
360⼾

全国

輸
出
⼿
続

冷凍加⼯

締め梱包

コンテナ便
(冷凍)

⾶⾏機
(鮮⿂)

活⿂船・
活⿂⾞ (活⿂)

活⿂⾞

種苗

飼料

品種
開発

輸
⼊
商
社

+7億
(120%)35億円 42億円

輸出ビジネスのアイデア相談・輸出物流の意⾒交換

GFPオンライン
セミナー&マッチング GFPデジタルカタログ GFPコールドチェーン

勉強会

新規市場開拓に向けて新たな
パートナーを探しながら、海

外市場情報を収集したい

海外産⽔産物との差別化ポイ
ントを検討・オンラインを活

⽤し効率的にPRしたい

取引国が拡⼤する中、各国の
コールドチェーン

整備状況を把握したい

中国・⾹港向け販路を持つ商
社と事前マッチングの上、オ
ンライン商談を実施。コロナ
禍においても、輸出ビジネス
拡⼤に積極的に取り組む

⾃社商品のPRを強化するた
め、GFPカタログに参画。商
品の差別化ポイントの⾒直し
だけでなく、GFPサイト掲載
を通じて幅広く情報発信

⽇本産⽔産物の輸出促進・⾃
社輸出の拡⼤に向けて、⾃社
輸出ノウハウの共有のほか、
同業者や商社間で輸出物流に
関して意⾒交換を実施

オンラインを活⽤して
効率的にマッチング

事務局と⼆⼈三脚で
差別化ポイントを検討

他事業者と輸出物流
に関する意⾒交換

GFPコールドチェーン勉強会
実施⾵景

GFPデジタルカタログ
(イヨスイ)

GFPオンラインマッチング
from Sendaiでの商品紹介資料

荻原寿夫 様

GFPコールドチェーン勉強会では、輸出業務内の課題と対応策に加え
て、多様な輸出体制への取り組みや輸出⼿続きの効率化なども協議さ
れ、⼤変参考になりました。国が掲げる2030年輸出額5兆円⽬標のを⼀
端を担っていることを業界全体で⾃覚し、同様の野⼼的な⽬標を設定
しなければならないと思っています。

GFP参画前(2018年) GFP参画後(2021年)







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 主に中国、
香港、台湾 650,000 ー

※ 広島県調べ
※ 日本酒は令和2年1～12月のデータ、牡蠣は令和2年度のデータ

(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)



令和４年度 GFPグローバル産地づくり推進事業 採択産地
（令和４年８月現在）

1 新ブランド農産物生産組合　あっさぶ農匠 かぼちゃ

2 新篠津村農業協同組合 コメ

3 新篠津村農業協同組合 たまねぎ

4 栗山町日本酒輸出拡大連携協議会 日本酒・酒米加工品

5 十勝清水町農業協同組合 大豆・小豆加工品

6 中札内村農業協同組合 枝豆加工品

7 北海道産畜肉輸出産地形成コンソーシアム 牛肉・豚肉

北海道ブロック（７産地）

北海道

8 いわて農林水産物国際流通促進協議会 りんご

9 いわて農林水産物国際流通促進協議会 牛肉

10 いわて農林水産物国際流通促進協議会 コメ

11 南気仙沼水産加工事業協同組合 サメ肉

12 (株)ヤマナカ 牡蠣

13 石巻食品輸出振興協議会 水産加工品・鮮魚

14 秋田県 大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 コメ・コメ加工品

15 朝日町果樹組合 連絡会議 りんご

16 （株）マンカウィル東北 りんご・もも

東北ブロック（９産地）

岩手県

山形県

宮城県

47 飛騨ミート農業協同組合連合会 牛肉

48 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 かき、いちご

49 三重県 伊勢茶輸出プロジェクト 茶

東海ブロック（３産地）

岐阜県

50 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会宇治茶部会 茶

51 「京の米で京の酒を」推進会議～京都酒米振興プロジェクト～ 日本酒

52 和歌山県 紀北川上農業協同組合 かき

近畿ブロック（３産地）

京都府

29 にいがた有機農業輸出促進協議会 コメ

30 新・新潟米ネットワーク(同) コメ

31 (株)想樹 梨

32 新潟県酒造組合 日本酒

33 新発田市米輸出促進協議会 コメ

34 （株）くにみ農産 コメ・かき・かき加工品・そら豆加工品

35 (有)エコ・ライス新潟 コメ

36 越後製菓(株) コメ加工品・パックご飯

37 (同)新潟小規模蒸溜所 ウイスキー

38 弥彦村 枝豆加工品

39 (有)グリーンパワーなのはな コメ・コメ加工品

40 (農)富山干柿出荷組合連合会 干柿

41 石川県 (有)わくわく手づくりファーム川北 クラフトビール

42 (株)エコファームみかた 梅酒

43 （株）ペントフォーク コメ・コメ加工品

44 福井県農業協同組合 コメ

45 (株)マイセンファインフード 大豆加工品

46 (合)白龍シンフォニー 日本酒

北陸ブロック（18産地）

新潟県

富山県

福井県

17 茨城県 なめがたしおさい農業協同組合 かんしょ

18 埼玉県 狭山茶輸出促進協議会 茶

19 山梨県 アグベル（株） ぶどう

20 (株)小池えのき エノキタケ加工品

21 (株)フルプロ りんご

22 (株)秀果園 りんご・ぶどう・ぶどう加工品

23 (有)小柳農園 コメ・コメ加工品

24 (株)MARUMAGO 茶

25 MATCHA KAORI JAPAN （株） 茶

26 静岡市茶業振興協議会 茶

27 (株)流通サービス 茶

28 (株)かけがわ有機の郷 茶

長野県

関東ブロック（12産地）

静岡県

53 岡山県 全農岡山県本部 もも・ぶどう

54 山口県 やまぐちの農林水産物需要拡大協議会 日本酒

55 (株)阪東食品 かんきつ・かんきつ加工品・茶

56 西地食品(有) かんきつ・しょうが加工品

57 徳島魚市場(株) ぶり・鮮魚・水産加工品

58 香川県漁業協同組合連合会 ぶり

59 石丸製麺(株) 麺類

60 大平やさい(株) レタス

61 ヤマロク醤油(株) 醤油

62 香川県 冷凍麺

63 愛南漁業協同組合 まだい

64 愛媛県 すま

65 愛媛県漁業協同組合 ぶり・まだい

66 えひめ愛フード推進機構 かんきつ

67 高知県 高知米国市場開拓協議会 製材

香川県

徳島県

愛媛県

中国四国ブロック（15産地）

68 九州農産物通商(株) かき・かき加工品

69 九州農産物通商(株) かんきつ

70 佐賀県 うれしの茶グローバル産地協議会 茶

71 (株)アグリ・コーポレーション かんしょ・かんしょ加工品

72 対馬水産(株) 穴子・穴子加工品

73 （株）杉本本店 牛肉

74 (株)イチゴラス いちご

75 大分県漁業協同組合 ぶり

76 大分県農業協同組合 ぶどう

77 大分県農業協同組合 かんきつ

78 日田木材協同組合 製材

79 （株）マルハニチロAQUA アクア事業所 ぶり

80 （株）ネイバーフッド かんきつ

81 黒瀬水産（株） ぶり

82 （株）かぐらの里 かんきつ

83 ジャパンキャビア（株） キャビア

84 （株）高千穂ムラたび 甘酒・米菓子

85 南九州輸出茶コンソーシアム 茶

86 （株）ＭＯＭＩＫＩ ソース混合調味料

87 （株）杉本商店 乾しいたけ

88 鹿児島堀口製茶（有） 茶

89 （有）かごしま有機生産組合 かんしょ ・ かんしょ加工品 

90 東町漁業協同組合 ぶり

91 （有）大崎農園 だいこん

92 鹿児島県経済農業協同組合連合会 かんしょ ・ かん しょ加工品 

93 鹿児島県漁業協同組合連合会 ぶり

94 （株）指宿やさいの王国 かんしょ・キャベツ・レタス

95 （株）大吉農園 キャベツ・かぼちゃ

96 枕崎水産加工業協同組合 かつお

97 沖縄県 琉球飼料・瀬底養鶏場・エングループ輸出拡大コンソーシアム 鶏卵

鹿児島県

熊本県

宮崎県

大分県

九州・沖縄ブロック（30産地）

福岡県

長崎県
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