




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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