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2021年1ー6月 農林水産物・食品の輸出額
輸出 ・国際局

品目 増加額 主な増加国

アルコール飲料 ＋256億円 中国、アメリカ合衆国、香港

牛肉 ＋122億円 アメリカ合衆国、カンボジア

ホタテ貝 ＋99億円 中国、台湾、アメリカ合衆国

品目 減少額 主な減少国

なまこ（調製） ▲13億円 香港

植木等 ▲12億円 中国、香港

粉乳 ▲11億円 ベトナム、台湾、香港

国・地域 増加額 主な増加品目

中国 ＋260億円 アルコール飲料、ホタテ貝、丸太

アメリカ合衆国 ＋235億円 アルコール飲料、ぶり、牛肉

香港 ＋148億円 真珠、アルコール飲料、牛肉

国・地域 減少額 主な減少品目

エジプト ▲9億円 さば

南アフリカ共和国 ▲4億円 めろ、いわし

米領サモア ▲2億円 かつお・まぐろ類

輸出額の増加が大きい主な品目

輸出額の減少が大きい主な品目

輸出額の増加が大きい国・地域

輸出額の減少が大きい国・地域

品目別の状況（1－6月累計） 国・地域別の状況（1－6月累計）

金額 前年差 前年比

１－6月累計
（少額貨物輸出額を含む）

5,773億円 ＋1,385億円 ＋31.6％

少額貨物 前年同期比

1-6月 367億円 +44.5%
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2021年6月 農林水産物・食品の輸出額
輸出 ・国際局

品目 増加額 主な増加国

アルコール飲料 ＋49億円 中国、アメリカ合衆国、オランダ

ホタテ貝 ＋24億円 中国、アメリカ合衆国、オランダ

牛肉 ＋18億円 アメリカ合衆国、カンボジア

品目 減少額 主な減少国

かつお・まぐろ類 ▲20億円 タイ、ベトナム

インスタントコーヒー ▲7億円 ロシア、アメリカ合衆国

植木等 ▲5億円 中国、香港

国・地域 増加額 主な増加品目

アメリカ合衆国 ＋83億円 アルコール飲料、ぶり、牛肉

中国 ＋44億円 ホタテ貝、アルコール飲料

シンガポール ＋10億円 アルコール飲料、牛肉

国・地域 減少額 主な減少品目

香港 ▲15億円 なまこ（調製）、植木等、粉乳

タイ ▲8億円 かつお・まぐろ類、牛肉

ロシア ▲2億円 インスタントコーヒー、たばこ

輸出額の増加が大きい主な品目

輸出額の減少が大きい主な品目

輸出額の増加が大きい国・地域

輸出額の減少が大きい国・地域

品目別の状況（6月単月） 国・地域別の状況（6月単月）

金額 前年差 前年比

6月単月 946億円 ＋187億円 ＋24.7％



農林水産物・食品 輸出額の推移

（単位：億円）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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輸出 ・国際局



2021年の農林水産物・食品 輸出額（1－6月）品目別

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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輸出 ・国際局

217,681 +30.9 59,702 +16.5

56,372 +83.1 7,522 +28.6

日本酒 17,494 +91.7 9,635 +39.5

ウィスキー 26,047 +97.7 6,013 ▲ 12.9

焼酎（泡盛を含む） 751 +52.4 植木等 5,114 ▲ 19.1

19,638 +19.2 切花 794 +58.2

19,518 +20.0 28,108 +46.6

菓子（米菓を除く） 9,737 +35.5 11,383 +50.0

醤油 4,343 +34.2 4,613 +59.7

米菓（あられ・せんべい） 2,665 +33.6 3,590 +54.7

味噌 2,167 +17.4 木製家具 2,529 +51.9

畜産品 49,427 +46.5 水産物（調製品除く） 106,942 +36.3

畜産物 38,089 +50.6 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 23,079 +74.5

牛肉 22,348 +119.3 さば 15,087 +13.1

牛乳・乳製品 11,696 +2.6 ぶり 12,017 +59.8

鶏卵 2,604 +30.2 かつお・まぐろ類 9,178 +1.7

豚肉 924 +33.7 真珠（天然・養殖） 8,125 +254.4

鶏肉 517 ▲ 48.4 いわし 4,168 ▲ 17.1

穀物等 25,576 +9.9 たい 2,426 +35.5

米（援助米除く） 2,708 +1.3 さけ・ます 1,676 +1.5

野菜・果実等 23,026 +39.2 すけとうたら 1,048 +17.9

青果物 14,515 +51.5 さんま 456 +48.4

りんご 6,539 +67.5 水産調製品 30,202 +22.3

いちご 2,935 +76.1 なまこ（調製） 7,058 ▲ 15.3

ながいも 1,172 +29.7 練り製品 5,290 +15.6

かんしょ 979 +21.9 ホタテ貝（調製） 3,095 +100.3

ぶどう 526 +22.5 貝柱調製品 2,995 +60.7

かんきつ 506 +69.4

もも 442 +32.3

なし 21 +3.4
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37,975 +28.1 9,428 +4.1

10,438 +88.8 1,069 +24.5

日本酒 3,196 +98.0 2,058 +99.5

ウイスキー 4,908 +117.3 415 ▲ 52.9

焼酎（泡盛を含む） 144 +103.6 植木等 277 ▲ 65.2

3,701 +27.1 切花 112 +51.3

清涼飲料水 3,675 +14.6 5,413 +44.4

菓子（米菓を除く） 1,493 +51.4 2,040 +15.2

醤油 738 +23.7 967 +76.2

米菓（あられ・せんべい） 503 +36.5 783 +105.7

味噌 356 +17.6 木製家具 498 +89.8

畜産品 9,127 +43.2 水産物（調製品除く） 20,245 +22.6

畜産物 7,077 +33.3 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 4,630 +106.8

牛肉 4,281 +75.2 さば 2,587 +16.9

牛乳・乳製品 2,067 ▲ 8.6 ぶり 2,201 +123.7

鶏卵 450 +80.3 かつお・まぐろ類 1,671 ▲ 54.2

豚肉 152 ▲ 22.3 真珠（天然・養殖） 1,515 +198.9

鶏肉 127 ▲ 20.2 いわし 1,083 ▲ 5.1

穀物等 4,360 +16.7 たい 484 ▲ 4.3

米（援助米除く） 447 +16.6 さけ・ます 290 +88.6

野菜・果実等 2,977 +29.0 すけとうたら 179 +50.8

青果物 1,419 +26.5 さんま 46 +76.4

もも 328 +30.8 水産調製品 5,065 +12.7

りんご 288 +315.4 なまこ（調製） 1,179 ▲ 17.8

ぶどう 267 +3.3 練り製品 959 +46.2

ながいも 151 ▲ 9.8 貝柱調製品 341 +1.7

かんしょ 74 ▲ 34.6 ホタテ貝（調製） 178 ▲ 44.4

かんきつ 42 +45.0

いちご 20 +27.5

なし 0 ▲ 100.0
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2021年の農林水産物・食品 輸出額（6月）品目別

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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輸出 ・国際局



2021年の農林水産物・食品 輸出額 国・地域別

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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農産物 林産物 水産物 農産物 林産物 水産物

1 香港 1,030 19.0 +16.8 707 9 314 160 ▲ 8.7 101 1 58

2 中華人民共和国 1,018 18.8 +34.4 660 125 233 200 +28.4 122 24 55 

3 アメリカ合衆国 778 14.4 +43.2 569 32 176 157 +111.6 115 7 35 

4 台湾 546 10.1 +30.4 420 17 109 79 +3.9 62 3 14 

5 ベトナム 283 5.2 +15.8 180 5 99 46 ▲ 0.9 31 1 14 

6 大韓民国 229 4.2 +22.7 136 22 70 38 +9.4 23 4 11 

7 タイ 222 4.1 +10.1 108 4 111 38 ▲ 16.5 16 1 21 

8 シンガポール 195 3.6 +55.0 165 2 28 31 +45.7 26 0 4 

9 オーストラリア 108 2.0 +55.1 94 1 13 15 +45.7 14 0 1 

10 フィリピン 99 1.8 +44.9 41 46 13 17 +48.8 5 10 2 

－ ＥＵ 281 5.2 +42.1 239 8 34 50 +77.7 42 1 7 

輸出額内訳（億円）

2021年1-6月（累計） 2021年6月（単月）

順位 輸出先
輸出額

（億円）

金額

構成比

（％）

前年

同期比

（％）

輸出額内訳（億円） 輸出額

（億円）

前年

同月比

（％）

輸出 ・国際局



2021年の農林水産物・食品 輸出額

農林水産物 前年同月比
輸出額内訳

農産物 林産物 水産物
1月 758億円 +40.4% 557億円 31億円 170億円
2月 764億円 ＋11.4％ 557億円 41億円 166億円
3月 1,030億円 +40.2% 719億円 51億円 261億円

4月 1,023億円 +38.1% 680億円 55億円 288億円

5月 885億円 ＋31.6％ 603億円 49億円 234億円

6月 946億円 ＋24.7％ 639億円 54億円 253億円

7月
8月
9月
10月

11月

12月

計 5,407億円 +30.8% 3,754億円 281億円 1,371億円
計

（少額貨物を含む）
5,773億円 +31.6% － － －

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
※少額貨物は財務省調査
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＜少額貨物輸出額＞

※少額貨物…
輸出入申告の際、１品目20万円以下の貨物に関しては「貿易統
計」に計上されておらず、別途調査を行っている。（年２回集計）

少額貨物 前年同期比

1-6月 367億円 +44.5%

7-12月

計 367億円 +44.5%

輸出 ・国際局


