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平成30年度農林水産物・食品の輸出取組事例一覧（九州）
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1 3 福岡県 ＪＡみなみ筑後 みかん、いちご、米、ぶどう ○ ○ 香港、シンガポール、台湾、米国

2 4 福岡県 福岡県産品輸出促進協議会
あまおう、柿、かんきつ、博多
和牛、八女茶など

○ ○ ○
香港、台湾、シンガポール
など

3 5 福岡県 九州農水産物直販株式会社
青果物全般（かんしょ、いち
ご、りんご他）

○ ○ 香港、台湾、シンガポール

4 6 福岡県 直鞍農業協同組合 ぶどう、いちご ○ シンガポール、香港、台湾

5 7 福岡県 ＪＡ粕屋いちご部会 いちご ○ タイ、台湾

6 8 福岡県 株式会社一蘭 即席ラーメン ○
台湾、香港、中国、韓国、オーストラリ
アなど

7 9 福岡県 株式会社高橋商店
ゆず果汁、ゆず皮、ゆずす
こ、のりクロ

○ タイ、米国、ＥＵ、香港など

8 10 福岡県 株式会社糸島みるくぷらんと のむヨーグルト伊都物語 ○ 香港、シンガポール、台湾

9 11 福岡県 株式会社七尾製菓
焼菓子、ドーナツ、ゼリー、
クッキー

○ 東アジア、ＡＳＥＡＮ諸国、オセアニア

10 12 佐賀県
佐賀県農林水産物等輸出促進協
議会

牛肉、青果物、水産物、米、
花き、茶

○ ○ ○ ○ ○ ○
香港、シンガポール、米国、カナダ、タ
イ、フィリピン、ベトナム、中国、台湾

11 13 佐賀県
公益財団法人
佐賀県地域産業支援センター
さが県産品流通デザイン公社

日本酒、その他加工食品、青
果物

○ ○ ○ ○
香港、中国、シンガポール、アジア、欧
米

12 14 佐賀県 唐津スノーベリー協会
いちご（白・赤・ピンク（さくらい
ちご））

○
香港、シンガポール、マカオ、タイ、マ
レーシア

13 15 佐賀県 株式会社まんてん
ごま加工品（ごま油、すりご
ま、ごまさぶれ、ごまドレッシ
ング等）

○
台湾、香港、上海、タイ、マレーシア、
シンガポール、米国、ＥＵ

14 16 佐賀県 川原食品株式会社 柚子こしょう。柚子果汁 ○
シンガポール、香港、オーストラリア、
米国

15 17 佐賀県 天吹酒造合資会社 日本酒 ○ 米国、中国、香港、シンガポールなど

16 18 長崎県 愛菜ファーム株式会社 ミニトマト、人参、玉葱 ○ 香港、シンガポール

17 19 長崎県 有限会社田中農園 ほうれん草、小松菜、水菜 ○ 香港、マレーシア、シンガポール

18 20 長崎県 フラワーガーデン寺尾 切花 ○ 米国、香港

19 21 長崎県 有限会社北村製茶 有機緑茶 ○ 香港、ニューヨーク

20 22 長崎県 有限会社茶友 緑茶（玉緑茶） ○ ＥＵ諸国（ドイツ）

21 23 長崎県 株式会社菓秀苑森長 カステラ、半熟生カステラ ○ タイ、香港

22 24 長崎県 株式会社たらみ フルーツゼリー ○
香港、台湾、韓国、シンガポール、タ
イ、ベトナム、中国、米国

23 25 長崎県 壱岐の蔵酒造株式会社 壱岐麦焼酎、リキュール ○ 香港、台湾、米国、中国

24 26 熊本県 熊本県農畜産物輸出促進協議会 畜産物、青果物、米 ○ ○ ○ 香港、シンガポール、台湾など

25 27 熊本県 青紫蘇農場株式会社 紫蘇（大葉）、紫蘇加工品 ○ ○
香港、シンガポール、イギリス、フラン
ス

26 28 熊本県 ＪＡやつしろ竜北果樹部会梨部 梨 ○ 台湾

No. 都道府県名 事業者 主な品目 主な輸出先項
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平成30年度農林水産物・食品の輸出取組事例一覧（九州）
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No. 都道府県名 事業者 主な品目 主な輸出先項

27 29 熊本県 有限会社宮川洋蘭 ボトルフラワー ○ 香港

28 30 熊本県 有限会社那須ファーム 鶏卵 ○ 香港

29 31 熊本県 株式会社吉田屋海苔 海苔 ○ ＵＡＥ、フランス、イギリス、オランダ

30 32 熊本県 株式会社白石 菓子全般 ○ ○
シンガポール、韓国、中国、ＡＳＥＡＮ
地域

31 33 大分県
ブランドおおいた輸出促進協議会
農産部会

梨、かんしょ、柑橘 ○
香港、台湾、ベトナム、シンガポール、
ロシア

32 34 大分県 大分県漁業協同組合中津支店 生かき、かき加工品 ○ 香港、台湾、マカオ

33 35 大分県 有限会社四井製麺工場
そうめん、ひやむぎ、うどん、
中華麺、だんご汁ほか

○ 上海、香港、スイス、台湾、韓国

34 36 大分県 マルトウ物産販売株式会社 菓子（ラングドシャ） ○ 香港、中国、台湾

35 37 大分県 小野酒造株式会社 麦焼酎、リキュール ○
中国、香港、台湾、シンガポール、イギ
リスなど

36 38 宮崎県 延岡生花地方卸売市場 スイートピー ○ 香港、中国

37 39 宮崎県 宮﨑茶房株式会社
有機（釜炒り茶、紅茶、ウーロ
ン茶）

○ ドイツ、スイス、チェコ、カナダ、米国

38 40 宮崎県 柳田酒造合名会社 本格焼酎 ○
米国、イタリア、台湾、シンガポール、
香港

39 41 鹿児島県
公益社団法人
鹿児島県貿易協会

農産物、畜産物、水産品、加
工食品、焼酎等県内産品

○ ○ ○ ○ ○ ○
香港、シンガポール、台湾、中国、米
国など

40 42 鹿児島県
鹿児島県輸出食品振興連絡協議
会

農産物、畜産物、加工食品等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 香港、シンガポール、台湾など

41 43 鹿児島県
公益社団法人
鹿児島県特産品協会

ブリ、カンパチ、牛肉、豚肉、
さつないも等

○ ○ ○ 香港、シンガポール、台湾など

42 44 鹿児島県 かごしま茶輸出対策実施本部 緑茶 ○ 米国、ＥＵ、アジアなど

43 45 鹿児島県 鹿児島製茶株式会社 茶 ○ 米国、カナダ、ＥＵ、シンガポールなど

44 46 鹿児島県 有限会社蔵園製茶 日本茶（荒茶） ○ 台湾

45 47 鹿児島県 鹿児島県食肉輸出促進協議会 牛肉、黒豚肉 ○

牛肉：香港、米国、台湾、シンガポール
など
黒豚肉：台湾、シンガポール、香港な
ど

46 48 鹿児島県 株式会社カミチク 和牛（鹿児島県産）、薩摩牛 ○
香港、タイ、ベトナム、インドネシア、マ
レーシア

47 49 鹿児島県 有限会社小田畜産 黒毛和牛 ○ 台湾

48 50 鹿児島県
鹿児島県水産物等輸出促進協議
会

養殖ブリ類、カツオ、水産加
工品等（会員企業が取り扱っ
ている品目）

○ 米国、ＥＵ、東南アジアなど

49 51 鹿児島県 株式会社本坊商店
加工食品（菓子・飲料・乾麺
等）、生鮮品・冷凍品

○ ○ 香港

50 52 鹿児島県 協和食品工業株式会社
あげ玉スナック、料理用あげ
玉

○ 中国、米国、タイ

51 53 鹿児島・宮﨑県 木材輸出戦略協議会 スギ、ヒノキ ○ 中国、韓国

3 17 4 10 10 7 17 7 1 4
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事業者の輸出取組事例



【取り組む際に生じた課題】
• いちごの熟度の差。
• 食味 （糖度・酸味）の感覚違い。
• 日本と台湾等輸出先国の輸入規制措置に関する情報が簡単に入手出来ない。
• 台湾と日本は使用農薬が異なる等、日本の農薬使用基準が適用できない。

【ウェブサイト】 http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/  

【対応の結果】
• 海外輸出への取り組みによる生産者意識の向上。
• 販路拡大による生産者所得の安定化。

＜香港＞
量販店でのみかん販売の様子

＜香港＞
みかんの試食販売の様子

農産物の輸出拡大による新たな需要開拓を図る。
九州農産物通商㈱、行政、各農業団体と連携し、輸出の拡大に取り組む。
経済成長により日本農産物の需要が高まってきているアジアを中心に輸出。

輸出額(千円) 輸出量(㎏) 出荷時期

平成29年度 4,825 16,436 みかん ９月から３月
いちご 11月から５月
米 通年
ぶどう ４月下旬から10月上旬

平成28年度 3,350 6,105

平成27年度 4,037 4,269

みかん、いちご、米、ぶどう

【主な品目】

香港、シンガポール、台湾、アメリカ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 品目拡大で「なす」のタイへの輸出に取り組む。
• 生産コストの更なる低減と農家所得の向上に取り組む。
• 生産技術の確立と輸出量の拡大。

【生じた課題への対応】
• 県内統一規格の周知。
• 輸出先の残留農薬基準との照合による防除暦の作成。
• 輸出業者との検討会開催及び輸出先国の現地調査実施。

【連絡先】 担当者名：ＪＡみなみ筑後 営農部園芸課 谷川、ＴＥＬ：0944-63-8815 

（平成21年度より輸出開始）

福岡県 ＪＡみなみ筑後
『みかん、いちご等を香港、シンガポール等へ』

青果物

【活用した支援・施策】―
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九州の主な農林水産物・食品の

輸出品目と輸出先マップ



【長崎県】

＜みかん＞
→香港､台湾､カナダ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

29年度 58.1ｔ
＜鶏卵＞
→香港 29年度 202.5ｔ
＜牛肉＞
→香港､ﾀｲ､台湾､ｱﾒﾘｶ等

29年度 12.5ｔ
＜いちご＞
→香港､台湾､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾏﾚｰｼｱ等

29年度 28.3ｔ
＜ほうれんそう＞
→香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 29年度 12.1ｔ
＜水産物活魚(ﾏﾀﾞｲ､ﾏｱｼﾞ等)､鮮魚(ﾏｸﾞﾛ等)＞

→韓国､中国等 29年度 462ｔ
＜木材＞
→韓国､中国 ､ﾍﾞﾄﾅﾑ

29年度 15,052㎥

福岡県】

＜いちご(あまおう)＞
→香港､台湾等 29年度 339ｔ
＜ぶどう＞
→香港､台湾等 29年度 9ｔ
＜みかん＞

→台湾､ｶﾅﾀﾞ等 29年度 75ｔ
＜柿＞

→タイ､香港等 29年度 35ｔ

【大分県】

＜なし＞
→台湾､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

29年度 116.1ｔ
＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾏﾚｰｼｱ等

29年度 48.63ｔ
＜乾しいたけ＞
→香港､台湾､ｶﾅﾀﾞ

29年度 7.2ｔ
＜牛肉＞

→タイ､香港等 29年度 7.45ｔ
＜養殖ブリ他鮮魚＞
→北米､香港､ﾀｲ等

29年度 719.4ｔ
＜木材＞
→中国､韓国､台湾へ原木を輸出

29年度 97,210㎥
→ﾌｨﾘﾋﾟﾝ等へ製材品を輸出

29年度 5,791㎥

【宮崎県】

＜かんしょ＞
→香港､台湾等 29年度 1,038ｔ
＜牛肉＞
→香港､米国等 29年度 394ｔ
＜養殖ブリ等水産物＞

→香港､EU等 29年度 514ｔ
＜木材＞

→中国､韓国等 29年度 52,616㎥

【鹿児島県】

＜さつまいも＞

→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 29年度 405ｔ
＜緑茶（抹茶含む）＞
→米国､台湾等 29年度 111ｔ
＜牛肉＞
→香港､米国､台湾､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

29年度 1,356ｔ
＜黒豚肉＞
→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港､台湾等

29年度 43ｔ
＜水産物（ﾌﾞﾘ､ｶﾝﾊﾟﾁ､水産加工品等)＞
→米国､EU等 29年度 5,058ｔ

＜木材＞

→中国､韓国､台湾 29年度 169,389㎥

【熊本県】

＜温州みかん＞
→ｶﾅﾀﾞ､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

29年度 313ｔ
＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 29年度 59ｔ
＜牛肉＞
→香港等 29年度 88ｔ
＜いちご＞
→香港 29年度 29ｔ
＜水産物(ﾊﾏﾁ､ﾏﾀﾞｲ等)＞

→米国､韓国等 29年度 1,856ｔ
＜木材＞
→韓国､中国等 29年度 127,074

㎥

【佐賀県】

＜露地みかん＞
→ｶﾅﾀﾞ､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 29年度 249ｔ
＜ハウスみかん＞
→香港 29年度 3.3ｔ
＜いちご(さがほのか)＞

→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 29年度 2.7ｔ
＜なし＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 29年度 1.4ｔ
＜牛肉＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｱﾒﾘｶ､ 29年度 55.4ｔ
ﾀｲ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､台湾

＜コメ＞

→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港 29年度 8.9ｔ

資料：九州農政局調べ（各県からの聞き取り）

九州の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先（平成29年度）

注：各県が県内の主な生産団体、企業等から聞き取りを行った数値であり、九州から輸出
されているすべての品目、輸出量ではありませんので、あらかじめご了承ください。
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＜みかん＞
→カナダ 28年度 65.4ｔ
＜鶏卵＞
→香港 28年度 182.3ｔ
＜牛肉＞
→ﾀｲ､香港､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾊﾜｲ

28年度 1.7ｔ
＜いちご＞
→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港､ﾀｲ

28年度 3.6ｔ
＜ほうれんそう＞
→香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 28年度 0.9ｔ
＜水産物活魚(ﾏﾀﾞｲ､ﾏｱｼﾞ等)､鮮魚(ﾏｸﾞﾛ等)＞

→韓国､中国等 28年度 495ｔ
＜木材＞
→韓国､中国 ､ﾍﾞﾄﾅﾑ

28年度 13,556㎥

＜いちご(あまおう)＞
→香港､台湾等 28年度 277ｔ
＜ぶどう＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

28年度 12ｔ
＜みかん＞

→台湾､ｶﾅﾀﾞ等 28年度 66ｔ
＜柿＞

→タイ､香港等 28年度 37ｔ

＜なし＞
→台湾､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

28年度 100.5ｔ
＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾀｲ等

28年度 59.2ｔ
＜乾しいたけ＞
→香港､台湾､ｶﾅﾀﾞ

28年度 2.4ｔ
＜牛肉＞

→タイ､香港等 28年度 3.7ｔ
＜養殖ブリ他鮮魚＞
→北米､香港､ﾀｲ等

28年度 707.6ｔ
＜木材＞
→中国､韓国､台湾へ原木を輸出

28年度 59,402㎥
→フィリピン等へ製材品を輸出

28年度 5,466㎥

＜かんしょ＞
→香港､台湾等 28年度 847ｔ
＜牛肉＞
→香港､米国等 28年度 280ｔ
＜養殖ブリ等水産物＞

→香港､EU等 28年度 583ｔ
＜木材＞

→中国､韓国等 28年度 33,044㎥

＜さつまいも＞

→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 28年度 200ｔ
＜緑茶＞
→米国､台湾等 28年度 130ｔ
＜牛肉＞
→香港､米国､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

28年度 870ｔ
＜黒豚肉＞
→台湾､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港等

28年度 53ｔ

＜水産物（ﾌﾞﾘ､ｶﾝﾊﾟﾁ､水産加工品等)＞

→米国､EU等 28年度 4,580ｔ

＜木材＞

→中国､台湾､韓国 28年度 112,160㎥

＜温州みかん＞
→ｶﾅﾀﾞ､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

28年度 231ｔ
＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 28年度 83ｔ
＜牛肉＞
→香港等 28年度 46ｔ
＜いちご＞
→香港 28年度 35ｔ
＜水産物(ﾊﾏﾁ､ﾏﾀﾞｲ等)＞

→米国､韓国等 28年度 1,845ｔ
＜木材＞
→韓国､中国等 28年度 127,340㎥

＜露地みかん＞
→ｶﾅﾀﾞ､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 28年度 410ｔ
＜ハウスみかん＞
→香港 28年度 2.6ｔ
＜いちご(さがほのか)＞

→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 28年度 3.4ｔ
＜なし＞
→香港 28年度 1.7ｔ
＜牛肉＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｱﾒﾘｶ 28年度 53.6ｔ
ﾀｲ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ

＜コメ＞

→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港 28年度 23.1ｔ

資料：九州農政局調べ（各県からの聞き取り）

九州の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先（平成28年度）

注：各県が県内の主な生産団体、企業等から聞き取りを行った数値であり、九州から輸出
されているすべての品目、輸出量ではありませんので、あらかじめご了承ください。
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＜みかん＞
→カナダ 27年度 70.4ｔ
＜鶏卵＞
→香港 27年度 85.3ｔ
＜牛肉＞
→ﾀｲ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､香港 27年度 3.3ｔ
＜コメ＞
→ﾏｶｵ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 27年度 18.3ｔ
＜ほうれんそう＞
→香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 27年度 0.7ｔ
＜水産物活魚(ﾏﾀﾞｲ､ﾏｱｼﾞ等)､鮮魚(ﾏｸﾞﾛ等)＞

→韓国､中国等 27年度 667ｔ
＜木材＞
→韓国､中国 27年度 17,653㎥

＜いちご(あまおう)＞
→香港､台湾等 27年度 87ｔ
＜なし＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

27年度 24ｔ
＜ぶどう＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

27年度 20ｔ
＜みかん＞

→台湾､ｶﾅﾀﾞ等 27年度 111ｔ
＜柿＞

→香港､ﾀｲ等 27年度 47ｔ
＜木材＞

→中国、韓国 27年度 1,102㎥

＜なし＞
→台湾､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等

27年度 99.6ｔ
＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾀｲ等

27年度 45.9ｔ
＜乾しいたけ＞
→香港､台湾､ｶﾅﾀﾞ

27年度 １.9ｔ
＜牛肉＞

→タイ､香港等 27年度 3.3ｔ
＜養殖ブリ他鮮魚＞
→北米､香港､ﾀｲ等

27年度 618.4ｔ
＜木材＞
→中国､韓国､台湾へ原木を輸出

27年度 58,303㎥
→フィリピン等へ製材品を輸出

27年度 2,762㎥

＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 27年度 703ｔ
＜牛肉＞
→香港､米国等 27年度 209ｔ
＜養殖ブリ等水産物＞

→香港､EU等 27年度 293ｔ
＜木材＞

→中国､韓国等 27年度 45,086㎥

＜さつまいも＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 27年度 211ｔ
＜緑茶＞
→米国､台湾等 27年度 93ｔ
＜牛肉＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､米国等

27年度 657ｔ
＜黒豚肉＞
→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港等 27年度 36ｔ

＜水産物（ﾌﾞﾘ､ｶﾝﾊﾟﾁ等)＞

→米国､EU等 27年度 3,534ｔ

＜木材＞

→中国､台湾､韓国等 27年度 87,028㎥

＜温州みかん＞
→ｶﾅﾀﾞ､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

2７年度 494ｔ
＜かんしょ＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 27年度 91ｔ
＜牛肉＞
→香港等 27年度 46ｔ
＜いちご＞
→香港等 27年度 26ｔ
＜水産物(ﾊﾏﾁ､ﾏﾀﾞｲ等)＞

→米国､韓国等 27年度 1,823ｔ
＜木材＞
→韓国､中国等 27年度 102,113㎥

＜露地みかん＞
→ｶﾅﾀﾞ､香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 27年度 697.6ｔ
＜ハウスみかん＞
→香港 27年度 2.7ｔ
＜いちご(さがほのか)＞

→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 27年度 6.2ｔ
＜なし＞
→香港 27年度 5.2ｔ
＜牛肉＞
→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｱﾒﾘｶ 27年度 46.2ｔ
ﾀｲ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ

＜コメ＞

→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港 27年度 9.2ｔ

九州の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先（平成27年度）

資料：九州農政局調べ（各県からの聞き取り）

注：各県が県内の主な生産団体、企業等から聞き取りを行った数値であり、九州から輸出
されているすべての品目、輸出量ではありませんので、あらかじめご了承ください。
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九州農林水産物等輸出促進ネットワーク
会員入会案内（無料）

＜九州農林水産物等輸出促進ネットワークとは＞

九州地域の輸出業務に係わる機関等の情報交換及び相互

連携を図るため、平成19年に「九州農林水産物等輸出促進
ネットワーク」が設立されました。

本ネットワークは、九州農政局が事務局となり、県域を越えた

各事業者間等の連携により、農林水産物の輸出等の促進及び

輸出に関する基本的な情報の効率的な収集と効果的な提供等

を行うことにより、輸出促進が図れるよう、以下の取組を実施し

ています。

＜ネットワークの活動内容＞

①関係機関における基本的な情報を提供します。

②共有された情報を活用した輸出事業者への情報を提供しま

す。

③専門機関や外部の有識者による、輸出促進

セミナー開催等を通じた詳細な情報等の普及

を行います。

【お問い合わせ先】
九州農林水産物等輸出促進ネットワーク事務局
（九州農政局経営・事業支援部地域連携課）
担当者：海外展開支援係
電話：096-211-8607 FAX：096-211-9825




