
令和３年度 GFPグローバル産地づくり推進事業 採択産地

1 帯広市川西農業協同組合 ながいも

2 北海道産米輸出促進協議会 米

3 十勝清水町農業協同組合 にんにく・にんにく加工品

4 オホーツク網走農業協同組合 ながいも

5 北海道チクレン農業協同組合連合会 牛肉

6 新ブランド農産物生産組合　あっさぶ農匠 かぼちゃ・かぼちゃ加工品

北海道ブロック（６産地）

北海道

29 新発田市米輸出促進協議会 米

30 (株)ライスグローワーズ 米

31 新・新潟米ネットワーク 米

32 (株)想樹 梨

33 新潟県酒造組合 日本酒

34 (有)グリーンパワーなのはな 米・米加工品

35 (農)富山干柿出荷組合連合会 干柿

36 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

37 (株)エコファームみかた 梅酒

38 (株)アジチファーム 米加工品

39 福井県農業協同組合 米

40 (株)マイセンファインフード 大豆加工品（代替肉）

北陸ブロック（12産地）

新潟県

富山県

福井県

44 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 梨、京野菜（九条ねぎ等）

45 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 茶

46 「京の米で京の酒を」推進会議 日本酒

47 大阪府 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 ワイン

48 和歌山県 紀北川上農業協同組合 柿

近畿ブロック（５産地）

京都府

61 九州農産物通商(株) 柿

62 九州農産物通商(株) かんきつ

63 佐賀県 うれしの茶グローバル産地協議会 茶

64 (株)アグリ・コーポレーション かんしょ・かんしょ加工品

65 対馬水産(株) 穴子・穴子加工品

66 くまもと農業成長産業協同組合 紫蘇

67 (株)イチゴラス いちご

68 大分県農業協同組合 ぶどう

69 大分県漁業協同組合 ぶり

70 日田木材協同組合 製材

71 みやざき『食と農』海外輸出促進協議会 かんきつ

72 (株)くしまアオイファーム かんしょ・かんしょ加工品

73 宮崎県漁業協同組合連合会 ぶり

74 (株)ミヤチク 牛肉

75 ジャパンキャビア(株) キャビア

76 (株)かぐらの里 かんきつ

77 (株)高千穂ムラたび 甘酒、米菓子

78 (株)ネイバーフッド かんきつ

79 黒瀬水産(株) ぶり

80 鹿児島県経済農業協同組合連合会 茶

81 鹿児島県経済農業協同組合連合会 かんきつ

82 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

83 鹿児島堀口製茶(有) 茶

84 東町漁業協同組合 ぶり

85 鹿児島県漁業協同組合連合会 ぶり

86 (有)かごしま有機生産組合 かんしょ・かんしょ加工品

87 (有)大崎農園 だいこん

88 沖縄県 琉球飼料(株) 鶏卵

鹿児島県

大分県

宮崎県

福岡県

九州・沖縄ブロック（28産地）

長崎県

熊本県

41 飛騨ミート農業協同組合連合会 牛肉

42 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 柿、いちご

43 三重県 三重みかん輸出産地形成プロジェクト かんきつ

東海ブロック（３産地）

岐阜県

49 岡山県 全農岡山県本部 桃、ぶどう

50 山口県 やまぐちの農林水産物需要拡大協議会 日本酒

51 (株)農家ソムリエーず かんしょ・かんしょ加工品

52 (株)阪東食品 かんきつ・かんきつ加工品

53 西地食品(有) かんきつ・しょうが加工品

54 徳島魚市場(株) 鮮魚・水産加工品

55 愛南漁業協同組合 マダイ

56 愛媛県 スマ

57 えひめ愛フード推進機構 盆栽

58 えひめ愛フード推進機構 かんきつ

59 高知市農業協同組合三里園芸部 花（グロリオサ）

60 高知米国市場開拓協議会 製材

中国四国ブロック（12産地）

徳島県

愛媛県

高知県

7 いわて農林水産物国際流通促進協議会 りんご

8 いわて農林水産物国際流通促進協議会 牛肉

9 いわて農林水産物国際流通促進協議会 米

10 南気仙沼水産加工事業協同組合 サメ肉

11 (株)ヤマナカ 牡蠣

12 秋田県 大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 米・米加工品

13 庄内たがわ農業協同組合 柿

14 河北町 イタリア野菜

15 朝日町果樹組合連絡会議 りんご

山形県

東北ブロック（９産地）

岩手県

宮城県

16 茨城県 なめがたしおさい農業協同組合 かんしょ

17 埼玉県 狭山茶輸出促進協議会 茶

18 みなみ信州農業協同組合 干柿

19 あっぷるぼういず りんご

20 (株)フルプロ りんご

21 (株)住化ファーム長野 ぶどう

22 (株)小池えのき エノキタケ・エノキ代替肉

23 静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所 温室メロン

24 静岡オーガニック抹茶(株) 茶

25 青羽根製茶生産組合茶工房たくみ 茶

26 大塚製茶(株) 茶

27 静岡市茶業振興協議会 茶

28 （株）MARUMAGO 茶

関東ブロック（13産地）

長野県

静岡県

1 帯広市川西農業協同組合 ながいも

2 北海道産米輸出促進協議会 米

3 十勝清水町農業協同組合 にんにく・にんにく加工品

4 オホーツク網走農業協同組合 ながいも

5 北海道チクレン農業協同組合連合会 牛肉

6 新ブランド農産物生産組合　あっさぶ農匠 かぼちゃ・かぼちゃ加工品

北海道ブロック（６産地）

北海道北海道

29 新発田市米輸出促進協議会 米

30 (株)ライスグローワーズ 米

31 新・新潟米ネットワーク 米

32 (株)想樹 梨

33 新潟県酒造組合 日本酒

34 (有)グリーンパワーなのはな 米・米加工品

35 (農)富山干柿出荷組合連合会 干柿

36 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

37 (株)エコファームみかた 梅酒

38 (株)アジチファーム 米加工品

39 福井県農業協同組合 米

40 (株)マイセンファインフード 大豆加工品（代替肉）

北陸ブロック（12産地）

新潟県

富山県富山県

福井県福井県

44 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 梨、京野菜（九条ねぎ等）

45 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 茶

46 「京の米で京の酒を」推進会議 日本酒

47 大阪府 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 ワイン

48 和歌山県 紀北川上農業協同組合 柿

近畿ブロック（５産地）

京都府

41 飛騨ミート農業協同組合連合会 牛肉

42 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 柿、いちご

43 三重県 三重みかん輸出産地形成プロジェクト かんきつ

東海ブロック（３産地）

岐阜県岐阜県

東北ブロック（９産地）

りんごいわて農林水産物国際流通促進協議会7

牛肉いわて農林水産物国際流通促進協議会8

米いわて農林水産物国際流通促進協議会9

サメ肉南気仙沼水産加工事業協同組合10

牡蠣(株)ヤマナカ11

米・米加工品大潟村農産物・加工品輸出促進協議会秋田県12

柿庄内たがわ農業協同組合

山形県

13

イタリア野菜河北町14

りんご朝日町果樹組合連絡会議15

岩手県

宮城県宮城県

関東ブロック（13産地）

かんしょなめがたしおさい農業協同組合茨城県16

茶狭山茶輸出促進協議会埼玉県17

干柿みなみ信州農業協同組合18

りんごあっぷるぼういず19

りんご(株)フルプロ20

ぶどう(株)住化ファーム長野21

エノキタケ・エノキ代替肉(株)小池えのき22

温室メロン静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所23

24

長野県

静岡県

茶静岡オーガニック抹茶(株)

茶青羽根製茶生産組合茶工房たくみ25

茶大塚製茶(株)26

茶静岡市茶業振興協議会27

28 茶（株）MARUMAGO

（令和３年７月現在）




