
キルギスの主要輸出入相手国の推移（上位10か国）

貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入

ロシア（27.6） スイス（28.4） ロシア（32.6） ロシア（27.9） スイス（25.6） ロシア（33.2） ロシア（25.9） スイス（30.6） ロシア（31.0）

中国（17.5） カザフスタン（20.5） 中国（21.8） 中国（18.9） カザフスタン（18.8） 中国（23.9） 中国（16.2） カザフスタン（27.0） 中国（19.2）

カザフスタン（12.7） ロシア（11.4） カザフスタン（12.5） カザフスタン（12.3） UAE（11.1） カザフスタン（9.3） カザフスタン（12.4） ウズベキスタン（8.7） カザフスタン（13.5）

スイス（7.7） ウズベキスタン（9.9） 米国（4.5） スイス（6.8） ウズベキスタン（7.9） 日本（4.3） スイス（7.8） UAE（7.5） トルコ（5.4）

ウズベキスタン（3.5） 中国（3.2） 日本（3.9） トルコ（3.8） ロシア（7.6） ドイツ（3.9） 日本（4.8） ロシア（6.5） リトアニア（5.2）

米国（3.5） トルコ（2.6） ドイツ（3.5） ウズベキスタン（3.3） トルコ（4.3） 米国（3.7） トルコ（4.1） トルコ（4.6） 日本（3.2）

トルコ（3.1） タジキスタン（2.1） トルコ（3.1） 日本（3.1） タジキスタン（2.5） トルコ（3.4） ドイツ（3.2） タジキスタン（4.0） 韓国（2.1）

日本（3.0） アフガニスタン（1.3） ベラルーシ（2.7） ドイツ（3.1） 中国（1.9） ウクライナ（2.6） 米国（3.1） 中国（1.7） ドイツ（2.0）

ドイツ（3.0） ドイツ（0.8） ウクライナ（2.5） UAE（2.9） ベルギー（0.9） ベラルーシ（1.9） ウズベキスタン（2.9） アフガニスタン（1.2） ウクライナ（1.9）

ベラルーシ（2.4） UAE（0.8） 韓国（1.5） ウクライナ（2.1） オランダ（0.7） 韓国（1.9） UAE（1.9） ベルギー（1.2） 米国（1.9）

- 日本（0.03） - - 日本（0.04） - - 日本（0.05） -

貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入

ロシア（24.9） スイス（37.9） ロシア（35.2） 中国（28.3） スイス（41.2） 中国（36.7） 中国（25.5） スイス（27.7） 中国（33.4）

中国（18.5） カザフスタン（16.0） 中国（25.3） ロシア（19.2） カザフスタン（16.9） ロシア（28.6） ロシア（23.0） カザフスタン（15.2） ロシア（27.4）

カザフスタン（15.8） ロシア（11.3） カザフスタン（13.3） カザフスタン（16.0） ロシア（11.3） カザフスタン（10.9） カザフスタン（14.1） ロシア（15.1） カザフスタン（11.6）

スイス（10.1） ウズベキスタン（7.6） トルコ（4.0） スイス（12.1） ウズベキスタン（8.0） トルコ（4.8） スイス（8.1） 英国（10.8） トルコ（5.0）

トルコ（4.3） UAE（6.7） 米国（2.9） トルコ（5.1） トルコ（5.7） 米国（3.8） トルコ（5.7） ウズベキスタン（8.3） ウズベキスタン（3.6）

ウズベキスタン（2.7） トルコ（5.7） ウクライナ（2.2） ウズベキスタン（3.5） 中国（5.1） ウズベキスタン（1.7） ウズベキスタン（4.9） トルコ（7.4） 米国（3.5）

米国（2.1） 中国（2.4） ドイツ（2.1） 米国（2.8） UAE（2.3） ドイツ（1.6） 英国（3.3） 中国（5.5） ベラルーシ（2.4）

UAE（1.8） タジキスタン（2.4） 日本（1.4） ドイツ（1.3） 英国（2.0） ベラルーシ（1.1） 米国（2.5） UAE（1.8） ドイツ（1.5）

ドイツ（1.7） ベルギー（1.5） ウズベキスタン（1.4） 英国（0.8） タジキスタン（1.4） ウクライナ（1.0） ベラルーシ（1.5） タジキスタン（1.4） 韓国（1.0）

ウクライナ（1.7） 英国領ヴァージン諸島（1.4） 韓国（1.3） ウクライナ（0.8） ベルギー（0.7） 韓国（0.6） ドイツ（1.1） ベルギー（1.2） ウクライナ（0.9）

日本（1.1） 日本（0.1） - 日本（0.3） 日本（0.02） 日本（0.5） 日本（0.6） - 日本（0.8）

貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入

中国（30.0） 英国（36.5） 中国（36.7） 中国（26.4） 英国（42.0） 中国（34.8） ロシア（27.6） 英国（50.4） ロシア（35.7）

ロシア（23.3) ロシア(19.5） ロシア（28.5） ロシア（23.8） カザフスタン（17.5） ロシア（28.2） 英国（17.7） カザフスタン（15.0） 中国（20.0）

カザフスタン（11.2） カザフスタン（14.7） カザフスタン（11.4） カザフスタン（13.8） ロシア（14.2） カザフスタン（13.0） カザフスタン（14.1） ロシア（12.3） カザフスタン（13.6）

英国（10.2） ウズベキスタン（8.6） トルコ（5.5） 英国（12.4） ウズベキスタン（7.0） トルコ（4.5） 中国（13.8） ウズベキスタン（7.8） トルコ（5.3）

トルコ（5.9） トルコ（5.7） ウズベキスタン（3.4） ウズベキスタン（4.9） トルコ（4.5） ウズベキスタン（4.0） ウズベキスタン（6.0） トルコ（3.8） ウズベキスタン（5.1）

ウズベキスタン（5.0） 中国（3.3） 米国（2.4） トルコ（4.5） 中国（4.1） 米国（1.8） トルコ（4.8） 中国（2.2） 米国（3.3）

米国（2.0） タジキスタン（2.6） ドイツ（1.4） 米国（1.4） タジキスタン（2.9） ドイツ（1.4） 米国（2.2） タジキスタン（1.4） ドイツ（1.4）

ドイツ（1.2） リトアニア（2.5） 日本（0.9） ドイツ（1.2） リトアニア（0.9） ウクライナ（1.0） ドイツ（1.1） ドイツ（0.7） ウクライナ（1.4）

リトアニア（1.2） ベルギー（0.8） ベラルーシ（0.9） タジキスタン（1.0） イラン（0.8） ベラルーシ（0.9） ウクライナ（1.0） ベルギー（0.6） 韓国（1.3）

タジキスタン（0.9） イラン（0.8） リトアニア（0.7） ウクライナ（0.9） ウクライナ（0.7） インド（0.8） インド（0.9） ベラルーシ（0.5） インド（1.1）

日本（0.7） 日本（0.03） - 日本（0.4） 日本（0.02） 日本（0.5） 日本（0.4） 日本（0.03） 日本（0.6）

2018年 2019年

注：カッコ内の数値は全体比（％）を示す。
出所：キルギス国家統計委員会統計よりROTOBO作成
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