
中小企業総合展 in FOODEX ２０１５ 【出展企業】  

小間番号 出展者名
本社

所在地
展示製品名 HPアドレス

8B20-1 (株）丸豆岡田製麺 北海道 元祖マメさんラーメン（塩・醤油）、函館塩ラーメン

8B20-2 (株）バイオアグリたかす 北海道 大雪山トマトジュース

8B20-3 (株）ほんま 北海道 月寒あんぱん http://www.e-honma.co.jp/

8B20-4 東日本フーズ(株） 北海道 紅鮭スモークスライスサーモン（インターリバー）
http://umakamon-
search.area9.jp/category/0185221.html

8B20-5 (有）キョクトー 北海道 ピュアホワイト（レトルト） http://asahikawa-kyokuto.jp

8B20-6 (株）谷口農場 北海道
14種類の北海道産ストレート野菜ジュース、有機栽培
トマトジュース

http://www.taniguchifarm.co.jp

8B20-7 はますい(株） 北海道
たこのやわらか煮、たこ入りウィンナー、増毛のボイル
だこ、海鮮飯しの素、蝦夷あわび酒蒸し他

http://www.hamasui-y.com/

8B20-8 (株）海祥 宮城県
サラダじゃこ、漬けあたりめ、しらすセット明太入り、し
らす醤油ご飯セット、牡蠣のオイル漬け、海美漬

http://www.kaisho.net/

8B20-9 (株）ヤマサコウショウ 宮城県 牛タン入つくね http://www.yamasakousho.co.jp

8B20-10 マルブン食品(株） 宮城県 揚かまぼこ（昔のままのさつま揚、昔のままの野菜天） http://www.marubun-s.com

8B20-11 マルトヨ食品(株） 宮城県 我が家の煮魚シリーズ

8B20-12 (同）猪又屋 宮城県
むきたて牡蠣の塩辛、金華プラチナ鯖 姫造り、海菜
蕗 など

http://www.inomataya.net/

8B20-13 水月堂物産(株） 宮城県 牡蠣六味（牡蠣加工品）：香、濃、漬、伝、旨、干 http://www.suigetsudo.jp

8B20-14 (株）石渡商店 宮城県 気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース http://www.ishiwatashoten.co.jp/

8B20-15 (株）三陸オーシャン 宮城県 三陸殻つきボイルほや http://www.sanriku-hoya.com/

8B20-16 (株）ゆう幸 秋田県 善兵衛栗マロングラッセ

8B20-17 (株）浅利佐助商店 秋田県 比内地鶏スープ http://www.fukuzyu.com

8B20-18 白神手づくり工房(有） 秋田県 乳酸菌甘酒「白神ささら」 http://www.shirakami-sasara.co.jp

8B20-19 日南工業(株） 秋田県 うわてん http://www.kikkonan.co.jp

8B20-20 赤武酒造(株） 岩手県 Liqueur Sweets　いわて山ぶどう http://www.akabu1.com/

8B20-21 (有）すがた 岩手県 元祖いかせんべい http://sugata-ikasenbei.com

8B20-22 (有）沢菊 岩手県 山ぶどうチーズケーキ http://www.sawagiku.jp ☆

8B20-23 東北エンジニアリング(株） 岩手県
セミドライリンゴ“林檎っち”，黒ニンニク，ニンニクピク
ルス

8B20-24 (株）中村漁業部 青森県 さけとばスライス http://www.gyogyoubu.jp/

8B20-25 (株）スパン・ライフ 青森県 豊熟発酵黒大蒜 http://www.spanlife.net

8B20-26 (株）市川食品 群馬県 粒こんにゃく（タピオカ風こんにゃく）、パスタこんにゃく http://www.yuuhachi.co.jp

8B20-27 (株）島田商店 茨城県 ギュッとかすみがうらシリーズ

8B20-28
お弁当の万年屋（(有）こうじ
や）

茨城県 ホッキ味噌、ホッキ貝を使用した万能ソース http://www.o-bento.co.jp/

8B20-29 (株）吉田屋 茨城県
常陸乃梅シロップPureSweet露茜、常陸乃梅「加賀地
蔵」梅干

http://www.kk-yoshidaya.co.jp

8B20-30 (株）北毛久呂保 群馬県 こんにゃくヤキソバ http://www.kuroho.com ☆

8B20-31 増田煉瓦(株） 群馬県 群馬県産小麦を100％使用した、新しい石窯パン

8B20-32
(株）川内美登子・植物代替療
法研究所

東京都
47都道府県地域資源活用オリジナルブレンドハーブ
ティー

8B20-33
(同）ミセスフリーズホームメイ
ドアイスクリーム

神奈川県
低糖、低脂肪、卵不使用　身体に優しいホームメイド
アイスクリーム 及び低糖、低脂肪、なめらかプリンの
素

8B20-34 (株）さくら工房 神奈川県 惣菜そぼろ、米粉シフォンケーキ、スープゼリー http://www.sakura-factory.jp

8B20-35 西野屋食品(株） 福島県 西野屋の手巻きしそ巻 http://nishinoya.jp

8B20-36 (株）米夢の郷 福島県 早炊き加工米 http://maimunosato.jp

8B20-37 (有）半澤鶏卵 山形県 スモッち（くんせい卵） http://www.sumotti.com

8B20-38 新栄水産(有） 山形県 あみえび醤油 http://www.shinei-suisan.com/

8B20-39 常盤堂製菓(株） 兵庫県 姫路揚菓こすくらん http://tokiwa-do.co.jp ☆

 (☆のついている企業は海外販路開拓出展者です。）
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8B20-40 神戸瑞穂本舗(株） 兵庫県 もっちもちの生パスタ http://www.kobe-mizho.co.jp ☆

8B20-41 (株）中郷屋 福島県 花粉対策茶・ご当地米で作る抹茶入り玄米茶 http://www.nakagoya.com/

8B20-42 (有）だいもんじ食品 福島県 納豆入りカルパス
http://www.li9.jp/web3/daimonjishokuhin
/

8B20-43 LJA JAPAN(株） 神奈川県
コピルアックコーヒー、またの名をジャコウネココー
ヒー

http://www.kopi-luwak.jp

8B20-44 グリーンリバース 山梨県 ピュレワイン

8B20-45
(株）マルモ青木味噌醤油醸
造場

長野県 有機玄米味噌　赤、白 http://www.aokimiso.co.jp/ ☆

8B20-46 (有）信州ワタナベ 長野県
信州産旬ジャム、プリンジャム、コーヒーキャラメル
ジャム、ハニーミルクジャム

http://s-okurimono.jp

8B20-47 （農）(株）ファームかずと 長野県 冷凍高糖度トウモロコシ

8B20-48 丸大食品工業(株） 長野県 名人野沢菜

8B20-49 (株）穂高観光食品 長野県 善光寺金箔カステラ http://www.hks-ganko.co.jp

8B20-50 沼田製粉(株） 富山県 しらすうどん、はと麦うどん http://www.numada-seifun.com

8B20-51 (株）ワールドコーヒー商会 石川県
金沢かれいぱん、カレーうどんパン、焼きそばスティッ
クパン、極細スティックカレーパン

http://worldcoffee.bizcom-web.com/

8B20-52 (株）芝寿し 石川県 笹蒸し寿し、小袖棒寿し http://www.shibazushi.jp/

8B20-53 わさびくん本舗 石川県
わさびくん（醤油味・ぽん酢味・味噌味）、スープにもな
る野菜ＪＡＭ（人参・タマネギ味）

http://www.wasabikunhonpo.com

8B20-54 小林生麺(株） 岐阜県 グルテンフリーヌードル　フェットチーネ http://www.kobayashiseimen.jp/ ☆

8B20-55 (有）マグリーフ 岐阜県 ＜葉流香＞　鮎空煎（あゆくいる）、熟成鮎、燻り鮎

8B20-56 (資）高福 静岡県 造り手のこだわったいわし削り節 http://takafuku.ocnk.net/

8B20-57 (株）浜佐商店 静岡県
有機栽培茶（煎茶・番茶・ほうじ茶・玄米茶・抹茶） 有
機栽培茶ティーバッグ

http://organic-greentea.com/ ☆

8B20-58 (株）比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県 比叡とろゆば１８０ｇ http://hieiyuba.jp/

8B20-59 (株）カネ七畠山製茶 京都府 オーガニック宇治茶ハーブブレンド http://www.7noshin.com ☆

8B20-60 小川食品工業(株） 京都府 竹の子水煮、佃煮、惣菜、こめ油、こめ油ドレッシング http://www.takenoko.co.jp

8B20-61 男前豆腐店(株） 京都府 とろけるケンちゃんプレミアム http://otokomae.com

8B20-62 (株）三輪山勝製麺 奈良県
一筋縄　半生うどん,一筋縄　半生そうめん,　乾麺,　そ
の他関連商品

☆

8B20-63 (株）マナ 大阪府
ぽん酢・ドレッシング・焼肉のたれ等のPB・OEM開発・
製造

http://e-manna.co.jp

8B20-64 佐々木酒造(株） 京都府 白い銀明水 http://jurakudai.com/

8B20-65 (株）西出製茶場 京都府 京ふか冠茶 http://www.nishide.com/

8B20-66 (有）藤二商会 京都府 宇治抹茶2g http://fujini.com/ ☆

8B20-67 (株）アグリサポートみっかび 静岡県
新あおしまくん、三ヶ日みかんネピュレ、ミカちゃんの
おやつ、瓶ジュース（純しぼり極）

http://www.mikachanfarm.jp/

8B20-68 ABS(株） 愛知県 糖質制限食品（ご飯、パン、麺類、他） http://www.abskonnyaku.com

8B20-69
三州三河みりん(株）角谷文
治郎商店

愛知県 三州三河みりん　1.8L http://www.mikawamirin.com/ ☆

8B20-70 (有）木村農園 愛知県 金時生姜ジャム http://shougaya.com

8B20-71 清洲桜醸造(株） 愛知県 純米吟醸　清須 http://www.onikoroshi.co.jp/ ☆

8B20-72 (有）牧野商店 三重県
伊勢志摩あおさのり・伊勢ひじき・伊勢いもこんにゃ
く、米粉仕込み蒟蒻うどん

http://www.makino-sh.com/

8B20-73 うれし野ラボ(株） 三重県 黒にんにくぽん酢 http://www.ureshino-lab.jp

8B20-74 小笠原製粉(株） 愛知県 キリンラーメン http://ogasawara-seifun.jp

8B20-75 (株）越河 鳥取県
かにみそ、かにみそ甲羅焼、蟹しゅうまい、かに焼グラ
タン

http://www.k-chef.jp/

8B20-76 (株）澤井珈琲 鳥取県 カフェインレスコーヒー http://www.sawaicoffee.co.jp ☆

8B20-77 (株）ゼンヤクノー 鳥取県 鳥取はとむぎ茶 http://www.zenyakuno.jp

8B20-78 田中食品(株） 広島県 旅行の友 http://www.tanaka-foods.co.jp ☆

8B20-79 (株）山豊 広島県 広島菜漬 http://www.hiroshimana.com
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8B20-80 丸徳海苔(株） 広島県
広島かき味のり、かき飯の素、カレー専用広島オイス
ターソース、ぶち旨広島カレールゥ、牡蠣のコンフィ

http://marutokunori.jp/

8B20-81 サンフーズ(株） 広島県
ミツワお好みソース、ミツワゆずソース、冷凍お好み焼
「お好み村」他

http://www.sunfoods.net ☆

8B20-82 佐賀冷凍食品(株） 佐賀県 レンジDEステーキ

8B20-83 (株）イーエム 福岡県 ふぐのオイル漬け「コンフ」 http://www.hakata-izumi.com/

8B20-84 (株）佐々木農園 和歌山県
塩分0％梅未来あまうめ・ウメダカラ・飲む梅ジュレ・飲
むしそジュレ・あまうめ一粒入ウメジュレ（瓶入り）

http://www.tomisan.jp/

8B20-85 (株）和田萬商店 大阪府 国産ごま七味 http://www.wadaman.com/ ☆

8B20-86 (株）福山物産 鹿児島県 純玄米黒酢 http://www.kurozuya.co.jp

8B20-87 (株）水永水産 宮崎県 ひむか麹仕立て（焼酎もろみ漬け） http://www.maruboshi.jp/

8B20-88 ポラリスカンパニー(株） 長崎県 五島手延うどん　五島美人 http://jigemonshop.com/

8B20-89 ＭＡＮＡＭＩオリジナル 長崎県
漁師まかないカレー、五島牛カレー、飛魚醤油の素、
漁師まかない茶漬け

http://stone.wamamatu-
stone.com/pg109.html

8B20-90 (株）スカルパ 長崎県 長崎ゆめびわ種茶 http://biwa-cha.com

8B20-91 (株）梅月堂 長崎県 シースクリーム http://www.baigetsudo.com/

8B20-92 (株）ますやみそ 広島県 芳醇無添加合わせみそ http://www.masuyamiso.net

8B20-93 マル幸商事(株） 山口県
「くじらジャーキー」「ふく焼きほぐし」「うるめいわし醤
油糀煮」

8B20-94 (株）みゆきやフジモト 岡山県 ゆばこん、白玉こんにゃくデザート、こんにゃく麺豆乳 http://miyukiya.jp ☆

8B20-95 (株）共栄食糧 香川県 オリーブパスタ http://www.seto-s.com/

8B20-96 (有）進藤重晴商店 愛媛県 マルド～レ http://miyone.com

8B20-97 (有）菱田ベーカリー 高知県 自家製塩麹らすく http://hishidapan.co.jp

8B20-98 (株）グラッツェミーレ 高知県 こじゃんといっぱい人参ドレッシング http://www.graziemille.info ☆

8B20-99 菊水酒造(株） 高知県 ジャパニーズラム　龍馬 http://www.tosa-kikusui.co.jp

8B20-100 (有）高知アイス 高知県 ゆずシャーベット http://www.kochi-ice.com ☆


