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所在地
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8B30-01 ㈱与那国水産加工 沖縄県 かつおのおだし・まぐろのおだし http://katsuodashi.okinawa/

8B30-02
農家サイダー＆農家コーラ/徳之島・ター
トルベイ醸造

鹿児島県
農家サイダー、田舎コーラ：北は青森にんにくコー
ラ、南は沖縄にんじんサイダー

http://www.turtle-bay.jp

8B30-03 山田水産㈱ 大分県 さんま蒲焼 http://www.yamadasuisan.com

8B30-04 オオヤブデイリーファーム 熊本県 MILK’OROエイジングヨーグルト
http://www.oyabudairyfarms.co
m

8B30-05 ㈲原田食品製造所 熊本県 食べる甘酒 http://www.higo453.com/

8B30-06 小浜食糧㈱ 長崎県 百年生姜ワッフル http://www.e-cruz.net/

8B30-07 佐賀冷凍食品㈱ 佐賀県 レンジＤＥステーキ http://kanesue-saga.jp/

8B30-08 ㈱イーエム 福岡県 ふぐのオイル漬　コンフ http://www.hakata-izumi.com

8B30-09 ㈱岡林農園 高知県 柚子果汁 http://www.buntan-ok.com

8B30-10 菊水酒造㈱ 高知県
酒類（清酒、焼酎、リキュール、スピリッツ、その他
の醸造酒）

http://www.tosa-kikusui.co.jp/

8B30-11 エムテックス㈲ 山口県 蒟蒻麺、蒟蒻チップス http://www.m-tex.co.jp

8B30-12 ㈱林商店 山口県 純米大吟醸酒の酒粕を使った魚の粕漬け
http://www.hayashi-
shouten.com/

8B30-13 ㈲クレアツーワン 山口県 黒ごま油 http://www.gomahonpo.jp/

8B30-14 ㈱ステップコミュニケーション 愛媛県 缶詰、ドレッシンング、オイル煮 http://www.agora-m.co.jp

8B30-15 ㈲進藤重晴商店 愛媛県 柑橘シート http://www.miyone.com

8B30-16 マルカイフーズ㈱ 広島県
煮干し（いりこ）小袋製品 （家庭用向け商品～業務
用向け商品）

http://www.marukaifoods.co.jp ☆

8B30-17 ㈱日之出水産 広島県 四季蒲鉾 http://www.hinodesuisan.co.jp/

8B30-18 サンフーズ㈱ 広島県 ミツワゆずソース http://www.sunfoods.net/ ☆

8B30-19 ㈱ＭＹＨＯＮＥＹ 鳥取県 MYHONEYピーナッツハニー http://www.myhoneyjapan.com/

8B30-20 ㈱越河 鳥取県 かにみそ甲羅焼き http://www.k-chef.jp ☆

8B30-21 ㈱澤井珈琲 鳥取県 MyBottleCoffee http://www.sawaicoffee.co.jp/

8B30-22 ㈱山一商店 香川県
燻製醤油、燻製オイル、燻製調味料、調味料、燻製
塩

http://yama1.in

8B30-23 ㈱共栄食糧 香川県
オリーブパスタ、島のパスタソース、オリーブラーメ
ン

http://syodoshima-umaimon.jp/

8B30-24 花田食品㈱ 岡山県 塩ぽんず味横綱一番 http://www.hanadafoods.co.jp/ ☆

8B30-25 ㈱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、パールベジ、こ
んにゃく麺人参

http://miyukiya.jp ☆

8B30-26
有機梅干し専門店やさしい梅屋さん㈲深
見梅店

和歌山県 有機梅干し　すっぱい梅 http://www.yasashi-umeya.jp/

8B30-27 ㈱坂利製麺所 奈良県 伊勢まだい　鯛にゅうめん http://sakari.biz/

8B30-28 神戸瑞穂本舗㈱ 兵庫県 冷凍もっちもちの生パスタ http://www.kobe-mizho.co.jp ☆

8B30-29 常盤堂製菓㈱ 兵庫県 姫路揚菓こすくらん http://www.tokiwa-do.co.jp ☆

8B30-30 ＮＳＷ㈱ 大阪府 泉州水なすと旬野菜のピクルスセット http://idsumi.com/

8B30-31 ㈱和田萬商店 大阪府 国産ごま七味 http://www.wadaman.com ☆

8B30-32 ㈱比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県 冷蔵２ヶ月保存可能な生ゆば http://hieiyuba.jp/

8B30-33 ㈱カネ七畠山製茶 京都府 有機抹茶 http://www.7noshin.com ☆

8B30-34 佐々木酒造㈱ 京都府 聚楽第　純米大吟醸 http://jurakudai.com/

8B30-35 ㈱西出製茶場 京都府 京ふか冠茶ティーバッグ缶入り http://www.nishide.com ☆

8B30-36 男前豆腐店㈱ 京都府 京の石畳 http://otokomae.com

（☆のついている企業は海外販路開拓出展者です。）
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8B30-37 ㈲藤二商会 京都府 ハラール認証＆JASオーガニック宇治抹茶+プラス http://www.fujini.com

8B30-38 ㈲牧野商店 三重県
伊勢志摩あおさのりばた練り刺身こんにゃく（からし
酢みそ付）

http://www.makino-sh.com

8B30-39 うれし野ラボ㈱ 三重県 フレーバーオイル　わさび http://www.ureshino-lab.jp/

8B30-40 ㈱平松食品 愛知県 TERIYAKI-FISH jelly（ まぐろ明太子じゅれ） http://www.bisyoku.com ☆

8B30-41 豊橋糧食工業㈱ 愛知県
大麦シリアル７．７、発芽押麦、押麦、大麦粉、もち
麦うどん

http://www.t-ryoshoku.co.jp

8B30-42 三州三河みりん㈱角谷文治郎商店 愛知県 三州三河みりん http://www.mikawamirin.com/ ☆

8B30-43 清洲桜醸造㈱ 愛知県 純米吟醸　清須 http://www.onikoroshi.co.jp/ ☆

8B30-44 ㈲木村農園 愛知県 金時矢生姜 http://shougaya.com

8B30-45 ABS㈱ 愛知県 糖質制限食品 http://www.abskonnyaku.com

8B30-46 ㈱浜佐商店 静岡県 機煎茶・有機抹茶・有機玄米茶・有機ほうじ茶 http://organic-greentea.com ☆

8B30-47 川合肥料㈱ 静岡県 うまトマト（ミニトマト）、うまトマトのジュース http://kawai-hiryo.com/

8B30-48 ㈱オールライフサービス 静岡県 門出豆、門出珈琲、門出椀 http://www.alllife-service.jp/

8B30-49 （資）高福 静岡県 削り節、煮干し、小えび http://takafuku.ocnk.net/

8B30-50 天領酒造㈱ 岐阜県 スパークリング日本酒すますま http://www.tenryou.com/

8B30-51 小林生麺㈱ 岐阜県 「グルテンフリーヌードル」 フェットチーネ（白米） http://www.kobayashiseimen.jp/ ☆

8B30-52 新珠製菓㈱ 福井県 金の梅　黄金煮 http://www.aratama.jp/

8B30-53 ㈱ワールドコーヒー商会 石川県 金沢かれいぱん、究極のかれいぱん
http://worldcoffee.bizcom-
web.com/

8B30-54 山元醸造㈱ 富山県 白えびつゆ
http://www.yamagen-
jouzou.com

8B30-55 ㈲かんずり 新潟県 かんずり http://kanzuri.com/

8B30-56 ㈱大槻食品 新潟県 白玉粉／白玉棒 http://www.otk-foods.com/

8B30-57 ㈱幻の酒 新潟県
純米大吟醸 amamizu、純米大吟醸 鳩摩羅什、純米
大吟醸 華馨、純米酒 華馨、純米大吟醸 雪紅梅

http://www.niigatalocalsake.co
m/

☆

8B30-58 ㈲上原製麺所 新潟県 ハートdeパスタ、星deパスタ http://ueharaseimen.com

8B30-59 ㈱マルモ青木味噌醤油醸造場 長野県 有機玄米みそ http://www.aokimiso.co.jp/ ☆

8B30-60 白州屋まめ吉㈱ 山梨県 大豆まるごと甘酒 http://www.h-mamekichi.co.jp

8B30-61 ㈱さくら工房 神奈川県 米粉シフォンケーキ http://www.sakura-factory.jp

8B30-62 ㈱横尾商事 神奈川県
湘南グリーンレモンケーキ、生菓子、焼菓子、チョコ
レート

http://www.petitefleur.co.jp

8B30-63 LJAJAPAN㈱ 神奈川県
飲むカカオの素及び高級コーヒーとして有名なコピ
ルアックコーヒー

http://www.kopi-luwak.jp

8B30-64
（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、卵不使用の健康アイスクリーム http://www.mrsfreeze.com

8B30-65 フードインパクト㈱ 東京都 本格シロップシリーズ http://www.food-impact.co.jp

8B30-66 ㈱川内美登子・植物代替療法研究所 東京都 国産オリジナル「ぶどうの葉」ハーブワインティー http://mitoco.jp/

8B30-67 デリシャスビズ 千葉県
子どものための食育スクール「青空キッチン」開発
のパンケーキミックスと、各種専門店の手作り菓子
製品

8B30-68 高崎弁当㈱ 群馬県 牛おぼろ・豚おぼろ http://www.takaben.co.jp

8B30-69 ㈱市川食品 群馬県 粒こんにゃく（タピオカこんにゃく） http://www.yuuhachi.co.jp

8B30-70 ㈱あ印 茨城県 冷凍蒸したこ http://www.ajirushi.com ☆

8B30-71 ㈱つかもと 茨城県 imoshoku芋 http://www.ama710.com/

8B30-72 ㈱小沢食品 茨城県 うの花こんにゃく http://www.kozawafoods.jp/

8B30-73 ㈱野口徳太郎商店 茨城県 茶の種子茶シリーズ http://www.greentea.co.jp/
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8B30-74 ㈱吉田屋 茨城県 茨城の賜　茨城県産こだわり品種梅干しシリーズ http://www.kk-yoshidaya.co.jp

8B30-75 ㈱飛夢 茨城県 純米大吟醸 飛夢、芋焼酎 あげまん、麦焼酎 ばく http://www.sakelife-tomu.com

8B30-76 ㈱島田商店 茨城県 かすみがうら産わかさぎかりんとう
http://www.tsukudani-
shimada.com/

8B30-77 本田屋本店㈲ 福島県 本田屋継承米 http://www.keisyoumai.com/

8B30-78 ㈱林養魚場 福島県 阿武隈川メイプルサーモン http://www.hayashitrout.com

8B30-79 ㈲ハニー松本 福島県 栃の木の蜜 http://matsumoto38.com

8B30-80 ㈱サンエイ海苔 福島県 おにぎらずしじみのり７枚 http://www.sunei-nori.com

8B30-81 （名）高砂屋商店 福島県 会津ぽん酢 みぞれ http://www.kintakasago.com

8B30-82 西野屋食品㈱ 福島県 漬物、佃煮、惣菜 http://www.nishinoya.jp

8B30-83 ㈲グローバルアイ 山形県 紅花若菜　緑黄青汁
http://www.globaleye-
yamagata.jp/

8B30-84 新栄水産㈲ 山形県 あみえび醤油(魚醤) http://www.shinei-suisan.com/

8B30-85 ㈱出羽 山形県 蕎麦屋の隠し酒　そばどぶ http://www.dewa-lasante.com

8B30-86 ㈱ディメール 青森県 鯖のスモーク http://www.de-mer.com/

8B30-87 日南工業㈱ 秋田県 うわてん白だし http://www.kikkonan.co.jp

8B30-88 白神手づくり工房㈲ 秋田県 乳酸菌甘酒「白神ささら」
http://www.shirakami-
sasara.co.jp

8B30-89 ㈱ゆう幸 秋田県 善兵衛栗（西明寺栗）マロングラッセ http://www.kurakichi.jp

8B30-90 ㈱八木澤商店 岩手県 奇跡の醤 http://www.yagisawa-s.co.jp/

8B30-91 ㈱水沢米菓 岩手県 お煎餅、米菓、米菓生地、α 米、釜めし http://www.senya1008.com/

8B30-92 ㈲沢菊 岩手県 桃べっぴん http://www.sawagiku.jp ☆

8B30-93 ㈱宏八屋 岩手県 かぜ水の飯 http://www.kohachiya.jp

8B30-94 ㈱黒川食品 岩手県 ちーず豆腐 http://www.kurokawafoods.co.jp

8B30-95 マルニ食品㈱ 宮城県 仙台マーボー焼そば http://www.02-food.com

8B30-96 豊屋食品工業㈱ 宮城県 おみ漬 http://www.yutaka-ya.com/

8B30-97 ㈱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/

8B30-98 三養水産㈱ 宮城県 冷凍ハーフシェルオイスター http://sanyou-suisan.com/

8B30-99 はますい㈱ 北海道 たこのやわらか煮（醤油味）
http://www.hamasui-
y.com/index

8B30-100 ㈱バイオアグリたかす 北海道 北海道特産　大雪山トマトジュース

8B30-101 ㈱ほんま 北海道 月寒あんぱん、月寒ドーナツ、北の生ショコラもち http://www.e-honma.co.jp/ ☆

8B30-102 ㈱のぼりべつ酪農館 北海道 登別チーズ http://www.rakunoukan.com/

8B30-103 池田食品㈱ 北海道 北豆匠　焼カシュー http://ikeda-c.co.jp/ ☆


