
001  道南平塚食品（株）
002 （有）蝦名漁業部
003  丸高水産（株）
004 （株）ほんま

北海道

005  佐々長醸造（株）
006 （株）黒川食品
007 （株）千秋堂
008  岩手銘醸（株）
009 （株）門崎

岩手県

010 （株）浅利佐助商店
011 （有）三浦米太郎商店
012  日南工業（株）
013  白神手づくり工房（有）

秋田県

022 （株）海祥
023 （株）陣中
024 （株）ヤマトミ
025  水月堂物産（株）
026  マルヤ水産（株）

宮城県

020 （有）木村屋
021 （株）出羽

山形県

018 （有）おのづか食品
019  西野屋食品（株）
027  木村ミルクプラント（株）
028  農業生産法人（株）米夢の郷
029 （有）ハニー松本
030 （有）やない製麺
031 （株）サンエイ海苔
032  会津高砂屋（（名）高砂屋商店）

福島県

014  ピーナッツカンパニー
015 （株）吉田屋
016 （株）島田商店
017 （株）つかもと
037 （株）あ印
038 （株）小沢食品

茨城県

033 （株）北毛久呂保
034  高崎弁当（株）
035 （株）市川食品

群馬県

042 （有）川人
043  ニッポン地域商社・（株）MNH

東京都

044 （株）さくら工房
045 （株）ナチュレ
056  ロイヤルブルーティージャパン（株）
057 （株）横尾商事（横浜フランス菓子プチ・フルール）

神奈川県

058  グリーンリバース
059 （株）ルミエール

山梨県

040 （資）高福
041  佐野製麺（株）
060 （株）片山
061 （株）浜佐商店

静岡県

063 （有）ティンカーベル

長野県

039 （有）上原製麺所
062 （有）かんずり

新潟県

066  ワールド（株）

石川県

064  新珠製菓（株）
065  横井チョコレート（株）

福井県

047 （有）木村農園
048 （株）隆祥房
049  ココノエフーズ（株）
050  豊橋糧食工業（株）

愛知県

046  うれし野ラボ（株）

三重県

051  小林生麺（株）
052 （株）もみじかえで研究所
053 （株）飛騨海洋科学研究所
054 （株）巴軒
055 （有）マグリーフ

岐阜県

068  ブランケネーゼ（株）
069 （株）和田萬商店
070  NSW（株）

大阪府

067 （株）比叡ゆば本舗ゆば八

滋賀県

081  佐々木酒造（株）
082  小川食品工業（株）

京都府

083 （株）坂利製麺所

奈良県

084  神戸瑞穂本舗（株）
085  明和（株）
086  平野製麺所

兵庫県

071  田中食品（株）
072  サンフーズ（株）
073  丸徳海苔（株）
074 （株）山豊
075 （株）日之出水産

広島県

078 （株）越河

鳥取県

079 （株）林商店
080 （有）クレアツーワン

山口県

098  小豆島ヤマイチ（（株）山一商店）
099 （株）井筒屋
100 （株）共栄食糧

香川県

076  菊水酒造（株）

高知県

097 （株）オーシャンドリーム

愛媛県

077  美味フーヅ（株）

徳島県

095 （株）イーエム
096  五洋食品産業（株）

福岡県

094  小浜食糧（株）

長崎県

090  青紫蘇農場（株）
091  オオヤブデイリーファーム
092 （株）千興ファーム

熊本県

087 （株）シーパッション

宮崎県

088  農家サイダーのタートルベイ醸造

鹿児島県

089 （株）与那国水産加工

沖縄県

101  常総名産会（茨城県）
102 （一社）日本震災復興支援機構（熊本県）

特別出展

中小企業総合展 in FOODEX
出展者一覧

“「一番おいしい！」ばかりを揃えました。”

中小企業総合展 in FOODEXは「美食百景」と題して、

食品・飲料分野の商品を取り扱う中小企業が、

日本全国から厳選された逸品を出展しています。

幕張メッセ 9ホール

9 10 11
中小企業総合展 
in FOODEX
幕張メッセ 9ホール
小間番号：9B30-001～9B30-102
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063 062

064 061

065 060

066

067

068 059
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088

090 087

091 086
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084

094 083
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026 001

045 032
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048 029
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074 052
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8
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2

97
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94

22

60

7
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9
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76

47

27

20

100
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6

84

49

38

78
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96

83

44

81

5

41

31

72

87

16

98

13

23

会津高砂屋（（名）高砂屋商店）

青紫蘇農場（株）

（株）浅利佐助商店

（株）あ印

新珠製菓（株）

（株）イーエム

（株）市川食品

（株）井筒屋

岩手銘醸（株）

（有）上原製麺所

うれし野ラボ（株）

NSW（株）

（有）蝦名漁業部

（株）オーシャンドリーム

オオヤブデイリーファーム

小川食品工業（株）

（有）おのづか食品

小浜食糧（株）

（株）海祥

（株）片山

（株）千秋堂

昆布の川ひと（（有）川人）

（株）門崎

（有）かんずり

菊水酒造（株）

（有）木村農園

木村ミルクプラント（株）

（有）木村屋

（株）共栄食糧

グリーンリバース

（有）クレアツーワン

（株）黒川食品

神戸瑞穂本舗（株）

ココノエフーズ（株）

（株）小沢食品

（株）越河

小林生麺（株）

五洋食品産業（株）

（株）坂利製麺所

（株）さくら工房

佐々木酒造（株）

佐々長醸造（株）

佐野製麺（株）

（株）サンエイ海苔

サンフーズ（株）

（株）シーパッション

（株）島田商店

小豆島ヤマイチ（（株）山一商店）

白神手づくり工房（有）

（株）陣中

福島県

熊本県

秋田県

茨城県

福井県

福岡県

群馬県

香川県

岩手県

新潟県

三重県

大阪府

北海道

愛媛県　

熊本県

京都府

福島県

長崎県

宮城県

静岡県

岩手県

東京都

岩手県

新潟県

高知県

愛知県

福島県

山形県

香川県

山梨県

山口県

岩手県

兵庫県

愛知県

茨城県

鳥取県

岐阜県

福岡県

奈良県

神奈川県

京都府

岩手県

静岡県

福島県

広島県

宮崎県

茨城県

香川県

秋田県

宮城県

都道府県小間番号出展者名

ア

カ

サ

25

92

34

40

71

17

63

21

1

54

50

45

19

12

43

88

29

61

79

14

67

53

75

77

86

68

33

4

28

55

3

73

26

11

85

52

30

24

74

65

57

15

89

48

59

56

66

69

101

102

水月堂物産（株）

（株）千興ファーム

高崎弁当（株）

（資）高福

田中食品（株）

（株）つかもと

（有）ティンカーベル

（株）出羽

道南平塚食品（株）

（株）巴軒

豊橋糧食工業（株）

（株）ナチュレ

西野屋食品（株）

日南工業（株）

ニッポン地域商社・（株）ＭＮＨ

農家サイダーのタートルベイ醸造

（有）ハニー松本

（株）浜佐商店

（株）林商店

ピーナッツカンパニー

（株）比叡ゆば本舗ゆば八

（株）飛騨海洋科学研究所

（株）日之出水産

美味フーヅ（株）

平野製麺所

ブランケネーゼ（株）

（株）北毛久呂保

（株）ほんま

農業生産法人　（株）米夢の郷

（有）マグリーフ

丸高水産（株）

丸徳海苔（株）

マルヤ水産（株）

（有）三浦米太郎商店

麺匠庵（明和（株））

（株）もみじかえで研究所

（有）やない製麺

（株）ヤマトミ

（株）山豊

横井チョコレート（株）

（株）横尾商事（横浜フランス菓子 プチ・フルール）

（株）吉田屋

（株）与那国水産加工

（株）隆祥房

（株）ルミエール

ロイヤルブルーティージャパン（株）

ワールド（株）

（株）和田萬商店

常総名産会

（一社）日本震災復興支援機構

宮城県

熊本県

群馬県

静岡県

広島県

茨城県

長野県

山形県

北海道

岐阜県

愛知県

神奈川県

福島県

秋田県

東京都

鹿児島県

福島県

静岡県

山口県

茨城県

滋賀県

岐阜県

広島県

徳島県

兵庫県

大阪府

群馬県

北海道

福島県

岐阜県

北海道

広島県

宮城県

秋田県

兵庫県

岐阜県

福島県

宮城県

広島県

福井県

神奈川県

茨城県

沖縄県

愛知県

山梨県

神奈川県

石川県

大阪府

茨城県

熊本県

都道府県小間番号出展者名

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

特別出展

出展者一覧  　50音順

東京ビッグサイト 小間番号：9B30-001～9B30-102

※各出展者の商品シートを「中小企業総合展 in FOODEX」Webサイト内の出展者個社ページに掲載しておりますので、ご活用ください。
■中小企業総合展 in FOODEX のWebサイト  http://foodex.smrj.go.jp/

中小企業総合展 in FOODEXは「美食百景」と題して、
食品・飲料分野の商品を取り扱う中小企業が、
日本全国から厳選された逸品を出展しています。

「一番おいしい！」ばかりを
揃えました。
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9B30-003

9B30-009

9B30-023

9B30-024

9B30-027

9B30-028

9B30-037

9B30-053

9B30-067

9B30-092

9B30-001

9B30-002

9B30-005

9B30-006

9B30-010

9B30-011

9B30-012
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9B30-016

9B30-019

9B30-025

9B30-026

9B30-029

9B30-030

9B30-031

9B30-032

9B30-035

9B30-039

9B30-040

9B30-041

9B30-042

9B30-046

9B30-050

9B30-058

9B30-062

9B30-066

9B30-068

9B30-069

9B30-071

9B30-072

9B30-077

9B30-080

9B30-082

9B30-083

9B30-084
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9B30-086
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9B30-089
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15

15

17

17

22

30

37

49

4

4

6

6

8

9

9

10

11

13

16

16
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18

19

19

21

23
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24

24

26

28

32

34

36

37

38

39

39

42

43

44

45

45

46

46

47

48

51

丸高水産（株）

（株）門崎

（株）陣中

（株）ヤマトミ

木村ミルクプラント（株）

農業生産法人 （株）米夢の郷

（株）あ印

（株）飛騨海洋科学研究所

（株）比叡ゆば本舗ゆば八

（株）千興ファーム

道南平塚食品（株）

（有）蝦名漁業部

佐々長醸造（株）

（株）黒川食品

（株）浅利佐助商店

（有）三浦米太郎商店

日南工業（株）

ピーナッツカンパニー

（株）島田商店

西野屋食品（株）

水月堂物産（株）

マルヤ水産（株）

（有）ハニー松本

（有）やない製麺

（株）サンエイ海苔

会津高砂屋（（名）高砂屋商店）

（株）市川食品

（有）上原製麺所

（資）高福

佐野製麺（株）

昆布の川ひと（（有）川人）

うれし野ラボ（株）

豊橋糧食工業（株）

グリーンリバース

（有）かんずり

ワールド（株）

ブランケネーゼ（株）

（株）和田萬商店

田中食品（株）

サンフーズ（株）

美味フーヅ（株）

（有）クレアツーワン

小川食品工業（株）

（株）坂利製麺所

神戸瑞穂本舗（株）

麺匠庵（明和（株））

平野製麺所

（株）シーパッション

（株）与那国水産加工

（株）イーエム

北海道産秋鮭、厚岸産牡蠣・いわし・いかのスモークとマリーネ

ハンバーグ（黒格・白格・金格）・格之進メンチカツ・パテ

麹つけ込み牛タン

煮焼きあなご、さばのみりん焼き、さばの塩焼き、金華しめ鯖

木村こだわりヨーグルトスパウト1000g スイート・プレーン

早炊加工米、白い発芽胚芽米、11雑穀

うまみ凝縮製法蒸しタコ、海の食堂シリーズ

魚の王様！ 飛騨とらふぐを使用したお土産

比叡ゆば

鮮馬刺し赤身、ロース、馬ユッケ、馬焼肉、馬ホルモン他

北海道の鮭節納豆、わら納豆、超極小粒納豆、文志郎シリーズ

甘えびの酒蒸し、ラスク、パスタソース、オイル漬け

老舗の味 つゆ

ちーず豆腐

おいしい減塩生みそ、比内地鶏スープ他

ハタハタ寿し、ハタハタ押し寿司、ぶりこんふぃ 他

うわてん（鱈しょっつる）

ピーナッツクリーム

かすみがうら産わかさぎかりんとう

福島・いわきの郷土料理『いか人参』『しそ巻』『うにみそ』

牡蠣のやわらか煮オリーブオイル漬け

フレッシュ製法の紅ずわいがに缶詰、南三陸産銀鮭の醤油煮缶詰

栃の木の蜜、アカシアの蜜、山桜の蜜、会津ミード 美禄の森

ずんだめん

しじみのり、わさびのり、ロール海苔、しらすの2連パック

添加物不使用の会津ドレッシング まるごと国産生七味

ばた練りこんにゃく、冷凍耐用こんにゃく、タピオカこんにゃく

ハートdeパスタ・星deパスタ・りんぐめん

造り手のこだわったいわし削り節、まぐろ削り節

海賊焼

彩り昆布、彩りだし昆布、磯香

フレーバーオイル、黒にんにくドレッシング、新感覚調味料

大麦シリアル7.7、大麦シリアル3.3、発芽押麦など

ワインペーストピュレワイン

かんずり

一次原料を冷凍カレーパンなどに加工するOEM事業

フリーズドライのお味噌汁

国産ごま七味

旅行の友、ハローキティふりかけ、ごはんにまぜて各種

ミツワお好みソース他ソース類、冷蔵・冷凍お好み焼「お好み村」

プレミアムソース（鳴門鯛ソース・伊勢海老フレンチソース）

黒ごま油、えごま油、ごまのおから、黒ごまマヨネーズ

米油・米油ドレッシング・京都産たけのこごはんの素

マグカップにゅう麺、マグカップ麺ぞうすい

冷凍もっちもちの生パスタ

自由形形状乾麺（素麺・うどん・蕎麦）

淡路島ぱすた、うずしおの華、手延べうどん、芽かぶそうめん

マグロのボッタルガとマグロを使ったオリジナル加工品

鰹・鮪だし、鰹・鮪ふりかけ、鰹・鮪イーソン、鰹・鮪スティック

ふぐのオイル漬

北海道

岩手県

宮城県

宮城県

福島県

福島県

茨城県

岐阜県

滋賀県

熊本県

北海道

北海道

岩手県

岩手県

秋田県

秋田県

秋田県

茨城県

茨城県

福島県

宮城県

宮城県

福島県

福島県

福島県

福島県

群馬県

新潟県

静岡県

静岡県

東京都

三重県

愛知県

山梨県

新潟県

石川県

大阪府

大阪府

広島県

広島県

徳島県

山口県

京都府

奈良県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

宮崎県

沖縄県

福岡県

都道府県 小間番号 ページ出展者名出展分野 主な出展製品

出展者一覧  　カテゴリー順

東京ビッグサイト 小間番号：9B30-001～9B30-102

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

生鮮食材(農産・水産・畜産)

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

9B30-097

9B30-098

9B30-099

9B30-100

9B30-018

9B30-022

9B30-033

9B30-034

9B30-070

9B30-074

9B30-075

9B30-078

9B30-079

9B30-004

9B30-007

9B30-015

9B30-017

9B30-020

9B30-045

9B30-052

9B30-054

9B30-055

9B30-057

9B30-060

9B30-063

9B30-064

9B30-073

9B30-094

9B30-096

9B30-008

9B30-021

9B30-043

9B30-059

9B30-076

9B30-081

9B30-088

9B30-013

9B30-038

9B30-044

9B30-047

9B30-048

9B30-049

9B30-051

9B30-056

9B30-061

9B30-065

9B30-090

9B30-091

9B30-101

9B30-102

52

52

53

53

12

14

20

20

38

40

41

42

43

5

7

11

12

13

26

29

30

31

32

33

35

35

40

50

51

7

14

25

33

41

44

47

10

22

25

27

27

28

29

31

34

36

48

49

54

55

（株）オーシャンドリーム

小豆島ヤマイチ（（株）山一商店）

（株）井筒屋

（株）共栄食糧

（有）おのづか食品

（株）海祥

（株）北毛久呂保

高崎弁当（株）

NSW（株）

（株）山豊

（株）日之出水産

（株）越河

（株）林商店

（株）ほんま

（株）千秋堂

（株）吉田屋

（株）つかもと

（有）木村屋

（株）ナチュレ

（株）もみじかえで研究所

（株）巴軒

（有）マグリーフ

（株）横尾商事（横浜フランス菓子 プチ・フルール）

（株）片山

（有）ティンカーベル

新珠製菓（株）

丸徳海苔（株）

小浜食糧（株）

五洋食品産業（株）

岩手銘醸（株）

（株）出羽

ニッポン地域商社・（株）ＭＮＨ

（株）ルミエール

菊水酒造（株）

佐々木酒造（株）

農家サイダーのタートルベイ醸造

白神手づくり工房（有）

（株）小沢食品

（株）さくら工房

（有）木村農園

（株）隆祥房

ココノエフーズ（株）

小林生麺（株）

ロイヤルブルーティージャパン（株）

（株）浜佐商店

横井チョコレート（株）

青紫蘇農場（株）

オオヤブデイリーファーム

常総名産会

（一社）日本震災復興支援機構

鱧の柚子まぶし、焼き鱧のふりかけ、鱧出汁（常温品）

オリーブ燻製醤油・オリーブ燻製オリーブオイル・オリーブ燻製塩

「即席手延べにゅうめん」「有機手延べそうめん・うどん」

オリーブパスタ

練製品（すり身、さつま揚等）お惣菜（煮魚、焼物、蒸し物等）

サラダじゃこ、牡蠣のオイル漬け、減塩しらす、「異物選別」

蕨もち風こんにゃく【 琥珀餅 】

伝統の味 上州のおぼろ肉シリーズ

水なすピクルス和風mix

広島菜漬、粽菜、安藝紫、広島菜キムチ

花びら蒲鉾・四季蒲鉾・ハロウィン蒲鉾・カープ蒲鉾・他

かにみそ甲羅焼・かに身がみそ・えびかに明太子焼グラタン

魚の純米大吟醸粕漬け、ウニ純米大吟醸粕漬け、無添加辛子明太子

「月寒あんぱん」「月寒ドーナツ」「寒月(かんげつ)」

くるみ餅（ゆべし切落し）、愛彩ひとめぼれゆべし

UMEFULL -老舗が漬け込む果実な梅干し-

ミニトマトグラッセ/ミニトマトコンポート

だだちゃ豆を使用した菓子シリーズ「だだちゃ豆右衛門」

神奈川県産桜ゼリー

もみじ茶、もみじスパークリング、もみじエキス、食べるもみじ葉

もちもち食感の塩もち・とろけるわらび餅

鮎・もみじ・よつばせんべい、ドライフルーツ、酒粕・果実ジャム

潮風かをる緑の恵み～湘南グリーンレモンケーキ～・レモン餡他

サクッと大人おやつのり　ごま入り・梅味・手羽先風味

たまごパン他ベークドスイーツ類

金の梅（黄金煮、甘露煮、ワイン煮）

ワルのりスナックお好み焼き味/瀬戸内レモン味/広島かき味のり

百年生姜ワッフル、長崎銘菓クルス

冷凍洋菓子（チーズケーキ・モンブラン・シフォンケーキなど）

純米吟醸夢ふぶき・純米原酒平泉・酒蔵のとらまづ

蕎麦屋の隠し酒 そばどぶ、出羽のどぶろく、蕎麦茶、荒挽き蕎麦

玄米コーヒー

スパークリングワイン甲州、光カベルネソーヴィニヨン

清酒、焼酎、リキュールなど酒類

聚楽第 純米大吟醸、古都 純米吟醸、西陣 特別純米

あなただけの農家サイダー、田舎コーラ、エナジードリンク

乳酸菌甘酒「白神ささら」、乳酸菌発酵調味料「白神ささら」

豆富屋さんのうの花こんにゃく

米粉パティスリー

矢生姜（はじかみ）金時粉生姜・金時生姜ジャム

玄米粉入り米粉餃子皮大豆シート

薔薇ジャム、薔薇シロップ

グルテンフリーヌードル

ワインボトル入り水出し高級茶のラインナップを展示

有機栽培茶各種（煎茶・ほうじ茶・玄米茶・ティーバッグ・粉末煎茶・抹茶・冷茶等）

こしひかりチョコレート・大豆チョコレート・六条大麦チョコ

青紫蘇(大葉)、紫蘇ドリンク、紫蘇茶、紫蘇うどん・そばなど

MILK'OROエイジングヨーグルト

さしま茶、手作り味噌、肉ちりめん、梅酒、バームクーヘン

熊本ラーメン、熊本青果物全般、どら焼き

愛媛県　

香川県

香川県

香川県

福島県

宮城県

群馬県

群馬県

大阪府

広島県

広島県

鳥取県

山口県

北海道

岩手県

茨城県

茨城県

山形県

神奈川県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

神奈川県

静岡県

長野県

福井県

広島県

長崎県

福岡県

岩手県

山形県

東京都

山梨県

高知県

京都府

鹿児島県

秋田県

茨城県

神奈川県

愛知県

愛知県

愛知県

岐阜県

神奈川県

静岡県

福井県

熊本県

熊本県

茨城県

熊本県

都道府県 小間番号 ページ出展者名出展分野 主な出展製品

出展者一覧  　カテゴリー順

東京ビッグサイト 小間番号：9B30-001～9B30-102

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

調味料・加工食品

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

菓子・デザート＆スナック

ソフトドリンク＆アルコール

ソフトドリンク＆アルコール

ソフトドリンク＆アルコール

ソフトドリンク＆アルコール

ソフトドリンク＆アルコール

ソフトドリンク＆アルコール

ソフトドリンク＆アルコール

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

オーガニック＆ウェルネス

特別出展

特別出展

2 3



獲れたての高鮮度の甘えびの美味しさを加工品で伝えたい
The Most expensive way to process prawns steamed with Sake.  You won't belive it untill you taste it.

■企業情報

住所 〒078-4101 北海道苫前郡
 羽幌町南1条2-1
 2-1, Minami 1-jo, Haboro-cho, 

Tomamae-Gun, Hokkaido, 078-4101, Japan

TEL 0164-68-7777
URL http://www.uminohito.jp
担当 営業部 代表取締役　蝦名 弥
 Sales Dept President Wataru Ebina

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

北海道産素材を厳選し、北海道登別でつくる「こだわり納豆」
Kodawari-natto is made from carefully selected ingredients produced in Noboribetsu, Hokkaido.

北海道の鮭節納豆、わら納豆、超極小粒納豆、文志郎シリーズ
Sakebushi-natto, wara-natto, chougyokukotsubu-natto, and Bunshiro series from Hokkaido

道南平塚食品（株）
Dounan Hiratsuka Shokuhin Co.,Ltd

9B30-001

北海道

出展商品

■企業情報

住所 〒059-0013 北海道登別市
 幌別町4-12-1
 4-12-1, Horobetsu-cho, Noboribetsu-shi, 

Hokkaido, 059-0013, Japan

TEL 0143-85-2167
URL http://nattou.co.jp
担当 代表取締役　平塚 正雄
 President & CEO Masao Hiratsuka

G8主要国会議「北海道洞爺湖サミット」の朝食に選ばれた最高級品の『文志郎 鹿角納
豆』、特製「鮭節おかか」の旨みでいただく新感覚の『北海道の鮭節納豆』、全国納豆鑑
評会受賞の『北海道のわら納豆』シリーズ他を出展。大豆は全て北海道産、納豆菌まで
北海道産稲藁の天然由来。「上質でやさしい風味」が特徴です。

Exhibited are Bunshiro Kazuno-natto, our top-end product which was served for breakfast at the 
34th G8 held in Lake Toya, Hokkaido; Hokkaido sakebushi-natto, with a new taste using the special 
sakebushi-okaka (fish flakes made from salmon); and Hokkaido wara-natto series, which won the 
nationwide natto excellence award. The soybeans are all produced in Hokkaido and the natto 
bacteria are from natural straw. The products are characterised by high quality and delicate flavour.

■企業PR

当社は1920年創業（法人設立1981年）の納豆製造メーカーです。日本に数多くある納豆メーカー
の中で、当社の特徴は製造・販売の「量」よりも製品の「質」の追求に重点を置く「工房型」のメー
カーです。地元密着の「どうなん」、高級納豆の「豆の文志郎」、道産素材の「くま納豆」の3つのブラ
ンドを展開中です。

Our company is a natto (fermented soybeans) manufacturer founded in 1920 and incorporated in 1981. 
Among the many natto manufacturers, we are a boutique-type producer focusing on quality rather than 
manufacturing and sales volume. Currently we are selling three brands: Dounan, closely linked to the 
locality; Mame-no-Bunshiro, a high-quality brand; and Kuma-natto, made from Hokkaido ingredients.

甘えびの酒蒸し、ラスク、パスタソース、オイル漬け
Steamed prawn with Japanese sake, Rusk, Pasta sauce, Oil pickled prawn

（有）蝦名漁業部
Ebina Seafood Inc. 

9B30-002

北海道

出展商品

甘えび酒蒸しは2015年北のハイグレート食品に認定された高鮮度の甘えびを丁寧に
パッケージした自信の逸品です。
ラスク、パスタソース、オイル漬けは甘えびの美味しさをイタリアンシェフの力を借りて
商品化した自信作です。

We proud the Award winning steamed prawn with Japanese Sake, expensive, but second to 
none, you'll love it. We also offer prawn base rusk, pasta sauce, as well as oil pickled prawn 
corporated with a famous Italian chef. You enjoy.

■企業PR

羽幌町で甘えび漁を営み平成25年から甘えびの加工食品を手掛けています。初めての甘えび酒蒸
しは2015年北のハイグレート食品に認定されました。高鮮度の甘えびの魅力を加工品を通して
全国にお伝えしたい。

The Award winner of 2015 Hokkaido high grade food fair. The best of best prawns steamed 
with the most expensive Japanese Sake. This process is known as the most expensive way to 
keep the superior taste.

「まあるく、まっすぐ」「百年前から変わらぬ味」

「月寒あんぱん」「月寒ドーナツ」「寒月（かんげつ）」

（株）ほんま
Honma Co.,Ltd

9B30-004

北海道

出展商品

札幌では珍しい1世紀を超える和菓子メーカーです。北海道産の原材料の美味しさ・新
鮮さ・安心さを味わって頂くべく、素朴なお菓子作りをモットーとしています。3～4世代
に渡って札幌市民の憩いのお菓子として親しまれてきた「月寒あんぱん」をぜひ味わっ
て頂きたいと思いますので、ぜひご来場をお待ちしております。

■企業PR

明治39（1906）年の創業以来、札幌月寒（つきさむ）の地で110年にわたって親しまれてきた、札
幌で最も古いお菓子の一つ「月寒あんぱん」を中心に和菓子を製造しています。北海道産の原材料
の良さを生かすべく素朴に商品を作る事がモットーです。

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

より良い製品は、良質な原料から『素材主義の実践！！』
Better products come from higher-quality raw materials: “Material-oriented production!!”

北海道産秋鮭、厚岸産牡蠣・いわし・いかのスモークとマリーネ
Autumn salmon from Hokkaido and oysters, sardines and squid from Akkeshi, smoked or marinated

丸高水産（株）
Marutaka Suisan Co.,Ltd

9B30-003

北海道

出展商品

■企業情報

住所 〒063-0847 北海道札幌市
 西区八軒7条西10-1-12
 10-1-12, Hachiken 7-jo Nishi, Nishi-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, 063-0847, Japan

TEL 011-676-3758
URL http://www.marutaka-suisan.co.jp/
担当 営業部 部長　尾田 成幸
 Sales Department Director Nariyuki Oda

北海道産秋鮭・時鮭を道産広葉樹を使い低温燻製、魚身中心まで香りの浸透したス
モーク製品と独自のドレッシングがシャキシャキ玉ねぎに絡むマリーネなど味わい深い
逸品です。試作品提供しているのは豊かな海で育成された厚岸産牡蠣、新鮮な厚岸産
いわし、いかを同じ製法で加工したスモークとマリーネです。

We smoke autumn salmon and silver salmon from Hokkaido at a low temperature with the use 
of leaves of broad-leaved trees of Hokkaido. Our samples include smoked and marinated 
products, which are oysters raised in the rich sea and fresh sardines and squid, all from 
Akkeshi, processed in the same method as the salmon.

■企業PR

『美味しさへのこだわりは、素材主義の実践！！』をテーマに、選び抜かれた原料を使用し、当社独自
の匠の技と製法で丁寧に製造・加工・販売しています。『安全・安心』そして素材の持つ味覚を最大
限に生かし、付加価値のある製品をお届けし、次世代の食文化の創造に貢献致します。

Under the slogan “Commitment to deliciousness is supported by material-oriented production!!”, 
we use selected raw materials and carefully manufacture, process and distribute products with 
our original master craftsmanship and recipes. 

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
（農産・水産・畜産）

■企業情報

住所 〒062-0052 北海道札幌市
 豊平区月寒東２条3-2-1
 3-2-1, Tsukisamuhigashi 2-jo, Toyohira-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, 062-0052, Japan

TEL 011-851-1264
URL http://www.e-honma.co.jp/
担当 代表取締役社長　本間 幹英
 CEO Mikifusa Honma

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

4 5



厳選した豆乳とクリームチーズの絶妙な味をお楽しみ下さい
Please enjoy the exquisite taste of carefully selected soymilk and cream cheese.

■企業情報

住所 〒025-0052 岩手県花巻市
 野田306-2
 306-2, Noda, Hanamaki-shi, Iwate, 

025-0052, Japan

TEL 0198-22-2220
URL http://www.kurokawafoods.co.jp
担当 代表取締役　黒川 敬子
 President & CEO Keiko Kurokawa

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

濃厚な香りとコク  これ1本で料亭の味

老舗の味 つゆ

佐々長醸造（株）
Sasachou jouzou Co.,Ltd

9B30-005

岩手県

出展商品

■企業情報

住所 〒028-0114 岩手県花巻市
 東和町土沢5区417
 5-417, Tsuchizawa, Touwa-cho, 

Hanamaki-shi, Iwate, 028-0114, Japan

TEL 0198-42-2311
URL http://www.sasachou.co.jp
担当 代表取締役社長　佐々木 博
 President & Chief Executive Officer Hiroshi Sasaki

職人が大量のかつお節で時間をかけて取ったダシと、木樽で長期熟成させた醤油をブ
レンドしたつゆです。添加物は使用しておりません。日経プラス1で高い評価をいただ
いております。また、復興庁主催の「世界にも通用する究極のお土産10選」で、東北6県
496品のノミネートの中からベスト10に選ばれました。

■企業PR

味噌、醤油、つゆ等の調味料を製造しております。岩手県産大豆、小麦、米を原料として仕込み、明治
から受け継がれてきた木樽で自然の気温の中で長期熟成させております。早池峰霊水（ナチュラル
ミネラルウォーター）を仕込み水として使用。
主力商品は「老舗の味 つゆ」です。

ちーず豆腐
Cheese tofu

（株）黒川食品
Kurokawa Food Co.,Ltd 

9B30-006

岩手県

出展商品

職人が丁寧に煉りあげ、まろやかでクリーミーに仕上げた独特食感と、厳選した大豆と
クリームチーズだからできる濃厚でありながら後味すっきりの味わいは、想像もつかな
いほどクセになる味わいです。

It has a distinctive texture finished in a mellow and creamy, and a rich flavor and a refreshing 
taste that can be achieved because of carefully selected soybeans and cream cheese is a taste 
that makes it unusable to be unimaginable.

■企業PR

昭和30年創業の大豆加工品メーカーです。安心・安全をキーワードに豆腐類だけにこだわらない
大豆加工食品を様々な形で開発・販売をしております。

It is a processed soybean manufacturer founded in 1955. We develop and sell soybean 
processed foods in various forms that do not stick to tofu only with keywords of safety and 
safety.

岩手銘醸（株）
Iwatemeijyo Co.,Ltd

9B30-008

岩手県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

もちもち食感と胡桃の香ばしさが特徴のくるみゆべし切落しです

くるみ餅（ゆべし切落し）、愛彩ひとめぼれゆべし

（株）千秋堂
Sensyudo Co.,Ltd

9B30-007

岩手県

出展商品

■企業情報

住所 〒020-0502 岩手県岩手郡
 雫石町板橋35-10
 35-10, Itabashi, Shizukuishi-cho, 

Iwate-gun, Iwate, 020-0502, Japan

TEL 019-613-4070
URL http://www.sensyudo.jp
担当 代表取締役社長　高橋 健治
 Representative Director Kenzi Takahashi

岩手県雫石町で、減農薬栽培された特別栽培米「たんたん米」（品種ひとめぼれ）とい
うブランド米を100％使用し、無添加で小麦アレルギーの方でも安心して食べられる 
「米粉100％ひとめぼれカステラ」など、農商工連携事業として、新商品開発に力を入
れております。

■企業PR

岩手県で和洋菓子製造卸をしております。当社で得意としているゆべしのくるみ餅（ゆべし切落し）
を主力商品とし、現在では、農商工連携事業として新商品開発に力を入れております。

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

■企業情報

住所 〒029-4208 岩手県奥州市
 前沢区字新町13
 13, Shinmachi, Maesawa-ku, Oshu-shi, 

Iwate, 029-4208, Japan

TEL 0197-56-3131
URL http://www.iwate-meijo.com/
担当 代表取締役社長　及川 豊彦
 President & CEO Toyohiko Oikawa

商談会シートなど
の情報はこちら

ソフトドリンク
＆アルコール

オール岩手産にこだわり地域に根付いています
Made in IWATE only and rooted our region.

純米吟醸夢ふぶき・純米原酒平泉・酒蔵のとらまづ
Jyunmai-ginjo "YUME-FUBUKI"  Jynmai-genshu "HIRAIZUMI"  Sakagura no "TORAMAZU"

小規模な会社なのでフットワークの良さと販売店との密な関係を作り、オリジナル商品
開発にも前向きに取組んでいます。

Our company is traditional style and small scale so we have good relationship with distributors 
and are forward looking to make original product development.

■企業PR

品質を第一に考え、地域に根付いた酒造りを大事にし、全国新酒鑑評会や東北鑑評会で幾度も受
賞している会社です。

Always quality first, rooted out region which is rich in nature. 
Our company was awarded many prizes by the National Research Institute of Brewing which 
is known as "Zenkoku Shinshu Kanpyokai" and North East Research Institute of Brewing which 
is known as "Touhoku Kanpyoukai".
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美味しい減塩はじめませんか
Why don't you try TASTY diet with LOW-SALT?

■企業情報

住所 〒018-5201 秋田県鹿角市
 花輪字観音堂27-3
 27-3, Kannondou, Hanawa, Kazuno-shi, 

Akita, 018-5201, Japan

TEL 0186-23-3127
URL http://www.fukuzyu.com/
担当 代表取締役社長　浅利 滋
 Chief Executive Officer Shigeru Asari

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）門崎
kanzaki Inc.

9B30-009

岩手県

出展商品

■企業情報

住所 〒029-0202 岩手県一関市
 川崎町薄衣字法道地21-16
 21-16, Houdouchi, Usuginu, Kawasaki-cho, 

Ichinoseki-shi, Iwate, 029-0202, Japan

TEL 0191-43-4129
URL http://kakunosh.in/
担当 代表取締役　千葉 祐士
 CEO Masuo Chiba

おいしい減塩生みそ、比内地鶏スープ他
Oishii Genen Nama miso, Hinaijidori Soup, etc.

（株）浅利佐助商店
Asari Sasuke Shoten Co.,Ltd

9B30-010

秋田県

出展商品

秋田県産原料（あきたこまち米、大豆、小麦、比内地鶏）を使用した、白神大豆しょうゆ・
比内地鶏スープ・百年蔵みそ等を展示しております。

We will introduce miso, soy source, and soup made by Akita-produced ingredients 
(Akita-Komachi rice, soy beans, wheat, and Hinaijidori).

■企業PR

国立公園十和田・八幡平の雄大な大自然に抱かれた北東北に位置する秋田県鹿角（かづの）の里
に株式会社浅利佐助商店はあります。創業明治５年、長年にわたり味噌・醤油を造りつづけ『福寿
（ふくじゅ）』の名前で広く皆様より愛されてきました。お客様に安心・安全・おいしい商品をお届け
する為に社員一同頑張っております。

Asari Sasuke Shoten is in Kazuno City, Akita Prefecture, the nature rich area surrounded by 
Towada-Hachimantai National Park. Since 1872, we have been producing miso and soy 
source, and loved by many people as “Fukuzyu” bland for so long time. 

日南工業（株）
Nichinankougyou Co.,Ltd

9B30-012

秋田県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

（有）三浦米太郎商店
Miurayonetarou Store Ltd.

9B30-011

秋田県

出展商品

■企業情報

住所 〒018-0402 秋田県にかほ市
 平沢字上町49
 49, Kami-machi, Hirasawa, Nikaho-shi, 

Akita, 018-0402, Japan

TEL 0184-35-3609
URL http://www.hatahata.net/
担当 代表取締役　三浦 悦朗
 Representative Director & President 
 Etsurou Miura

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

■企業情報

住所 〒018-0411 秋田県にかほ市
 院内字此木沢6
 6, Konokizawa, Innai, Nikaho-shi, Akita, 

018-0411, Japan

TEL 0184-36-2111
URL http://www.kikkonan.co.jp
担当 取締役社長　細谷 広志
 CEO Hiroshi  Hosoya

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

おちょぼ口から旨みのしずく
Shizuku of the flavor drips from the pursed mouth of the bottle.

うわてん（鱈しょっつる）
UWATEN (the fish sauce of the cod)

秋田県にかほ市の地魚である真鱈で作った魚醤です。秋田県産の真鱈を使っておりま
す。原材料は真鱈と塩だけで化学調味料等は一切使用しておりません。

The fish sauce is using only the cod in Akita which was unloaded in Akita. Raw material is only 
a cod and salt. Our sauce isn't using a chemical seasoning stuff and so on absolutely.

■企業PR

秋田県にかほ市で醤油、味噌を中心に製造、販売をしております。弊社の主力商品は「だしプラス醤
油」です。近年、秋田県総合食品研究センターと技術連携し真鱈の魚醤油を開発いたしました。従来
では発酵熟成に1～3年を要する魚醤油ですが、酵素法を使いおおむね6ヶ月で製造できるように
なりました。

Nichinan manufactures and sells miso and soy sauce in Akita. We developed the fish sauce of 
the cod. It was to need several years in the past to manufacture, but we used the 
enzyme-method and it became able to be manufactured within roughly 6 months.

肉本来の旨みを味わうためにシンプルに仕上げました！

ハンバーグ（黒格・白格・金格）・
格之進メンチカツ・パテ

お店でしか食べられない肉屋特製のハンバーグをぜひご家庭で召し上がって頂きたい
です。本当に旨いものは生産者の顔が見える安心、安全な商品です。

■企業PR

岩手県産の黒毛和牛を主に、独自の方法で1カ月以上、熟成したお肉を提供。直営の飲食店をはじ
め、多くのレストラン・ホテル等で多くのお客様に愛用して頂いているお肉です。中でもハンバーグ作
りには定評があり、素材の旨みを活かすため添加物を使用せず、自家製の塩麹で調味しております。

明治より続く老舗の味、秋田の伝統食「ハタハタ寿し」
Well-established taste to continue from the Meiji era traditional foods sandfish sushi of Akita.

ハタハタ寿し、ハタハタ押し寿司、ぶりこんふぃ 他
Sandfish sushi sandfish pressed sushi, et al.

当店のハタハタ寿しは明治より変わらぬ味で作り続けております。厳選された材料を
使用し、無添加製法にて漬込み約一ヶ月の熟成でまろやかに仕上げております。また新
商品のハタハタ押し寿司も新たなシリーズとして是非お楽しみください。

I continue making the sandfish sushi of our store with taste not to change from generation 
togeneration, With materials selected carefully, I pickle it by the additive -free manufacturing 
method.

■企業PR

秋田の伝統食である「ハタハタ寿し」を100年以上製造販売しております。秋田のハタハタは全国
でも有数の水揚げを誇り白身で淡白な魚体は加工品にしても美味であります。近年では、様々な常
温加工品の開発、製造にも取り組んでおります。秋田が誇るハタハタを是非全国の皆さんにご賞味
いただければと思います。

It is traditional foods of Akita it produces it and sells sandfish sushi more than 100 years in 
late years I work on the development of the noemal temperature product.
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畑から生まれた小さな豆が食卓に大きな笑顔を咲かせます

■企業情報

住所 〒301-0032 茨城県龍ケ崎市
 白羽4-5-7
 4-5-7, Shirahane, Ryugasaki-shi, Ibaraki, 

301-0032, Japan

TEL 0297-75-4868
URL http://peanuts-company.com/
担当 代表　石嶋 祐介
 President Yusuke Ishijima

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

白神手づくり工房（有）
Shirakamitedukurikoubou Co.,Ltd

9B30-013

秋田県

出展商品

■企業情報

住所 〒016-0825 秋田県能代市
 柳町4-28
 4-28, Yanagi-machi, Noshiro-shi, Akita, 

016-0825, Japan

TEL 0185-54-5405
URL http://www.shirakami-sasara.co.jp
担当 代表取締役　柴野 隆司
 Representative Director Takashi Shibano

ピーナッツクリーム

ピーナッツカンパニー
Peanuts Company 

9B30-014

茨城県

出展商品

自社栽培及び自社で厳選した国産豆を使用し、製造・販売まで一貫して行っておりま
す。生産者だからこそ出来る、甘みと風味が強い小粒のピーナッツを主に厳選して使
用。砂糖は、テン菜糖。お塩は、伊豆大島の塩田で作られものを使用。また、お客様がク
リームを使いやすくするためにオーガニック植物油脂を使用しています。

■企業PR

ピーナッツは殻という栄養素から生まれ豆になるまで丹念に育て上げております。太陽のもとボッ
チという布団に寝っころがり、光を注がれ大人になります。愛情が詰め込まれた小さな豆で食卓が
驚きという感動から美味しいという笑顔になって頂けたら‥ピーナッツカンパニーは、情熱をもって
マメにマジメに商品を作っています。

（株）島田商店
Shimada Shoten Co.,Ltd

9B30-016

茨城県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

（株）吉田屋
Yoshidaya Co.,Ltd

9B30-015

茨城県

出展商品

■企業情報

住所 〒311-1301 茨城県東茨城郡
 大洗町磯浜町546
 546, Isohama-cho, Oarai-machi, 

Higashiibaraki-gun, Ibaraki, 311-1301, Japan

TEL 029-267-2069
URL http://www.kk-yoshidaya.co.jp/
担当 取締役　大山 壮郎
 Director Morio Oyama

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

■企業情報

住所 〒300-0213 茨城県かすみがうら市
 牛渡2623-1
 2623-1, Ushiwata, Kasumigaura-shi, 

Ibaraki, 300-0213, Japan

TEL 029-897-1618
URL http://www.tsukudani-shimada.com/
担当 代表取締役　島田 栄一
 CEO Eiichi Shimada

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

霞ヶ浦産のわかさぎをまるごと「かりんとう」にしました

かすみがうら産わかさぎかりんとう

霞ヶ浦のわかさぎを手軽に身近に食べていただけるよう、食べやすい「かりんとう」に
仕立て、ビールやワインに合うよう4種類のフレーバーを用意しました。カルシウムや
鉄分を豊富に含み女性にもおすすめです。霞ヶ浦のおいしさをまるごと楽しめる「かす
みがうら産わかさぎかりんとう」をぜひ、味わってください。

■企業PR

当社は、昭和58年に創業し、霞ヶ浦で水揚げされるわかさぎの天日干しや、佃煮、甘露煮等を主に
製造販売してきました。現在は、老舗佃煮店、都内百貨店、大手スーパー、外食産業等へのPB商品
受託製造、卸販売を主にした事業展開を行っております。

日本の伝統、発酵のちから

乳酸菌甘酒「白神ささら」、
乳酸菌発酵調味料「白神ささら」

世界自然遺産　白神山地の乳酸菌を使用した
・新しい発酵調味料　乳酸菌発酵調味料「白神ささら」
・新しい甘酒　乳酸菌甘酒「白神ささら」

■企業PR

世界自然遺産白神山地で発見された乳酸菌「白神ささら」は、自然由来の素材としてギャバという成
分をつくり出すなどの機能性もあり、各方面から注目されています。当社ではいち早く研究開発に着
手し、高機能性飲料・調味料として乳酸菌甘酒「白神ささら」・乳酸菌発酵調味料「白神ささら」を完成
させました。

美しい梅から、美味しい梅へ
From beautiful plum to delicious plum

UMEFULL -老舗が漬け込む果実な梅干し-
UMEFULL -Fruit taste pickled plum  processed by a long established store-

当社の茨城県梅ブランド「常陸乃梅」に、茨城県奥久慈産リンゴ、鉾田市産メロン、常陸
太田市産ブドウの果汁を漬け込んだデザートタイプの梅干しです。
梅干しがお好きな方はもちろんのこと、馴染みのない方にも美味しく召し上がっていた
だけます。ぜひ、茨城県の魅力が詰まった新感覚の梅干しスイーツをお楽しみください。

UMEFULL is fruit taste picked plum like a dessert.It has three flavor tipes,Apple,Melon and 
grape that from Ibaraki.Our company promotes the new plum culture of Ibaraki all over Japan. 
Please give it a try!

■企業PR

創業1830年の漬物梅干専門店。JA土浦との提携で農商工連携認定を受け、茨城県初の梅ブラ
ンド「常陸乃梅」を立ち上げました。全国的にも珍しい紅色梅「露茜」の加工品を展開するなど、茨
城の新しい梅文化を全国に発信しています。また、2014年には全国初の梅専門カフェ「ume 
café WAON」をオープンさせました。

Founded in 1980,Yoshidaya is a store that specializes in pickles and UMEBOSHI. In cooperation with 
Tsuchiura agricultural cooperative association,Yoshidaya has established "HITACHI-NO-UME",the 
first brand of Ibaraki-grown plums. 
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特注品からOEMまで幅広い対応でサポート致します

■企業情報

住所 〒972-8322 福島県いわき市
 常磐上湯長谷町長倉８
 8, Nagakura, Joban Kamiyunagaya-machi, 

Iwaki-shi, Fukushima, 972-8322, Japan

TEL 0246-43-2321
URL http://fukushima.iwaki-onozuka.co.jp/
担当 代表取締役　小野塚 大
 CEO Masaru Onozuka

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）つかもと
Tsukamoto Co.,Ltd

9B30-017

茨城県

出展商品

■企業情報

住所 〒301-0841 茨城県龍ケ崎市
 白羽4-5-7
 4-5-7, Shirahane, Ryugasaki-shi, Ibaraki, 

301-0841, Japan

TEL 0297-62-0375
URL http://www.ama710.com/
担当 営業本部 専務取締役 兼 営業本部長
 鈴木 卓也
 Sales Senior Executive Director／
 General Manager Takuya Suzuki

（有）おのづか食品
Onozukafood Co.,Ltd

9B30-018

福島県

出展商品

（有）木村屋
Kimuraya Co.,Ltd

9B30-020

山形県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

西野屋食品（株）
Nishinoya Foods Co.,Ltd

9B30-019

福島県

出展商品

■企業情報

住所 〒971-8131 福島県いわき市
 常磐上矢田町田端8-1 
 8-1, Tabata, Jobankamiyada-cho, 
 Iwaki-shi, Fukushima,  971-8131,  Japan

TEL 0246-28-2828
URL http://www.nishinoya.jp
担当 代表取締役　小野 賢司
 CEO Kenji Ono

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

■企業情報

住所 〒997-0028 山形県鶴岡市
 山王町9-25
 9-25, Sanno-machi, Tsuruoka-shi, 

Yamagata, 997-0028, Japan

TEL 0235-22-4530
URL http://www.kimuraya.co.jp/
担当 代表取締役社長　吉野 隆一 

President & Chief Executive Officer 
 Ryuichi Yoshino

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

常温乾燥でだだちゃ豆本来の風味をそのままぎゅっと濃縮

だだちゃ豆を使用した菓子シリーズ
「だだちゃ豆右衛門」

山形県鶴岡市特産の枝豆「だだちゃ豆」をふんだんに使用した菓子シリーズです。目指
したのは「だだちゃ豆本来の風味」がするお菓子。山形大学発のベンチャー企業が持つ
乾燥技術を応用し、まるでだだちゃ豆そのものを食べているような濃厚なお菓子に仕
上げました。

■企業PR

山形県鶴岡市において和洋菓子・パンの製造販売を行っております。当社の主力商品である和菓子
の銘菓「古鏡」をはじめ、だだちゃ豆、くるみ、りんごや日本酒など地域の産品を活用した地域に根
差した菓子づくりに取組んでおります。また、新たな取組みとして鶴岡特産の枝豆「だだちゃ豆」の
一次加工も手掛けております。

郷土“福島（ふくしま）・いわき”の『旨い』を食卓に
Serve Regional Fukushima and Iwaki delicacies on your dinner table.

福島・いわきの郷土料理『いか人参』『しそ巻』『うにみそ』
The Fukushima and Iwaki local cuisine ika-ninjin, shiso-maki, and unimiso (sea urchin with miso).

郷土料理「いか人参」「しそ巻き」「松前白菜漬」「うにみそ」など西野屋ならではの商品
を、小売から業務用まで顧客のニーズにあった商品を提案いたします。特に「いか人
参」は販売温度帯（常温・冷蔵・冷凍）や味付けの異なる商品を準備しています。PBも対
応いたしますのでお気軽にご相談ください。

Local cuisine products that can only be made by Nishinoya such as ika-ninjin, shiso-maki, 
Matsumae-hakusai-zuke, and unimiso are sold to meet the demand of our customers whether they 
are in retail or managing restaurants. Particularly for ika-ninjin, we have prepared several types of 
products such as those sold at room temperature, refrigerated, or frozen and with different 
flavours. Please come and contact us as we can also develop products for private brands.

■企業PR

『私たちは食を通して、すべての人々に安心と健康そして笑顔を届け食文化の進歩発展に寄与する
こと。』の理念の基、“郷土・「福島」「いわき」”の食文化の継承と発展を、「しそ巻き」や「いか人参」
「松前白菜漬」「うにみそ」等の郷土料理を通して行っています。

Based on our philosophy, “Through food, we will deliver safety and health to all people and 
contribute to the progress and development of food culture”, we serve local cuisine such as 
shiso-maki (miso wrapped with perilla and deep fried), ika-ninjin (carrots and dried squid flavoured 
with soy sauce and Japanese sake), and Matsumae-hakusai-zuke (pickled Matsumae-styled Chinese 
cabbages) in order to carry on and develop the food culture of “Regional Fukushima and Iwaki”.

相模女子大学との産学連携によって開発した商品です
It is a product developed by industry-university collaboration with Sagami Women's University.

ミニトマトグラッセ/ミニトマトコンポート
Mini Tomato Glace / Mini Tomato Compote

福島県産のトマト「アイコ」を使用しております。国の農商工連携事業計画開発商品で
す。ネーミング及びパッケージデザインは相模女子大学の学生が考案しました。

I am using Tomato "Aiko" from Fukushima Prefecture. It is a business plan development 
product of agricultural commerce and industry collaboration in the country. Naming and 
package design was invented by students of Sagami Women's University.

■企業PR

当社は、創業81年、昔ながらの伝統製法「直火炊き」にこだわった甘納豆づくりを行っております。
ISO22000：2005を取得し、伝統技術と最新衛生管理システムを融合させ、これからも安心・安全
で美味しい日本の伝統和菓子、伝統食文化を皆様にご提供して参ります。

Our company is doing 81 years of foundation, making traditional Japanese traditional recipe 
"Kanpaki direct fire" sticking to Kanpozu beans.We will continue offering traditional Japanese 
sweets and traditional food culture of safe

練製品（すり身、さつま揚等）
お惣菜（煮魚、焼物、蒸し物等）

お弁当、オードブルに最適なひと口サイズのさつま揚げを各種取り揃えております。具
材たっぷり、カニカマやコーンなど素材を生かした食感を楽しんで頂けます。またお好
みの具材を合わせるだけで簡単に自家製さつま揚げや、ちぎり揚げが出来る『ふわふ
わお豆腐すり身』など多様性に優れたすり身がおススメです。

■企業PR

昭和40年創立以来、主にホテル旅館やフードサービス業をメインに業務用加工食品の企画製造販
売をしており、お客様の第二の調理場としてご愛顧頂いております。
自社工場をはじめ協力工場を活用した幅広い対応で商品企画から製造、納品までプロの味で一貫
してサポート致します。
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こだわりの惣菜商品並びに、健康・安心・安全の技術の紹介
Introduction of sticky prepared food products and health, safety and safety technologies

■企業情報

住所 〒984-0015 宮城県仙台市
 若林区卸町5-3-4
 5-3-4, Oroshi-machi, Wakabayashi-ku, 

Sendai-shi, Miyagi, 984-0015, Japan

TEL 022-232-7250
URL http://www.kaisho.net
担当 代表取締役　大友 史祥
 President Fumiyoshi Otomo

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

「食の都庄内」の庄内米と蕎麦を使った【こだわり】商品

蕎麦屋の隠し酒  そばどぶ、出羽のどぶろく、
蕎麦茶、荒挽き蕎麦

（株）出羽
dewa Co.,Ltd

9B30-021

山形県

出展商品

■企業情報

住所 〒998-0832 山形県酒田市
 両羽町5-4
 5-4, Ryouu-cho, Sakata-shi, Yamagata, 

998-0832, Japan

TEL 0234-25-4580
URL http://www.dewa-lasante.com
担当 代表取締役　岡部 信之
 CEO Nobuyuki Okabe

「食の都庄内」で育まれた庄内米と蕎麦を使ったこだわりの商品。
どぶろくは庄内米のみで醸す純米どぶろくで、本格辛口・シャープな味わいに仕上げて
おります。
また、蕎麦は、自然の健康食品です。厳選した地元産の食材で作った商品で食の安心安
全に貢献したいと考えています。

■企業PR

弊社は手打ち蕎麦店をメイン事業とし、酒類製造、食品製造を行っている会社です。
蕎麦屋の隠し酒 そばどぶをはじめ、どぶろく、蕎麦茶と地元山形県酒田市の庄内米と蕎麦を使った
商品を製造しています。

サラダじゃこ、牡蠣のオイル漬け、減塩しらす、「異物選別」
Salad juico, pickled oysters in oil, reduced salt, "foreign matter screening"

（株）海祥
Kaisho Co.,Ltd 

9B30-022

宮城県

出展商品

真空加熱殺菌機を用いる事により菌数を制御しながら、味がしみ込みやすくなる為、小
魚の菌数制御だけでなく、佃煮やこだわりの惣菜品を安心安全に製造する事ができま
す。低ロットでのPB対応もできる為、あらゆるユーザー様のニーズに対応できます。

By controlling the number of bacteria by using a vacuum heat disinfection machine, the taste 
becomes easy to penetrate, so it is possible to manufacture not only the number of bacteria of 
small fish but also prepared foods of stickiness safely.

■企業PR

小魚、海藻類の加工、製造、卸売、販売。真空加熱殺菌機を用いて、菌数を制御した、安心安全な商
品を作っております。
地産地消をコンセプトにした「杜の國」ブランドを6年前より展開しており、こだわりの商品を製造し
ております。現在は健康志向に対応した「減塩」「減菌」しらすの販売に力を入れております。

Processing, manufacturing, wholesale, sale of small fish, seaweeds. We are making safe and 
safe products that control the number of bacteria by using vacuum heat sterilizer.

（株）ヤマトミ
Yamatomi Co.,Ltd

9B30-024

宮城県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

ソフトドリンク
＆アルコール

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

製造特許出願中。じっくり熟成させた新しい牛タン
Under the production patent acquisition. The new oxtongue which let you mature slowly and carefully.

麹つけ込み牛タン
The oxtongue which a malted rice tab includes.

（株）陣中
Jinchu Co.,Ltd

9B30-023

宮城県

出展商品

■企業情報

住所 〒983-0005 宮城県仙台市
 宮城野区福室字御蔵前二番57-1
 57-1, Fukumuro-okuramae-niban, Miyagino-ku, 

Sendai-shi, Miyagi, 983-0005, Japan

TEL 022-259-4129
URL http://jinchu.jp/
担当 営業部 営業部 部長　千嶋 淑昭
 Sales Department Sales Manager
 Yoshiaki Chishima　

塩麹を使った陣中秘伝のタレにじっくり漬込み、120時間低温熟成することにより、素
材本来の旨みを存分に引き出した牛タンを更に新製法で加工。そのままお召し上がり
いただける新しいタイプの牛タンです。

I process the oxtongue which fully drew material original taste by the new manufacturing 
method more by low temperature maturing for 120 hours. It is a new type of oxtongue to be 
able to just eat.

■企業PR

平成27年に『仙台HACCP☆☆☆☆（四つ星）』を認証、取得。
伝統の味を守りつつ新しい牛タンのカタチを安全、安心な工場から全国にお届けしております。

I authenticate "Sendai HACCP ☆☆☆☆" (four star) in 2015 and acquire it.
I send form of the new oxtongue to the whole country from a factory reliable safely while keeping 
traditional taste.

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

■企業情報

住所 〒986-0028 宮城県石巻市
 松並1-15-5
 1-15-5, Matsunami, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-0028, Japan

TEL 0225-94-7770
URL http://yamatomi-isi.com
担当 代表取締役　千葉 雅俊
 president Masatoshi Chiba 

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

最新式の循環式過熱水蒸気でふっくら、柔らかく焼き上げました
Our superheated steamed roaster made it possible to roast any type of fish with plump rich taste.

煮焼きあなご、さばのみりん焼き、さばの塩焼き、金華しめ鯖
Boiled/roasted congereel,Grilled mackerel with mirin,Grilled mackerel with salt,Vinegared mackerel

弊社の主要商材は焼き魚製品としめ鯖です。弊社は商品を一つ一つ丁寧に仕上げてお
ります。お召し上がりの時は自然解凍後に電子レンジで温めて頂ければより一層、新鮮
で美味しい焼き魚をご堪能頂けます。

Our items are grilled and rosted fish,vinegared mackerel.Since we treat our products very 
carefully  one by one ,You will find that you can enjoy the rich and fresh taste of our grilled fish 
if you warm it with a microwave oven  after natural thawing.

■企業PR

弊社は水産加工業を営み、石巻魚市場に近い位置にあり、原料の買い付けから製造、販売まで一貫
性で行っております。最新式の循環式過熱水蒸気による焼き魚を得意とし、この機械で焼き上げた
「煮焼きあなご」「さばのみりん焼き」「さばの塩焼き」は弊社主力商品です。大手コンビニ様の指定
工場にもなっています。

We are a manufacturer of marine products and consistently working from the buying of raw 
materials to production and sale. Our main products are conger-eel, mackerel, other fish baked 
by superheated steam circulation roaster. Designated plant of CVS.
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缶詰だからこそ実現する美味しさを追求しています
We are pursuiting the good taste,  derived by canning.

■企業情報

住所 〒989-2301 宮城県亘理郡
 亘理町逢隈中泉字一里原141-1
 141-1, Ichirihara, Nakaizumi, Okuma, 
 Watari-cho, Watari-gun, Miyagi, 
 989-2301, Japan

TEL 0223-34-8358
URL http://www.maruyasuisan.com/
担当 常務取締役　千葉 卓也
 Managing Director Takuya Chiba

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

水月堂物産（株）
Suigetsudo Bussan Co.,Ltd

9B30-025

宮城県

出展商品

■企業情報

住所 〒986-2103 宮城県石巻市
 流留字沖1-50
  1-50 Oki, Nagaru, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-2103, Japan

TEL 0225-97-5225
URL http://www.suigetsudo.jp
担当 営業 常務取締役　阿部 壮達
 Sales Managing Director Sotatsu Abe

フレッシュ製法の紅ずわいがに缶詰、南三陸産銀鮭の醤油煮缶詰
Hokkaido Red Snow Crab "Fresh" Canned. Minami-Sanriku Silver Salmon in Soy Sauce canned.

マルヤ水産（株）
Maruya Seafoods Co.,Ltd 

9B30-026

宮城県

出展商品

国内自社工場を持つメーカーならではの品質と対応力で、貴社販売戦略に合わせたご
提案を致します。年間通し各価格帯で人気のカニ缶詰、セクション商品のほか、仕様に
合わせたカット商品も対応可能な冷凍カニ、地場産品で化学調味料不使用の地酒の
供、南三陸産銀鮭の醤油煮缶詰等、ご相談ください。

Our canned crab items are used at Japanese and fusion restaurants in Singapore for Salad, 
Pasta, Sushi (Chirashi), etc. Canned items are compact (need small stock space), with long 
shelf lives, and convenient as to be stored in room temperature. 

■企業PR

日本で数少ないカニ缶詰の製造元です。希少なタラバガニ缶詰やフレッシュ製法の紅ずわいがに
缶詰等を製造、多様な商品展開対応と高品質を評価頂き、中華料理店様向けのほか、百貨店様向
けに20年以上の取引実績があります。また冷凍タラバガニ、ズワイガニのセクション、カット製品も
国内自社工場で加工しています。

Manufacturer of Canned Crab items made from King Crab, "Fresh(nonfrozen)" Hokkaido Red 
Snow Crab, Snow crab, etc. Evaluated by quality and variety, at department stores and Chinese 
restaurants. Exporting to Asia. We are also handling frozen crab. 

農業生産法人 （株）米夢の郷
Maimunosato Co.,Ltd

9B30-028

福島県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

画期的な容器と拘った5種類の乳酸菌でまろやかヨーグルト

木村こだわりヨーグルトスパウト1000g　
スイート・プレーン

木村ミルクプラント（株）
Kimuramilk Pulanto Co.,Ltd

9B30-027

福島県

出展商品

■企業情報

住所 〒970-0101 福島県いわき市
 平下神谷字宿135
 135, Shiku, Tairashimokabeya, Iwaki-shi,
  Fukushima, 970-0101, Japan

TEL 0246-34-2542
URL http://www.kimura-milk.co.jp
担当 代表取締役　木村 謹一郎
 President & Chief Excutive Officer 
 Kinichiro Kimura

無調整パスチャライズ製法で作られた牛乳を使用した木村こだわりヨーグルトスパウ
トタイプは全国初の容器で空気が入りにくく、ヨーグルト特有の離水は殆ど見られず扱
い易さが自慢です。機能的にも5種類の乳酸菌を使用しており整腸作用のほかさまざ
まな効能が期待されております。

■企業PR

当社は昔ながらの無調整パスチャライズ製法(牛乳にやさしい温度、85℃15分殺菌)でゆっくり殺
菌した牛乳を用いて製造しております。
手間をかけ真心をこめた牛乳本来のコクと風味と味わいは栄養成分もそのままに、美味しく健康
的に仕上げました。

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

■企業情報

住所 〒969-6144 福島県大沼郡
 会津美里町福重岡字桜ノ下27
 27, Sakuranoshita, Fukueoka, Aizumisato-machi, 

Onuma-gun, Fukushima, 969-6144, Japan

TEL 0242-57-1505
URL http://maimunosato.jp
担当 代表取締役社長　猪俣 道夫
 President & CEO Michio Inomata

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

簡単便利な早炊加工米、健康を応援する白い発芽胚芽米

早炊加工米、白い発芽胚芽米、11雑穀

各地の特産品と早炊加工米を組み合わせて土産品、ギフト品に最適な新商品を作って
みませんか。
あと一品の目玉メニューを簡単に作ってみませんか。

■企業PR

自治体、地域農家が主体となって設立した農業生産法人で、地域農業の維持と後継者育成を図りな
がら稲作からコメの加工事業までを一貫して行っています。

やわらかでまろやかなオリーブオイル漬け
Oyster soft and mellow in olive oil

牡蠣のやわらか煮オリーブオイル漬け
Soft oyster in olive oil

宮城の美味しい牡蠣を使って、やわらかな牡蠣のオリーブオイル漬けを作りました！
その他にもホヤ、小女子の美味しい商品も製造しています！

We makes oyster soft and mellow  in olive oil.
Please try it.

■企業PR

宮城県石巻市にて、牡蠣、ほや、小女子の加工品を製造しています。
海産物の加工をメイン事業としています。
代表商品の「ほや酔明」は東北新幹線のワゴンにて35年以上販売されています。

We makes Processed food Oyster and  small fish in Miyagi.
Thank you.
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山形県の高級枝豆を練り込んだ、グリーン色のめん

■企業情報

住所 〒960-0231 福島県福島市
 飯坂町平野字平田10-1
 10-1, Hirata, Hirano, Iizaka-machi, 

Fukushima-shi, Fukushima, 960-0231, Japan

TEL 024-542-0708
URL http://www.yanai-men.co.jp
担当 取締役社長　箭内 一典
 Representative Kazunori Yanai

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（有）ハニー松本
Honey Matsumoto Co.,Ltd

9B30-029

福島県

出展商品

■企業情報

住所 〒965-0853 福島県会津若松市
 材木町2-1-4
 2-1-4, Zaimoku-machi, Aizuwakamatsu-shi, 

Fukushima, 965-0853, Japan

TEL 0242-27-2131
URL http://matsumoto38.com
担当 代表取締役　松本 吉弘
 President Yoshihiro Matsumoto

ずんだめん

（有）やない製麺
Yanai Seimen Co.,Ltd

9B30-030

福島県

出展商品

山形県産の枝豆「秘伝豆」を細かく砕き、小麦粉に練り込み、手延べ製法で仕上げまし
た。なるべく、枝豆の素材感が残るよう粉末ではなく、細かく砕き、仕上げました。ほん
のり枝豆の甘い味、香りがするつるつるしこしこのめんです。

■企業PR

乾麺の製造、販売を100年。寒冷な気候を活かし、植物油を使用しない、手延べ製法で仕上げため
んは、滑らかな舌触り、歯ごたえの良さが味わえます。通常のめんの他に、季節感を取り入れ、素材
のあじを大切にしながら、桜めん、柚子めん、ずんだめん等の製造しています。

会津高砂屋（（名）高砂屋商店）
Aizu Takasagoya Corp

9B30-032

福島県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

（株）サンエイ海苔
Sun-ei Nori Co.,Ltd

9B30-031

福島県

出展商品

■企業情報

住所 〒976-0016 福島県相馬市
 沖ノ内1丁目15-8
 1-15-8, Okinouchi, Soma-shi, Fukushima, 

976-0016, Japan

TEL 0244-36-2724
URL http://www.sunei-nori.com/
担当 代表取締役　立谷 一郎
 President Ichiro Tachiya

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

■企業情報

住所 〒969-6539 福島県河沼郡
 会津坂下町字古市乙141
 141, Furuichi-otsu, Aizubange-machi, 

Kawanuma-gun, Fukushima, 969-6539, Japan 

TEL 0242-83-2032
URL http://www.kintakasago.com
担当 代表社員社長　桑原 勇
 Representative Partner President Isamu Kuwahara

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

会津で百年  日本一の醤油蔵がお届けする会津の風土の発酵調味料

添加物不使用の会津ドレッシング
まるごと国産生七味

会津で百年の伝統を持つ味噌醤油蔵です。平成28年度には醤油の日本一にも輝き、
確かな技術と商品開発力を持つ会社です。今回展示する商品は、当社の技術力を注い
だ“会津の食文化”と“発酵”をテーマにした商品をご紹介いたします。

■企業PR

会津で百年の伝統と、平成28年全国醤油鑑評会で最高賞の農林水産大臣賞を受賞した技術力を
持つ醸造蔵です。味噌醤油をベースに、“会津の食”と“発酵”をテーマに商品開発に積極的に取り
組んでいます。

大自然の恵みに真心こめてお届けします

栃の木の蜜、アカシアの蜜、山桜の蜜、
会津ミード 美禄の森

会場では、蜂蜜の試食を通して花の種類によって味わいの異なるということを実感で
きます。また、「巣蜜」と呼ばれる巣ごとの蜂蜜も展示予定で、限定数は御座いますが、
人気の巣蜜を商材として如何でしょうか？会津の蜂蜜を是非、お試しください。

■企業PR

養蜂業として、蜂蜜の生産・製造・販売、各種蜂産品の生産、製造、販売を主力として、蜂蜜加工品の
企画、製造、販売の他、蜂蜜酒（会津ミード）等のハチミツ関係商品の販売を行っております。

しじみ味やわさび味など特徴のある商品を展示しております
The attractive products of different tastes such as clam and wasabi will be exhibited.

しじみのり、わさびのり、ロール海苔、しらすの2連パック
Clam soy sauce taste and wasabi taste seaweed. One for roll sushi. Boiled baby anchovies.

福島県にて海苔の製造をおこなっており、20年前には韓国海苔を本格的に輸入、製
造、販売した会社です。震災後は水産加工工場も新設し、しらすや小女子の製造をおこ
なっております。2017年3月にはしらす個包装パックの新工場も完成予定です。弊社の
新たな取り組みを是非ご覧になってください。

We have imported Korean seaweed and produced its products for 20 years. We also 
manufacture boiled baby anchovies in our new factory. Moreover, one more factory to pack 
them is planed in next March. Please check and expect for our challenge.

■企業PR

日本で最初に本格的に韓国海苔を輸入した会社です。韓国産原料を使用した焼のり、味付のりだけ
ではなく、韓国のりと業務用のロール海苔やおにぎりフィルムなどの製造に強みがございます。

Sun-ei Nori is the Japanese company that produces seaweed products. It sells not only roasted 
and seasoned seaweed, but also one for California roll and rice ball.
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たかべん伝統のおぼろ肉をご家庭の食卓でたのしめます！

■企業情報

住所 〒370-1201 群馬県高崎市
 倉賀野町41
 41, Kuragano-machi, Takasaki-shi, 

Gunma, 370-1201, Japan 

TEL 027-346-2571
URL http://www.takaben.co.jp/
担当 第二営業部 部長　芹澤 純
 Sales Manager Jun Serizawa

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）北毛久呂保
Hokumoukuroho Co.,Ltd

9B30-033

群馬県

出展商品

■企業情報

住所 〒379-1206 群馬県利根郡
 昭和村橡久保588
 588, Tochikubo, Showa-mura,
 Tone-gun, Gunma, 379-1206, Japan

TEL 0278-24-1101
URL http://www.kuroho.com
担当 代表取締役　兵藤 武志
 CEO Takeshi Hyodo

伝統の味  上州のおぼろ肉シリーズ

高崎弁当（株）
Takasaki Bento Inc. 

9B30-034

群馬県

出展商品

社の駅弁で長年培ってきた調理技術・ノウハウを活用し、今回あらたに群馬県産の牛
肉、豚肉をつかい「上州のおぼろシリーズ」惣菜商品として提供します。当社人気の「鶏
めし弁当」の伝統的の味を牛肉、豚肉でもお楽しみいただけます。小売用、業務用を用
意し扱いやすいように常温保存商品として提供いたします。

■企業PR

当社は明治17年に創業し、駅弁、委託給食、レストラン運営等の事業を展開しております。創業より
地元の食材を生かしたお弁当づくりを続け、地元群馬の特産・名産を盛り込んだ郷土色豊かなお弁
当を数多く提供しております。創業以来人気の「だるま弁当」「鶏めし弁当」は多くのお客様から好
評をいただいております。

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

（株）市川食品
Ichikawa Foods Co.,Ltd

9B30-035

群馬県

出展商品

■企業情報

住所 〒370-0088 群馬県高崎市
 行力町270-2
 270-2, Gyouriki-machi, Takasaki-shi, 

Gunma, Japan

TEL 027-344-5800
URL http://www.yuuhachi.co.jp/
担当 代表取締役　市川 英久
 President Hidehisa Ichikawa

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

こんにゃくでできたローカロリーで健康的なスイーツです

【うまい、楽しい、面白い】
こんにゃくでお客様に小さな感動を与えることが当社の経営理念です。こだわりの納
得する商品、また工夫を凝らした、これがこんにゃくかと驚くような商品ばかりです。

■企業PR

当社では通常の板コンや白滝ではなく、こんにゃくの燻製やデザートに使用する特殊なこんにゃくな
ど様々なこんにゃく製品を開発し、お土産や旅館の業務用に特化した商品を開発、販売してきまし
た。これらの商品を開発するにあたり製造機械も自社で開発しています。

水洗いで混ぜるだけでヘルシーメニュー、タピオカこんにゃく
New products:The Konjac looks like Tapioca

ばた練りこんにゃく、冷凍耐用こんにゃく、タピオカこんにゃく
Konjac、Konjac which can be frozen、Konjac looks like Tapioca

こんにゃくはどれも同じではありません。原料、配合、製法で違いが出ます。今こんにゃ
くの低カロリー・低糖質さが注目されています。当社のこんにゃくで、違いを出してみま
せんか？

The greatest features of Konjac are that it is low in calories and rich in fiber.We make many 
different types of Konjac products.

■企業PR

大正14年の創業以来、群馬県産の良質なこんにゃく原料と真面目な製法にこだわり、食感の良い
本場のこんにゃくづくりに取り組んでいます。業務用のこんにゃくにチカラを入れており、商品の差
別化・カットサイズ等の多様化に対応しています。

From 1925,Using Konjac source materials produced in GUNMA Prefecture,we have strived to 
manufacture high-quality products.

蕨もち風こんにゃく 【琥珀餅】

M E M O
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■企業情報

住所 〒311-0102 茨城県那珂市
 向山1048-3
 1048-3, Mukaiyama, Naka-shi, Ibaraki, 

311-0102, Japan

TEL 029-298-1710
URL http://www.kozawafoods.jp/
担当 営業部 取締役 営業部長　小沢 拓也
 Sales Sales Manager Takuya Kozawa

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）あ印
Ajirushi Co.,Ltd

9B30-037

茨城県

出展商品

■企業情報

住所 〒311-1211 茨城県ひたちなか市
 沢メキ1110-9
 1110-9, Sawameki, Hitachinaka-shi, 

Ibaraki, 311-1211, Japan

TEL 029-263-2111
URL http://www.ajirushi.com/
担当 代表取締役社長　鯉沼 勝久
 President Katsuhisa Koinuma

（株）小沢食品
Kozawa Foods Co.,Ltd

9B30-038

茨城県

出展商品

（資）高福
Takafuku Co.,Ltd

9B30-040

静岡県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

（有）上原製麺所
Ueharaseimenjyo Co.,Ltd

9B30-039

新潟県

出展商品

■企業情報

住所 〒942-0071 新潟県上越市
 東雲町2-4-5 
 2-4-5, Touun-cho, Joetsu-shi, Niigata,
 942-0071, Japan

TEL 025-543-7861
URL http://ueharaseimen.com/
担当 取締役社長　上原 真由美
 CEO Mayumi Uehara

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

■企業情報

住所 〒421-3214 静岡県静岡市
 清水区蒲原堰沢389-1
 389-1, Kanbara-Segizawa, Shimizu-ku, 

Shizuoka-shi, Shizuoka, 421-3214, Japan 

TEL 054-385-4141
URL http://takafuku.ocnk.net
担当 代表無限責任社員　髙柳 福良 
 A Partner With Unlimited Liability
 Fukuyoshi Takayanagi

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

麺がつながり麺でつながる笑顔の食卓

ハートdeパスタ・星deパスタ・りんぐめん

新潟県産米粉が入ったかわいいハートと星のパスタです。野菜を練りこみ自然な色合
いになりました。スープやサラダに加えて特別な一皿に。りんぐめんで食べる楽しさを。

■企業PR

創業50余年麺類を製造しております。新潟県の学校給食指定工場として地域の保育園、小中学校
の給食用麺類を供給しています。7年前より生パスタ製を開始。同時に乾燥パスタの製造も始めま
した。地域の飲食店への中華麺の製造が主力です。新たに特許商品の開発に注力しています。

蒸しだけで仕上げ、素材の旨みを凝縮しました

うまみ凝縮製法蒸しタコ、海の食堂シリーズ

味付された加工食品や、惣菜まで業務用から、トレーパック、小袋まで各種サイズを展
開しています。新商品の開発を積極的に進め、お客様のニーズに応えられる商品づくり
を行っています。HACCP取得した工場で、安心・安全な商品をお届けします。

■企業PR

タコイカエビを中心とした原料を最終加工製品まで一貫したHACCP対応の製造ラインを持ち、お
客様に高品質、安心安全かつ、おいしく、健康にも良い商品造りを目指しております。

高食物繊維・低カロリー・糖質ゼロの自然素材の新食品です
It is a new food made from high dietary fiber, low calorie, zero carbohydrate natural materials.

豆富屋さんのうの花こんにゃく
Tofu shop's Unohana konnyaku

搾りたての生おからからできた無添加・低カロリー・糖質ゼロの新食品。腸内環境改善
とデトックス効果のある食物繊維も豊富です。クセのない食感と味だから使い方は自
由自在。あなたの健康生活を食卓から応援します。

New food made from freshly squeezed raw okara without additives, low calorie, and no sugar. 
Dietary fiber with intestinal environmental improvement and detoxification effect is also 
abundant. I will support your healthy life from the table.

■企業PR

当社は大正12年に水戸市に創業、平成元年に現在の那珂工場を稼働させ豆腐及び豆腐関連商品
の製造販売を行なっています。平成13年にHACCP認証を取得し最新の食品衛生管理も導入して
おります。個人消費向け商品の他、業務商品、PB商品等多様な顧客ニーズに対応した商品を提供
しております。

Since our establishment in 1923, we have been manufacturing and sel l ing tofu and 
tofu-related products until now. In 2001 He acquired HACCP certification and introduced the 
latest food hygiene management to provide safe and safe products.

お客様の目指す味や使用用途に適した削り節のご提案をします
We can customize the flavor blend and shaving style of preserved fish flakes to your taste. 

造り手のこだわったいわし削り節、まぐろ削り節
flakes of preserved fish including katsuo (skipjack tuna), sardine, and mackerel

他社取扱いの少ない「いわし削り」「まぐろ削り」「さんま削り」「タラ削り」との配合や
「糸削り」「中厚削り」「うず花削り」等の特殊な削り手法を駆使し、お客様のニーズに
合った商品をご提案致します。

Our blocks of katsuo, preserved through a process that lasts approximately six months, are 
shaved into fine and delicate flakes with a technique perfected over our 90-year history.

■企業PR

各種削り節の製造ならびに販売・企画開発。桜えび、小えび、煮干し、昆布等の乾物販売。削り節使
用の冠婚葬祭向けギフト、イベント使用ノベルティの企画・製造・販売。

In addition to katsuobushi (dried, fermented and smoked katsuo [skipjack tuna]), we offer a 
wide range of other “umami” products, including dried, fermented and smoked mackerel, 
scad, and blends of different types.
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驚く昆布！今までにない新しい昆布の使い方をご提案いたします！
Decorative Kombu?creative way to use and eat.Put some fun in your food!

■企業情報

住所 〒132-0001 東京都江戸川区
 新堀2-23-3
 2-23-3, Niihori, Edogawa-ku, Tokyo, 

132-0001, Japan

TEL 03-5243-3078
URL http://www.office-web.jp/kawahito/
担当 代表取締役　川人 満
 President & CEO Mitsuru Kawahito

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

佐野製麺（株）
Sanoseimen Co.,Ltd

9B30-041

静岡県

出展商品

■企業情報

住所 〒410-3514 静岡県賀茂郡
 西伊豆町仁科399-3
 399-3, Nishina, Nishiizu-cho, Kamo-gun, 

Shizuoka, 410-3514, Japan

TEL 0558-52-0047
URL http://men-ya.com
担当 代表取締役　佐野 俊子
 Representative Director Toshiko Sano

彩り昆布、彩りだし昆布、磯香
IRODORI/KOMBU IRODORI DASHI KOMBU/ISOKA

昆布の川ひと（（有）川人）
Kawahito Ltd.

9B30-042

東京都

出展商品

思わず笑顔になる楽しい昆布をたくさんご用意しております。日本の伝統食材である
昆布を現代のレーザー技術で驚く商品に仕上げました。他にはない新しい昆布の使い
方と楽しみ方を是非お試しください！

We have a lot of kind of dry sea vegetables.In particular, Kombu is traditional ingredient in 
Japan. we produce komb new style and unique by laser cut. These will bring an involuntary 
smile to your face.

■企業PR

乾物海藻、海藻加工品販売および卸業務。全国百貨店催し物出店、イベント出店。水でもどすと形に
なる「彩り昆布」やだしを取るデザイン昆布「彩りだし昆布」、昆布のおちょこ「磯香」で食卓に笑顔
と感動をもたらします。

We have been in buisiness for about 25years as wholesale and retail trade supplies dry sea 
vegetables(specialied in kombu) company. Our company is known for 'IRODORI KOMBU'.

（株）さくら工房
Sakura Factory Co.,Ltd

9B30-044

神奈川県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

コーヒー豆不使用・玄米だけを焙煎した本当に美味しい玄米飲料
Coffee beans not used. Really delicious unpolished rice drinks roasted only brown rice.

玄米コーヒー
Brown rice coffee (Coffee-like beverage using brown rice)

ニッポン地域商社・（株）MNH
MNH Co.,Ltd

9B30-043

東京都

出展商品

■企業情報

住所 〒182-0021 東京都調布市
 調布ヶ丘1-34-1
 1-34-1, Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo, 

182-0021, Japan

TEL 042-443-1351
URL http://mnhhappy.com/
担当 取締役社長　小澤 尚弘
 Chief Operating Officer Naohiro Ozawa　

古来中国の漢方としても飲まれていた玄米コーヒー。玄米だけをつかっているため、カ
フェインが全く入っていません。
またドリップタイプ、ポーションタイプ、業務用タイプなど多様な形態で商品をご用意し
ています。その他、お好きなお米でオリジナル玄米コーヒーを作ることもできます。

Because brown rice is being used, caffeine is not contained at all.
We also offer products in various forms such as drip type, potion type, business type. In 
addition, you can also make original brown rice coffee with your favorite rice.

■企業PR

自社製造品「玄米コーヒー」は、庄内町が新たな6次産業化拠点として建てた、庄内町新産業創造館
「クラッセ」にて焙煎から包装作業までを一貫して行っています。
美味しい玄米コーヒーをつくるために、研究開発を繰り返し、米のおいしさとコーヒーの風味を併
せ持つ逸品ができあがりました。

Our own product "Brown Rice Coffee" has been consistently doing from roasting to packaging work 
at Shonai Town, One of Japan's leading rice fields.
Research and development of brown rice coffee having both taste of rice and flavor of coffee.

商談会シートなど
の情報はこちら

ソフトドリンク
＆アルコール

■企業情報

住所 〒225-0024 神奈川県横浜市
 青葉区市ケ尾町1161-11
 1161-11, Ichigao-cho, Aoba-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa, 225-0024, Japan

TEL 045-482-9848
URL http://www.sakura-factory.jp
担当 代表取締役　櫻井 友子
 Representative Director Tomoko Sakurai

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

グルテンフリー  日本の米粉でつくったスーパーフード！

米粉パティスリー

日本の米粉でつくったスーパーフードで皆様の食卓を豊かにしたいという思いで出展
しました。豊かさとは「みんな一緒に同じものが食べられる」という要素も現代では必
要となってきています。
たくさんの試食をご用意してお待ちしております。

■企業PR

女性（おかん）が自分の子供に食べさせたいかどうかをジャッジし、製品の開発・製造・販売をして
います。米粉の特性を生かし、独自の製法で一つ一つ丁寧につくりあげた米粉100％のシフォン
ケーキを主力に、機能性を考えた米粉のスーパーフードを取り揃えております。

イカスミを練り込んだまっ黒な麺の海鮮風の塩焼きそば
Kaizoku-yaki fried noodles use black noodles made with squid ink.

海賊焼
KAIZOKUYAKI

■企業PR

伊豆の特色を生かしためん類を製造しています。当社は製麺技能士（日清製粉指定）がおり、製麺技術
を生かした商品開発は全国的にも定評があります。中でも、海賊焼は平成24年度むらおこし特産品コ
ンテストの経済産業大臣賞をはじめ数々の賞を受賞するなど県内外から高い評価を受けています。

Our company manufactures noodles with a regional flavour of Izu. Our certified noodle-maker 
(designated by the Nisshin Seifun Group) has a formidable reputation all over Japan for his 
noodle-making skills and product development. Especially his Kaizoku-yaki fried noodles are 
highly rated both in and outside the prefecture, winning numerous awards such as the 2012 
METI award in a contest to find the best specialty to revitalize villages.

西伊豆町のご当地グルメ。
イカスミを練り込んだまっ黒な麺に、イカや野菜をたっぷり入れて、塩ダレで炒めるの
が美味しい海鮮風の塩焼そば。平成24年度むらおこし特産品コンテストの経済産業
大臣賞をはじめ数々の賞を受賞するなど県内外から高い評価を受けています。

Regional gourmet dishes from Nishiizu. A tasty seafood fried noodle dish using black noodles 
made with squid ink, mixed with squid and vegetables. This dish is highly rated both in and 
outside the prefecture and has won numerous awards such as the 2012 METI award in a 
contest to find the best specialty to revitalize villages.
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製油メーカーが開発した、新感覚の調味料を展示致します
We display new sense seasoning that developed by Oil manufacture maker.

■企業情報

住所 〒515-2314 三重県松阪市
 嬉野新屋庄町565-1
 565-1, Ureshino-Niwanosho-cho, 

Matsusaka-shi, Mie, 515-2314, Japan

TEL 0598-48-0036
URL http://www.ureshino-lab.jp
担当 代表取締役　辻 保彦
 President Yasuhiko Tsuji

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

9B30-045

神奈川県

出展商品

■企業情報

住所 〒256-0803 神奈川県小田原市
 前川435-2
 435-2, Maegawa, Odawara-shi, 

Kanagawa, 256-0803, Japan

TEL 0465-20-6400
担当 代表取締役社長　大曽根 一成
 President Director Kazunari Osone

フレーバーオイル、黒にんにくドレッシング、新感覚調味料
FLAVOR OIL,Black Garlic Dressing Series,Fresh Twist Flavoring Series, FLAVOR OIL DRESSING

うれし野ラボ（株）
Ureshino-Lab Co.,Ltd

9B30-046

三重県

出展商品

昨年のFOODEXで好評であった、フレーバーオイルシリーズを使用したドレッシング
を新発売。海外での評価の高い、フレーバーオイルシリーズ。三重県産無臭黒にんにく
を使用したドレッシングシリーズ、水にとける唐辛子などの新感覚調味料シリーズを展
示しております。

Ureshino-Lab Co.,Ltd released new dressing used of FLAVOR OIL series that was popular at last 
year's FOODEX.We display the FLAVOR OIL series　that has had a good reputation even 
overseas,Black Garlic Dressing Series, Fresh Twist Flavoring Series.

■企業PR

食品製造販売業（親会社である辻製油の抽出技術を活用して作られた新感覚調味料の製造販売、
三重県産の大粒性無臭にんにくを使った黒にんにく加工品の製造販売、製油精製技術を活かした
香りつけのオイル、フレーバーオイルシリーズ、フレーバーオイルを使用したドレッシングの販売）

Manufacture and sale of new sense seasoning used the extraction technologies our parent 
company(Tsuji Oil Mills) has, processed food of odorless black garlic made in Mie, Flavor Oil 
Series used refining techniques, Dressing used of the flavor oil.

（株）隆祥房
Ryushobo Co.,Ltd

9B30-048

愛知県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

貴重な国産金時生姜をご家庭で、爽やかな香りと辛み

（有）木村農園
Kimura Farm Co.,Ltd 

9B30-047

愛知県

出展商品

■企業情報

住所 〒490-1301 愛知県稲沢市
 平和町須ケ谷郷473
 473, Sugatanigou, Heiwa-cho, 

Inazawa-shi, Aichi, 490-1301, Japan

TEL 0567-46-0228
URL http://shougaya.com
担当 代表取締役　木村 憲政
 Representative Director Norimasa Kimura

貴重な国産金時生姜とその加工品。矢生姜（はじかみ）その特徴は鮮明な赤。きれいな
赤色が料理に彩を加えます。一般の生姜と比べてかなり小さく、香りと辛味が大変強い
です。使いやすい金時粉生姜・金時生姜ジャムはお飲み物やお料理に最適です。

■企業PR

木村農園では金時生姜に魅せられ親子3代、半世紀にわたり栽培を続けてきました。その風味の良
さと鮮やかな天然の赤い色。ご家庭では召し上がる機会の少ない金時生姜を多くの方に知って頂
き、その風味を味わっていただきたいと思い販売をしております。使いやすい金時粉生姜・金時生
姜ジャム等加工品もございます。

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

■企業情報

住所 〒456-0012 愛知県名古屋市
 熱田区沢上1-3-37
 1-3-37, Sawakami, Atsuta-ku, 

Nagoya-shi, Aichi, 456-0012, Japan

TEL 052-682-0050
URL http://www.ryushobo.com
担当 営業部 課長　野々部 高徳
 Sales Division Sales Manager
 Takanori Nonobe

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

春を楽しむ神奈川県名産の八重桜を使用したゼリーです
It is the jelly using the double cherry blossom made specially in Kanagawa enjoying spring.

神奈川県産桜ゼリー
Cherry tree jelly from Kanagawa

神奈川県名産の素材を生かした商品などを展示させて頂いています。他者様にはない
商品をご提案、ご提供できるかと思います。弊社だけの商品だけでなく、共に商品開発
をして頂ければと思います。

I display the products which kept material made specially in Kanagawa alive. I suggest a few 
product to others and think whether you can contribute it. As well as the product only for us, I 
think that you can do product development together.

■企業PR

神奈川名産の農産物を加工した商品を販売しています。地元神奈川西部の商品などをご提案させ
て頂きます。また必要であれば、OEMなどの対応もさせて頂きます。素材を生かした商品の販売を
行っています。

I sell the product which farm products made specially in Kanagawa were processed into. I 
suggest products of local West Kanagawa. In addition, please let the OEM cope, if necessary. I 
sell the product which I made use of the subject matter in.

（株）ナチュレ
Nature Co.,Ltd

矢生姜（はじかみ）金時粉生姜・金時生姜ジャム

グルテンフリー商品。米粉餃子皮に玄米粉を入れ栄養価アップ
Gluten-Free  We uses Genmaiko to improve nutrition value. There are 4 color sheet and sesame type.

玄米粉入り米粉餃子皮  大豆シート
Komeko gyouza kawa  Soy sheet

『玄米粉入り米粉餃子皮』の他に北海道産の小麦粉を使用した『国産小麦の餃子皮』
や有機JAS認定の『オーガニック餃子皮』など、こだわりのある餃子皮のレパートリーが
あります。その餃子皮を使用し普通の餃子レシピだけでなく、旬な食材を使用した餃子
や包まない提案など幅広いメニュー提案をいたします。

We have particular gyoza kawa. 「Kokusannkomugiko gyouza kawa」is using the wheat flour 
from Hokkaido. 「Organic gyoza kawa」is using organic ingredients. And we suggest standard 
recipe, special recipe using seasonal food, and not dumpring recipe.

■企業PR

餃子皮や春捲皮など皮製品一筋60年。北海道から沖縄まで全国に商いをさせて頂いております。
また、海外にも出荷させて頂いております。主力商品の餃子皮と春捲皮はモンドセレクション2016
の金賞受賞商品です。その技術を駆使し、2016年9月に発売しました新商品『玄米粉入り米粉餃子
皮』を発売致しました。

We are making quality food products for 60 year. We sales to all over Japan (Hokkaido to 
Okinawa) , and also to oversees. Our main product, 「Gyoza kawa」 and 「Harumaki kawa」 was 
awarded monde selection gold. We rolled out 「komeko gyouza kawa」 in 2016.
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■企業情報

住所 〒441-8033 愛知県豊橋市
 入船町33
 33, Irifune-cho, Toyohashi-shi, Aichi, 

441-8033, Japan

TEL 0532-45-2155
URL http://www.t-ryoshoku.co.jp
担当 代表取締役　伴野 乙彦
 President Otohiko Banno

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

ココノエフーズ（株）
Kokonoe Foods Co.,Ltd

9B30-049

愛知県

出展商品

■企業情報

住所 〒447-0844 愛知県碧南市
 港本町4-38
 4-38, Minatohon-machi, Hekinan-shi, 

Aichi, 447-0844, Japan

TEL 0566-41-9991
URL http://www.kokonoefoods.co.jp
担当 代表取締役　田岡 末廣
 CEO Suehiro Taoka

豊橋糧食工業（株）
Toyohashi Ryoushoku Industry Co.,Ltd

9B30-050

愛知県

出展商品

（株）もみじかえで研究所
Maple Laboratory Inc.

9B30-052

岐阜県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

小林生麺（株）
Kobayashi Noodle Co.,Ltd

9B30-051

岐阜県

出展商品

■企業情報

住所 〒500-8172 岐阜県岐阜市
 白山町2-23
 2-23, Hakusan-cho, Gifu-shi, Gifu, 

500-8172, Japan

TEL 058-262-9374
URL http://www.kobayashiseimen.jp
担当 代表取締役　小林 俊夫
 President Toshio Kobayashi

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

■企業情報

住所 〒507-0831 岐阜県多治見市
 新町1-23 多治見市産業文化センター2F
 Tajimi City Business Incubator 2F, 1-23, 

Shin-machi, Tajimi-shi, Gifu, 507-0831, Japan

TEL 0572-44-7950
URL http://www.momijikaedelab.jp
担当 代表取締役　本間 篤史
 President Atsushi Honma

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

小麦ゼロ。白米と玄米で作ったグルテンフリーヌードル
Gluten Free Noodle (Rice noodle,Brown rice noodle)

グルテンフリーヌードル
Gluten Free Noodle (Rice noodle,Brown rice noodle)

国際品質規格ISO9001を認証取得した専用米粉麺工場でアレルギー物質27品目を
一切使用しないで作りました。米国のグルテンフリー認証機関であるGFCOから認証
取得したグルテンフリーヌードルです。特許製法により電子レンジでの調理もでき、茹
で時間も3分～4分と短いのが特徴です。賞味期限は常温180日。

We have ten different types of gluten free nice noodle which is free of major 27 allergen 
ingredients. These noodles are.microwaveable so you can take it with you anywhere.The 
noodles are made in gluten free facility which is certified by ISO9001.

■企業PR

創業1947年の業務用生麺製造メーカーです。「品質こそ我が社の命」を品質方針に一貫してプロ
用の生麺をISO9001品質規格を基に製造しています。生中華麺、生パスタ、餃子の皮類、グルテン
フリーヌードルが主力商品です。

Founded in 1947.Our vision is to transmit health and vitality from Gifu prefecture,right in the 
middle of japan,to the rest of the world.We work hard To ensure our customers are never 
disappointed.

薔薇が華ひらく、美しい味と香り、1輪の薔薇を大切な人へ贈る
The beautiful taste and fragrance that a rose opens Hana.

薔薇ジャム、薔薇シロップ
Rosejam、Rosesyrup

原料には有機JAS認証の薔薇を使用しています。その中でも、色・香り共に最高ランク
の品種「パープルフラガンシア」の花弁を使用しています。薔薇本来の美しい色と香り
を活かす為、香料・着色料は加えておりません。

I use a rose of the organic JAS certification for raw materials. I do not add fragrance, the 
coloring agent to make use of a rose original beautiful color and fragrance.

■企業PR

当社は、平成22年6月に、創業240年の歴史がある日本最古の本みりんメーカー九重味淋㈱の、つ
ゆ・たれ製造部門を分社した企業です。業務用液体調味料を全国の食品メーカー、料飲店チェーン
等に企画提案・提供させて頂いている実績・ノウハウを基に新しいジャンルである「有機JAS薔薇を
使った食品」を展開しています。 

We are the companies where a branch shrine did soup, the sauce production section of this 
Japanese oldest sweet sake maker Kokonoe sweet sake company with the history of 
establishment of a business 240 years in June, 2010.

ハートに優しい大麦生活
Life with barley warms your heart.

大麦シリアル7.7、大麦シリアル3.3、発芽押麦など
Barley Cereal 7.7, Barley Cereal 3.3, Sprouted pressed barley

お客様のニーズに合わせた大麦商品のご提案、OEMについてのご相談を賜ります。大
麦に関する事は何でもお気軽にお問い合わせください。

Please inquire to be concerned with barley everything any time.

■企業PR

創業以来69年、食物繊維が豊富な日本の伝統的な大麦健康食「麦ごはん」の麦など、大麦食品の
製造販売を行うメーカーです。麦ごはん用・醸造用の精麦品、大麦粉、大麦シリアル、大麦麺などが
ございます。発芽押麦事業が「新連携」認定事業になり、「発芽押麦及びその製造方法」の特許も取
得致しました。

Barley is a grain which contains the most and well-balanced water-soluble and insoluble 
dietary fiber. One of which is β-glucan, a water soluble dietary fiber, which out of all other 
grains, contains the most abundant amount in barley.

世界初！ 見るから食べるもみじへ  新しい｢日本｣の表現方法
The world first! Edible Japanese maple foods here! 

もみじ茶、もみじスパークリング、もみじエキス、食べるもみじ葉
Japanese maple tea, sparkling (cider), extract,  freeze-dried powder, dried edible leaf and so on.

もみじは色、形も美しく、美味しさや機能性の観点も自信を持って紹介できる素材で
す。このようなもみじの特長を生かした世界初の商品を開発しています。皆様ぜひ一度
ご賞味いただき、関心をもっていただければ幸いです。

Japanese maple contains rich polyphenols and anthocyanins, good color, nice flavor and 
beautiful shape of leaf as well. This extract are used as material of health foods and pastry.

■企業PR

もみじ葉を独自製法で加工したもみじ茶®や、もみじ葉の紅色を独自技術で抽出したエキスや、60
枚分を濃縮したサイダーやシャーベットなど世界初、オンリーワンの商品を販売しています。また、
もみじ葉は自社農園で無農薬栽培したものを手摘みで丁寧に収穫し使用しています。岐阜県多治
見市を世界一のもみじの町にします！

We, Maple Laboratory are making foods from Japanese maple leaves cultivated in own farm 
without pesticide. The world-first produts for example tea, extract, powder, sparkling, edible 
leaf and so on. We can present you  Japan nature and beauty.
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■企業情報

住所 〒509-8231 岐阜県恵那市
 中野方町4484-72
 4484-72, Nakanoho-cho, Ena-shi, Gifu, 

509-8231, Japan

TEL 0573-23-2124
URL http://www.dangoya.co.jp/top/index.html
担当 代表取締役　柘植 清
 Representative Director Kiyoshi Tsuge

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）飛騨海洋科学研究所
Hida Ocean Science Laboratory Co.,Ltd

9B30-053

岐阜県

出展商品

■企業情報

住所 〒509-4244 岐阜県飛騨市
 古川町是重2-2-8
 2-2-8, Koreshige, Furukawa-cho, 

Hida-shi, Gifu, 509-4244, Japan

TEL 0577-73-7006
URL http://hidatorafugu.com/
担当 代表取締役　深田 哲司
 Representative Director Tetsuji Fukada

（株）巴軒
Tomoeken Corp

9B30-054

岐阜県

出展商品

ロイヤルブルーティージャパン（株）
Royal Blue Tea Japan Co.,Ltd

9B30-056

神奈川県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

（有）マグリーフ
Magleaf Co.,Ltd

9B30-055

岐阜県

出展商品

■企業情報

住所 〒504-0902 岐阜県各務原市
 蘇原緑町4-21-4
 4-21-4, Midori-machi, Sohara, 

Kakamigahara-shi, Gifu, 504-0902, Japan

TEL 058-371-6630
URL http://www.magleaf.co.jp/
担当 代表取締役　増永 朗
 President Akira Masunaga

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

■企業情報

住所 〒253-0014 神奈川県茅ケ崎市
 本宿町2-8
 2-8, Honjuku-cho, Chigasaki-shi, 

Kanagawa, 253-0014, Japan

TEL 0467-50-0806
URL http://www.royalbluetea.com/
担当 代表取締役社長　吉本 桂子
 President Keiko Yoshimoto 

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

全てに岐阜県産素材を使用した、目にも楽しいスイーツです
Products and materials are all made in GIFU. Fascinating sweets!

鮎・もみじ・よつばせんべい、ドライフルーツ、酒粕・果実ジャム
SENBEI with Sweetfish, MOMIJI, and 4-leaf. Dry Fruits. Sake lees and Fruits Jam.

メインの原料は全て岐阜県産の無農薬栽培された産品です。余計な添加物は使用せ
ず、素材の美味しさ・美しさを十分に感じられるスイーツです。スーパーフードとして注
目されているゴールデンベリーのジャムやドライフルーツ、本物の鮎を使ったインパク
ト大のせんべいなどは、新たな岐阜県のお土産です。

Main materials are made in Gifu and all organic. Golden berry jam and dry fruits to be 
watched as a super food, and SENBEI using a real sweetfish have big impact and are new 
gifts from Gifu.

■企業PR

原料・製造加工・販売に至るまでを岐阜県にこだわった商品を企画・販売しています。岐阜県には、
市場に流通されず埋もれている良い原料がたくさんあります。そんな原料を小売が出来る商品とし
て企画開発及び製造加工を行い、広くアピールして販売する。この一連の流れを結びつけることが
弊社の役割だと自負しております。

Our company plans and sells not only the products but its materials, manufactruing process and 
sales which all focus on Gifu prefecture.  We take pride in our role  to tie up a series of such a flow.

一度は食べたい！ 高級魚『飛騨とらふぐ』のお土産
I want to eat once! A souvenir of a luxury fish "Hida torafugu".

魚の王様！ 飛騨とらふぐを使用したお土産
The King of Fish! Souvenirs using "Hida torafugu"

海の無い飛騨高山で、魚の王様！と言われる「とらふぐ」を食べて見ませんか？
飛騨とらふぐは、飛騨でしか食べられないとらふぐです。旨みと甘みの乗ったとらふぐ
をたっぷり使ったお土産品を是非ご賞味ください。

The King of Fish! Why do not you eat "Fugu" said?
"Hida torafugu" raised in Hida Takayama with no sea can only be eaten in Hida. Please relish 
the souvenirs which used plenty of "Hida torafugu" on which umami and sweetness came.

■企業PR

海上養殖（海水）に飼育期間・旨味とも優る、循環式陸上養殖（真水）の「飛騨とらふぐ」を、地域ブラ
ンドとして観光資源に成長させ、地元地域内の資金循環と交流人口の増加による地域活性化を実
施しています。飛騨とらふぐを活用した飲食メニューの開発、土産品の開発によりさらなる地域発
展へとつなげていきます。

"Hida Torafugu" circulating land farming with fresh water is grown as a tourism resource as a 
regional brand.
In addition, we develop menus using "Hida Torafugu" and develop souvenirs.

餅粉の使用を抑え、低コストの米粉メインでもちもち食感を実現！
The use of rice cake powder was suppressed, realizing a rich texture with low cost rice flour.

もちもち食感の塩もち・とろけるわらび餅
Rice cake with saltiness of rich texture AND Warabimochi melts in mouth

木曽川上流の地下90mより湧き出した自然のままの水を使い、品質管理を徹底した
製造場にて生産されています。生地はでんぷん構成に着目した独自の技術を駆使し、
餅粉主体ではなく、米粉でコストを抑えつつもちもち感のある美味しい仕上がりとなっ
ています。OEM商品の開発も行っておりますので、是非お試しください。

We use water springing up from 90 meters below the Kiso River upstream. The dough makes 
full use of its own technology focusing on the starch composition.Realizing a rich texture with 
low cost rice flour.We also develop OEM products, so please try it.

■企業PR

まず、弊社ではすべての製品に良質な湧き水を使い、品質管理を徹底した製造場（クリーンルーム 
クラス50,000、HACCP申請中）にて業務を行っております。新規性の高い商品の開発、OEM商品
の実績が多数あります。独自の技術を駆使したわらび餅は催事販売等で人気の商品です。

Our products use quality spring water. We are doing business in quality controlled factory. 
There are many achievements of development of highly novelty products and OEM products. 
Warabimochi is a popular item for event sales etc.

G7伊勢志摩サミットで採用された高級茶を体験しませんか！
Treat yourself to the world`s finest bottled tea, served to world leaders at the Iseshima G7 Summit.

ワインボトル入り水出し高級茶のラインナップを展示
We present our line up of cold-brewed luxury bottled teas.

ロイヤルブルーティーとは、ワインボトル入りの水出し高級茶のことです。ワイングラス
に注ぐだけで「いつでもどこでも誰でも」愉しめる非日常茶。JAL国際線ファーストクラ
ス全便、高級レストラン・ホテル・旅館で使用されています。

Royal Blue Tea is a cold-brewed luxury bottled tea, served in a wine glass, enjoyable by 
anybody, anywhere, at any time. Our teas are served at high-end restaurants, hotels, 
guesthouses, and on the first-class section of Japan Airlines. 

■企業PR

ワインボトル入り水出し高級茶の製造販売。こだわりは手摘み茶葉を使用、じっくり3日間または7
日間かけて水出し抽出、添加物不使用、加熱殺菌もせず、1本ずつ手造りです。

Luxury bottled tea manufacture and sales. Royal Blue Tea uses only hand-picked tea leaves, 
extracted in cold water for 3̃7 days. We do not use any artificial additives or preservatives. 
Each and every one of our teas is crafted individually by hand.

30 31



■企業情報

住所 〒402-0228 山梨県南都留郡
 道志村長又12611
 12611, Nagamata, Doushi-mura,
 Minamitsuru-gun, Yamanashi, 402-0228, 
 Japan

TEL 0554-52-2769
URL http://pureewine.com/
担当 代表　吉野 勝
 Management Masaru Yoshino

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）横尾商事（横浜フランス菓子 プチ・フルール）
Yokoo Shoji Co.,Ltd

9B30-057

神奈川県

出展商品

■企業情報

住所 〒233-0007 神奈川県横浜市
 港南区大久保1-10-5
 1-10-5, Okubo, Kounan-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa, 233-0007, Japan

TEL 045-842-0310
URL http://www.petitefleur.co.jp
担当 洋菓子部 常務取締役　横尾 典克
 Pastery Section Executive Managing
 Director Norikatsu Yokoo

グリーンリバース
Green Rebirth

9B30-058

山梨県

出展商品

（株）片山
Katayama Co.,Ltd

9B30-060

静岡県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

（株）ルミエール
Lumiere Co.,Ltd

9B30-059

山梨県

出展商品

■企業情報

住所 〒405-0052 山梨県笛吹市
 一宮町南野呂624 
 624, Minaminoro, Ichimiya-cho, 

Fuefuki-shi, Yamanashi, 405-0052, Japan 

TEL 0552-47-0207
URL http://www.lumiere.jp/
担当 代表取締役社長　木田 茂樹
 President Shigeki Kida

商談会シートなど
の情報はこちら

ソフトドリンク
＆アルコール

■企業情報

住所 〒420-0922 静岡県静岡市
 葵区流通センター5-2
 5-2, Ryutsucenter, Aoi-ku, Shizuoka-shi, 

Shizuoka, 420-0922, Japan

TEL 054-263-2424
URL http://www.yamakata.jp
担当 代表取締役社長　片山 正徳 
 President Masanori Katayama

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

瓶内発酵によって仕上げた本格的なスパークリングワインです

スパークリングワイン甲州、
光カベルネソーヴィニヨン

スパークリング甲州は、瓶内二次発酵で造られた本格的なスパークリングで、甲州の旨
味を自然のきめ細かい泡で包みました。爽やかで繊細な味わいは、和食にとても合い
ます。また、自社農園の自然農法で造られた光カベルネソーヴィニヨンは、日本でもこ
の様な赤ワインが出来るのかと思われる程、重くエレガントなワインです。

■企業PR

ルミエールのブドウ畑は、土砂が形成した扇状地の上にあり、表土の下は花崗岩の砂礫が堆積して
いるブドウの栽培に適した土壌となっています。更に、ルミエールの自社畑では、あえて畑を耕さず
多数の雑草が自生する不耕起栽培を採用するなど自然に近い状態でブドウを育てています。

特許、食べるワインです
patented Pureewine is wine paste 

ワインペーストピュレワイン
pureewine

ワインペーストピュレワインは、あらゆる食品加工にご利用頂けます。ソース、たれ、生
地、乳製品、菓子等に、添加材料や安価な増量材として使用出来ます。パテドライなど
にも加工出来ます。また、畜産等での飼料として、ポリフェノールを含有した新ブランド
の商品化が可能です。pureewineをお試し下さい。

Wine paste Pureewine can be processed into various foods such as sauce, gravy, dough, dairy 
products, confectionery, sun-dried Pate and can even beused as additives and low-price filler. 
It can be commercialized into a new brand of product as fodder containing polyphenol for 
animal usbandry. Please try our special “Pureewine”.

■企業PR

ワインの搾りかすはパミスと呼ばれています。特許Pureewineはワイン残さから生れた、ペースト
状ワインです。山梨はじめ海外ワイナリーでもパミスは処分されています。当店はパミスの食品加工
専門店です。

The solid remains of grapes after being pressed to make wine is called pomace.  Our patented 
Pureewine is wine paste made from wine remains. Not only in Yamanashi, but also in wineries 
overseas, pomace is being disposed. We specialize in manufacturing pomace food.

有明海産海苔100％の健康志向スナック

サクッと大人おやつのり 
ごま入り・梅味・手羽先風味

有明海産で収穫された黒バラのりを特殊製法で焼き上げ、甘くて口どけも良くカリカリ
とした食感に仕上げました。低カロリーでヘルシー、持ち歩ける小袋サイズで、海苔を
使った自然派おやつスナックです。

■企業PR

海苔を専門に扱うメーカーです。海苔の流通は板海苔が主流ですが、近年は海苔の原藻をそのまま
乾燥した、ばら干し海苔を原料にした商品の販売にも注力しているメーカーです。中でも海苔の新
しさを生み出すように味付加工して、スナック感覚で食べられる「大人おやつ海苔」と「のりの実」を
発売いたしました。

肥沃な大地で育った神奈川県根府川産早摘みグリーンレモン使用
Used fast-picking green lemon from NEBUKAWA, Kanagawa prefecture, which grew up on a fertile ground.

潮風かをる緑の恵み～湘南グリーンレモンケーキ～・レモン餡他
Green Lemon Cake and some products of Green Lemon  

明治時代から柑橘農園として営む神奈川県根府川の廣井農園のレモン、中でも希少価
値の高い早摘みのグリーンレモンのみを使用し、爽やかな香りとフレッシュ感が楽しめ
る商品です。
また、新規開発商品のグリーンレモン餡は幅広い用途でご使用いただけ、お客様のご
要望に応じて甘さや硬さをご提案できます。

Green Lemon Cake, it's using only fast-picking green lemon with a high rarity value in 
NEBUKAWA,so you can enjoy refreshing fragrance and fresh feeling. And Green lemon paste 
can be used in a wide range of foods, we can respond to various requests.

■企業PR

1971年の開業以来、材料に嘘をつかず、フランス菓子の伝統とパティシエの独創性をうまく調和
させてきました。地域に根差すフランス菓子の店として、お客様に愛される商品のご提供をさせて
頂いており、神奈川・横浜からの安心安全なお菓子を開発し続けます。

Since in 1971, we have not lied to materials, and have harmonized the tradition of 
confectionery with the originality of pastry.As a local cake shop, we are offering products 
loved by customers, we'll  continue developing safty item from Yokohama.
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熟成された唐辛子の辛味と旨み  雪国に伝わる伝統の発酵調味料
Spicy and Tasty chilli paste  Traditional seasoning of Niigata

■企業情報

住所 〒944-0023 新潟県妙高市
 西条437-1
 437-1, Nishijo, Myoko-shi, Niigata, 

944-0023, Japan

TEL 0255-72-3813
URL http://kanzuri.com/
担当 営業部　森 健太郎
 Sales Kentaro Mori

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）浜佐商店
Hamasashoten Co.,Ltd

9B30-061

静岡県

出展商品

■企業情報

住所 〒420-0011 静岡県静岡市
 葵区安西3-11
 3-11, Anzai, Aoi-ku, Shizuoka-shi, 

Shizuoka, 420-0011, Japan

TEL 054-251-1515
URL http://organic-greentea.com/
担当 代表取締役　望月 敬晃
 President Yoshiaki Mochizuki

かんずり
KANZURI

（有）かんずり
Kanzuri Ltd.

9B30-062

新潟県

出展商品

ただ辛いだけではない、まろやかなコクと深い旨みが特徴の香辛調味料“かんずり”。
地元産の唐辛子を雪にさらした後に、糀・柚子・塩と合わせて最低三年間熟成・発酵さ
せました。保存料・添加物を一切使用していない自然食品です。小売り用の瓶詰商品に
加え、飲食・加工食品へのご利用に業務用商品の規格を用意しております。

Kanzuri is favored by many Japanese to complement miso soup, ramen, grilled chicken, steak 
and even pasta dishes, or often times mixed with soy sauce and mayonnaise to create a spicy 
dressing.

■企業PR

新潟県上越・妙高地方の伝統調味料“かんずり”の製造・販売をしています。かんずりは地元産の唐
辛子を雪にさらした後に、糀・柚子・塩と合わせて三年間熟成・発酵させた自然食品です。地域の伝
統食品を独自の製法で商品化し、現代に伝えています。商標を取得しており、弊社だけの製造・販売
です。

Kanzuri is a traditional paste made in Niigata. The red chilli mixed with rice malt, yuzu and salt, 
then fermented for 3 years. This process not only refines the spiciness, but creates depth and 
body to the taste, making it an all-purpose condiment.

新珠製菓（株）
Aratamaseika Co.,Ltd

9B30-064

福井県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

ティンカーベルのたまごパンは1日86,416個以上売れています
Tamagopan of Tincar Bell  is sold more than 86,416 pieces a day.

（有）ティンカーベル
Tincarbell Ltd.

9B30-063

長野県

出展商品

■企業情報

住所 〒399-8205 長野県安曇野市
 豊科5567-1
 5567-1, Toyoshina, Azumino-shi, 

Nagano, 399-8205, Japan

TEL 0263-72-8530
URL http://www.tincarbell.com
担当 代表取締役　小林 勝
 Chief Executive Officer Masaru Kobayashi

目新しい食品を買い求め、「おいしい！新しい！」と自分のささやかな冒険心が満たされ
た時、お客様はその製品に愛着を持ってくださいます。ティンカーベルのたまごパンの
人気を後押ししてくださった、愛情あふれるSNSの書き込みは、そんな小さな冒険心か
ら生まれたと思います。次の冒険へ共に！

When you look for new  products and think "that's delicious!new!", and that satisfy  sporting 
blood, customers feel affection for the products.Posting a message to SNS which boost the 
popularity of Tamagopan has been  made by such  sporting blood.

■企業PR

美味しい素材の宝庫安曇野で、売れる商品の企画から製造まで、一貫して行える技術集団を擁する
会社です。かつてはOEM開発でヒットを生んで来ましたが、現在は自社ブランド確立の為、ティン
カーベルのたまごパンを主力商品に位置付けています。

We are the company having a technology which enable us to plan and produce products in 
Azumino. We have developed hit products by OEMs so far, but now, we locate Tamagopan as a 
major product to establish own brands.

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

■企業情報

住所 〒915-0816 福井県越前市
 小松1-5-1
 1-5-1, Komatsu, Echizen-shi, Fukui, 

915-0816, Japan 

TEL 0778-22-6272
URL http://www.aratama.jp/
担当 代表取締役社長　杉本 正一
 president Syouichi Sugimoto  

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

効率より自然に正直な茶作りを！
Harmony with nature rather than efficiency

有機栽培茶各種（煎茶・ほうじ茶・玄米茶・
ティーバッグ・粉末煎茶・抹茶・冷茶等）
Organic green tea(sencha/houjicha/genmaicha/tea bag/tea powder/matcha/cold tea)

■企業PR

美味しく、低価格で、安心してお飲みいただける有機栽培茶をティーバッグ・粉末煎茶・冷茶…と
いった、新しいスタイルで提案しております。効率と売上ばかりを考え、農薬や化学肥料に頼らざる
をえない今の茶業の流れとはまったく反対の、自然のサイクルに正直に山間高知の自然の中で作
られたお茶です。

We have kept producing our tea organically by following the natural cycle for over 30 years.  
We provide organic tea with a new style such as tea bags, tea powder and cold tea. 

今の茶業のほとんどは効率と売上ばかりを考え、農薬や化学肥料に頼ったお茶作りに
なっています。私たちは、できる限り自然のサイクルに正直な茶作りに取り組みました。
美味しく、低価格で、安心してお飲みいただける有機栽培茶をティーバッグ・粉末煎茶・
冷茶…といった、新しいスタイルで提案しております。

Our tea grows in deep mountains area of 400m high, in foot of Kirishima mountains, 
Kagoshima. Our tea has strong good old flavored and relaxing gentle taste by the strict 
environment.

たまごパン他ベークドスイーツ類
Tamagopan and baked sweets

ほんもの完熟おいしさ純粋
Genuine article Ripe Deliciousness pure

金の梅（黄金煮、甘露煮、ワイン煮）
plumb of gold(Golden-Boiled Sweet-cooked Wine-Boiled)

樹上で完熟させた「黄金の梅」は、福井県南条郡の河野でていねいに栽培されたもので
す。最大の特徴は桃のような香りと鮮やかな色です。その肉厚で良質な梅を贅沢に使
い、透きとおる味と香りの無添加ジャム、美しい甘露煮、芳醇ワイン煮に仕立てました。

"The golden plum" which let you ripen fully on a tree was cultivated in Kono of Nanjo-gun, 
Fukui carefully. The biggest characteristic is the fragrance such as the peach and a bright 
expression.

■企業PR

弊社は福井銘菓「羽二重餅」を代表とする観光土産の製造・卸を主にしております。弊社の「羽二重
餅」は福井県産のもち米を使い添加物を全く使用せずに作っております。この事が認められ福井県
の学校給食でも安心安全なスイーツとして子供たちに食べられております。美味しい福井をお届け
しています。

We do production, the wholesale of the sightseeing souvenir which assumes Fukui cake of 
high quality "habutae silk rice cake" a representative mainly.I cook our "habutae silk rice cake" 
without using an additive using glutinous rice from Fukui really.
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こだわりの原料をこだわりの冷凍総菜パンへ

■企業情報

住所 〒921-8163 石川県金沢市
 横川6-14
 6-14, Yokogawa, Kanazawa-shi, 

Ishikawa, 921-8163, Japan

TEL 076-243-7878
URL http://world-carrybread.bizcom-web.com
担当 代表取締役　水上 将人
 President Masato Mizukami

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

9B30-065

福井県

出展商品

■企業情報

住所 〒910-0837 福井県福井市
 高柳1-2101
 1-2101, Takayanagi, Fukui-shi, Fukui, 

910-0837, Japan

TEL 0776-53-0776
担当 代表取締役　横井 孝治
 CEO Kouji Yokoi

一次原料を冷凍カレーパンなどに加工する
OEM事業

ワールド（株）
World Co.,Ltd

9B30-066

石川県

出展商品

全国各地のこだわりの商材を、一緒に商品化に向けて取り組みたいと考えております。
他社との差別化を念頭に、安全で美味しく、面白い商品を作っていきましょう。

■企業PR

石川県で冷凍パン事業を全国へ向けて展開しており、特にカレーパンのスティックタイプやプチタ
イプなど、テイクアウト商品に力を入れております。自社ブランドでは「金沢かれいぱん」や「究極の
かれいぱん」などがあり、さらにお肉や海産物、各企業様のこだわり商材をカレーパンに仕上げる
OEMを、積極的に取り組んでいます。

ブランケネーゼ（株）
Blankenese Co.,Ltd

9B30-068

大阪府

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

比叡山延暦寺御用達のゆば。冷蔵で2ヶ月とロングライフです

（株）比叡ゆば本舗ゆば八
Hieiyuba Honpo Yubahachi Co.,Ltd

9B30-067

滋賀県

出展商品

■企業情報

住所 〒520-0043 滋賀県大津市
 中央4-3-10
 4-3-10, Chuo, Otsu-shi, Shiga, 520-0043, 

Japan

TEL 077-514-1102
URL http://hieiyuba.jp/
担当 代表取締役社長　八木 幸子
 President & CEO Sachiko Yagi

国際的な食品安全マネジメントシステムであるISO／FSSC22000を、ゆば工場として
世界で初めて取得しました。
衛生的な環境で製造することにより、保存料不使用で、賞味期限が冷蔵2ヶ月の生ゆば
を開発しました。
原材料は滋賀県産大豆のみを使用しており、比叡山延暦寺御用達、滋賀県産大豆使用
のゆばとメニューに謳うことが可能です。

■企業PR

比叡山延暦寺御用達の比叡ゆばは、全商品で滋賀県産大豆だけを使用した、こだわりのゆばづくり
を行っております。また、ゆば工場として、世界で初めて国際的な食品安全マネジメントシステムの、
FSSC22000とハラール認証を取得しました。衛生的な環境で製造する生ゆばは、菌数を抑制し、
冷蔵で2ヶ月の日持ちを実現しました。

商談会シートなど
の情報はこちら

生鮮食材
(農産・水産・畜産)

■企業情報

住所 〒563-0025 大阪府池田市
 城南3-1-8
 3-1-8, Jonan, Ikeda-shi, Osaka,
 563-0025, Japan 

TEL 072-752-7731
URL http://www.blankenese.co.jp
担当 営業部 部長　山下 智
 Sales Department Sales Manager
 Satoshi Yamashita

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

光沢剤・植物油脂を使用せず、チョココーティング致します
It is the jelly using the double cherry blossom made specially in Kanagawa enjoying spring.

こしひかりチョコレート・大豆チョコレート・
六条大麦チョコ

パーム油等の植物油脂を使用しておりませんので、胸のむかつき・喉のつかえがしにく
く、時間を掛けテンパリングとコーティングをしていますので、口どけまろやかです。厳
選素材とクーベルチュールチョコレートの美味しさをお楽しみ下さい。

■企業PR

クーベルチュールチョコレートを使った、レボパンでの加工が主力で、光沢剤を使用せず、仕上げ
ております。福井市産品を使った商品や、オーガニックドライフルーツや無添加ナッツへの加工が
得意です。

横井チョコレート（株）
Yokoichoco Co.,Ltd

比叡ゆば

自社でフリーズドライ加工をする技術を持っています
Freeze-drying processing technology in our company to have.

フリーズドライのお味噌汁
Freeze-dried Miso Soup

ブランケネーゼは、38年の実績でフリーズドライ製品を提案させて頂きます。弊社商品
は勿論、PB・OEMなんでもお気軽にご相談下さい。

We propose you Freeze-dried products with our 38 years experiences. Not only our original 
products, but also PB and OEM. Feel free to enquire us anything.

■企業PR

ブランケネーゼは、創業38年の山芋加工メーカーです。主な商品は、山芋パウダー（フリーズドライ
製法）と冷凍すりおろし山芋、お好み焼粉・たこ焼粉、フリーズドライ味噌汁です。自社にフリーズド
ライの設備を持っており、長年のノウハウでお客様よりPB・OEMも任されております。

We established 38 years ago as yam process manufacturer. Our products are Freeze-dried/Frozen 
Grating Yam, Okonomiyaki/Takoyaki Powder, Freeze-dried Miso Soup. Owning a freeze drying 
machine and recieving orders of PB and OEM from our customers.
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■企業情報

住所 〒598-0071 大阪府泉佐野市
 鶴原1291-1
 1291-1, Tsuruhara, Izumisano-shi, Osaka, 

598-0071, Japan

TEL 072-462-8186
URL http://idsumi.com
担当 代表取締役社長　西出 喜代彦
 President & CEO Kiyohiko Nishide

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

（株）和田萬商店
Wadaman Co.,Ltd

9B30-069

大阪府

出展商品

■企業情報

住所 〒530-0046 大阪府大阪市
 北区菅原町9-5
 9-5, Sugahara-cho, Kita-ku, Osaka-shi, 

Osaka, 530-0046, Japan

TEL 06-6364-4387
URL http://www.wadaman.com
担当 品質管理・営業 課長　久綱 茂義
 Quality Control & Sales Section
 Section Chief Shigeyoshi Hisatsuna

NSW（株）
NSW Inc.

9B30-070

大阪府

出展商品

サンフーズ（株）
Sunfoods Co.,Ltd

9B30-072

広島県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

田中食品（株）
Tanakafoods CO., LTD

9B30-071

広島県

出展商品

■企業情報

住所 〒733-0032 広島県広島市
 西区東観音町3-22
 3-22, Higashikanon-machi, Nishi-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima, 733-0032, Japan

TEL 082-232-1331
URL http://www.tanaka-foods.co.jp
担当 代表取締役社長　田中 茂樹
 President Shigeki Tanaka

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

■企業情報

住所 〒734-0013 広島県広島市
 南区出島1-26-1
 1-26-1, Dejima, Minami-ku, Hiroshima-shi, 

Hiroshima, 734-0013, Japan

TEL 082-250-2511
URL http://www.sunfoods.net/
担当 代表取締役　布崎 正憲
 President Masanori Nunozaki

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

100年以上の歴史に基づいた日本食

旅行の友、ハローキティふりかけ、
ごはんにまぜて各種

和食はお米が主食です。そのお米をより美味しく食べるためにふりかけは作られました。
戦後日本の高度成長を支えた『子を想う親心が生んだ愛情に満ち溢れた食品：ふりか
け』を、ぜひお試し頂けると幸いです。

■企業PR

大正初期、ふりかけ食品の先駆者として“旅行の友”を開発、発売しました。以後、創業から現在に至
るまで、ご家庭で安心して食べられる暖かい食品を作り続けています。

国産原料のみで作ったこだわりの一品。旨味辛みの凝縮した味わい

国産ごま七味

国産胡麻事業に本格的に行ってから15年が経過しました。少しでも自給率向上に貢
献することと、より高い品質を求め、国内生産者の英知を結集させた商品です。スパ
イスは決して主食とはなりませんが、なければ困る存在とした商品であると自負して
おります。

■企業PR

創業1883年より一貫して、素材のポテンシャルを最大限に生かした取り組みを行ってまいりまし
た。主たる商品の胡麻に関しては、その最も評価点とされる「香り」への追及を、日々今もなお追及
し続けております。技術の伝承も常に行い、安定した商品提供を行えるようにしております。

日本初の水なすピクルスは、昆布だしの馴染み深い和風味

水なすピクルス和風mix

大阪は泉州の水なすを使った初めてのピクルスは、昆布だしのまろやかな和風味とさ
わやかなレモン味の２種類ご用意しています。ほかにも、長芋のピクルス（梅酢）やセ
ロリときゅうりのピクルス、フルーツピクルスなど、新しい時代の食卓にあった箸休め
や常備菜として、幅広い使いみちのピクルスをご提案いたします！

■企業PR

「idsumi（イズミ）のピクルス」は、大阪の南、豊かな水と天候に恵まれた泉州の地で、全国的にも
有名な泉州水なすをはじめ、みずみずしい野菜を一つ一つ丁寧に「すっぱ美味しい」、「ヘルシー」で
「お手軽」なピクルスにしてお届けし、新しい時代の食卓にあった次世代の洋風漬物の提案にチャ
レンジしています。

創業100周年広島本場の味ミツワお好みソースとお好み焼
100th anniversary of foundation. Hiroshima authentic taste Mitsuwa Okonomi sauce and Okonomiyaki.

ミツワお好みソース他ソース類、
冷蔵・冷凍お好み焼「お好み村」
Mitsuwa Okonomi Sauce, chilled and  frozen Okonomiyaki ,  Barbecue Sauce, Yuzu Sauce,Yakisoba Sauce

広島名物お好み焼のフードテーマパークとして、全国的に有名な「お好み村」25店舗
全店で使用されているのは、広島の老舗企業「ミツワお好みソース」です。
冷蔵・冷凍お好み焼「お好み村」と共に、広島市選定「ザ・広島ブランド」に認定されて
います。電子レンジで3分加熱するだけで本場の味をお楽しみ頂く事が出来ます。

Mitsuwa Okonomi Sauce is used at all 25 Okonomiyaki restaurants in Okonomi-mura Village - 
a famous food theme park for Okonomiyaki,  Hiroshima's  specialty.
This sauce is the "Hiroshima Brand"products certified by the coverment of Hiroshima.

■企業PR

今年で創業100周年を迎えました。ミツワお好みソースを主力商品として、広島の食文化の発展と共
に歩んで参りました。
現在海外21カ国に輸出しており、広島観光名所「お好み村」の25店舗全店で使用されています。弊社
で開催のお好み焼体験学習や、専門店開業のお好み焼教室の年間利用者は、3,000名様を超えます。

SUNFOODS is a long-standing company based in Hiroshima city that is celebrating the 100th 
anniversary of its founding in 2016.
We produce Mitsuwa Okonomi Sauce as well as chilled and frozen Okonomiyaki. These  are 
certitied as the "Hiroshima Brand".
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■企業情報

住所 〒731-3196 広島県広島市
 安佐南区伴東町79-2
 79-2, Tomohigashi-machi, Asaminami-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima, 731-3196, Japan

TEL 082-848-7778
URL http://www.yamatoyo.co.jp/
担当 代表取締役社長　山本 千曲
 President Chikuma Yamamoto

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

丸徳海苔（株）
Marutoku Nori Co.,Ltd

9B30-073

広島県

出展商品

■企業情報

住所 〒733-0833 広島県広島市
 西区商工センター7-1-40
 7-1-40, Shoko-Center, Nishi-ku, 

Hiroshima-shi,  Hiroshima, 733-0833, Japan

TEL 082-277-3838
URL http://marutokunori.jp/
担当 代表取締役　濱野 徳之
 President Noriyuki Hamano

（株）山豊
Yamatoyo Co.,Ltd

9B30-074

広島県

出展商品

菊水酒造（株）
Kikusui Sake Co.,Ltd

9B30-076

高知県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

（株）日之出水産
Hinodesuisan Co.,Ltd

9B30-075

広島県

出展商品

■企業情報

住所 〒732-0045 広島県広島市
 東区曙4-1-5
 4-1-5, Akebono, Higashi-ku, Hiroshima-shi, 

Hiroshima, 732-0045, Japan

TEL 082-261-5323
URL http://www.hinodesuisan.co.jp
担当 代表取締役　橋本 智治
 President Tomoharu Hashimoto

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

■企業情報

住所 〒784-0004 高知県安芸市
 本町4-6-25
 4-6-25, Hon-machi, Aki-shi, Kochi, 

784-0004, Japan

TEL 0887-35-3501
URL http://www.tosa-kikusui.co.jp
担当 代表取締役社長　春田 和城
 President & CEO Kazuki Haruta 

商談会シートなど
の情報はこちら

ソフトドリンク
＆アルコール

花型やハロウィン、カープコラボ商品、新食感スナック蒲鉾他
Flower type and Halloween, Carp collaboration product, New food sense snack Kamaboko etc.

花びら蒲鉾・四季蒲鉾・ハロウィン蒲鉾・カープ蒲鉾・他
Hanabira Kamaboko, Shiki Kamaboko, Halloween Kamaboko, Carp Kamaboko, Other

弊社は業務用（中食向け）蒲鉾をメインに製造販売しています。花びら蒲鉾や四季蒲
鉾、ハロウィン蒲鉾のような、他社にはあまり真似できない技術力の高い蒲鉾で、お客
様のご要望に応えることが出来ます。広島東洋カープとのコラボ商品等も取り扱ってい
ます。お客様のロゴ入り蒲鉾等、蒲鉾の可能性をご提案できればと思います。

We can respond to customer's request with Kamaboko with high technology which can not 
be copied very much to other companies like petal Kamaboko, Shiki Kamaboko, Halloween 
Kamaboko. I would like to propose the possibility of Kamaboko etc.

■企業PR

弊社は業務用蒲鉾を中心に製造販売しています。蒲鉾はスライスして真空包装しており（冷凍設備
も完備）、自社検査室で毎日品質を管理しております。
平成15年に食品衛生優良施設として、厚生労働大臣表彰受賞し、平成19年に創業100周年を迎
えましたが、新たな気持ちで安心・安全を最優先し、日々努力しています。

In 2003 He received the award from the Minister of Health, Labor and Welfare as an excellent facility 
for sanitation and hygiene, celebrating the centennial of its founding in 2007. However, with a new 
emphasis on safety and safety.

ワルのりスナック  広島弁をお土産に！
Buy warunori snack as a souvenir from Hiroshima.

ワルのりスナックお好み焼き味/瀬戸内レモン味/
広島かき味のり
Okonomiyaki flavoured warunori snack, Setonaikai lemon flavoured seaweed, and Hiroshima oyster flavoured seaweed

ワルのりスナックは、通常の味付け海苔やのり天とは全く違う方法で加熱し、今までの
海苔加工品では実現できなかった、サクサクとした食感を実現しています。「広島弁」
「広島人」を商品コンセプトに、広島の新たな名物として、幅広いお客様に楽しんで頂
きたいと思います。

Warunori snack is heated using a totally different method from normal flavoured seaweed and 
seaweed snacks, giving it a new crispy texture. Under the product concept of Hiroshima 
dialects and Hiroshima people, we hope all our customers will enjoy this new Hiroshima 
specialty.

■企業PR

安心、安全で品質の高い海苔づくりを目指し、特許を取得した「海苔自動火入乾燥ライン」をはじ
め、積極的に先端技術を導入しています。広島初となる農林水産省、経済産業省「地域産業資源活
用事業計画」の認定を受け、海苔の加工技術を活かした様々な商品開発に取り組んでいます。

To produce safe, high-quality seaweed, we actively use state-of-the-art technologies with our 
patented seaweed automatic firing and drying production line. We were the first in Hiroshima 
to be accredited with the Regional Industrial Resource Utilization Business Plan by the Ministry 
of Agriculture, Forestry, and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade, and Industry. Using 
seaweed processing technologies, we are developing various products.

｢広島菜｣は日本三大漬菜の一つ、広島発の美味しいお漬物です
‘Hiroshima‒na’ is one of the three most famous napa cabbagessuitable for pickles in Japan.

広島菜漬、粽菜、安藝紫、広島菜キムチ
Pickled Hiroshima‒nanapa cabbage, Chimaki-na, Akimurasaki, Hiroshima-nakimchi 

広島菜漬を丁寧に広げ、チーズやきゅうり等を巻いた粽菜（ちまきな）は、オードブル
等、食卓に華を添える逸品です。常温流通可能で、贈り物としてもおすすめです。

Chimaki-na, a specialty made by wrapping cheese, cucumber and the like in a gently spread 
pickled Hiroshima-na leaf, adds a graceful touch to your dinner table as hors d’oeuvre.

■企業PR

山豊は、創業55年をむかえ伝統の味を守りつつ、他社にはない創意工夫した製品作りをコンセプ
トに、徹底した品質管理で安心安全な製品をお届けします。
｢広島菜を全国へ｣を合い言葉に、手間ひまかけたお漬物を製造・販売しております。

"With amotto“Deliver pickled Hiroshima-nanapacabbagesthroughout Japan”, wehave producedand 
sold the highestqualitypickles spending a lot of time and labor.

江戸時代創業。伝統と革新の精神で様々な商品を展開しております
We develop "one of a kind" products in line with the needs of our customers.

清酒、焼酎、リキュールなど酒類
Sake,white distilled liquor, liqueur, fruit wine, etc.

数年前から、女性向け商品の企画開発を女性のみで行う「女性のためのお酒づくりプ
ロジェクト」をスタートし、女性の意見を大きく反映させたお酒づくりに、積極的に取り
組んでおります。

From several years before, "The production project of alcohol for the women by women" in 
which women's opinions were made to reflect greatly is started, and we are making effort to 
develop the goods for the markets which targeted the women.

■企業PR

江戸時代、日本酒の蔵元としてこの地で創業以来、全国初の低温醸造・貯蔵設備を考案する等、革
新の精神を企業理念として今日に至っております。現在では、清酒醸造で培った高い技術力・設備を
焼酎・リキュール・果実酒等の製造にも応用し、「オンリーワン商品」の開発、お客様のニーズに合わ
せた商品開発を行っております。

The high technical capabilities cultivated by experience in Japanese sake brewing from the Edo 
period and equipment are applied, and white distilled liquor, liqueur, fruit wine, etc. are 
manufactured.
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■企業情報

住所 〒683-0845 鳥取県米子市
 旗ヶ崎2035
 2035, Hatagasaki, Yonago-shi, Tottori, 

683-0845, Japan

TEL 0859-35-0533
URL http://k-chef.sanin.jp/
担当 水産冷食部 営業担当部長　笹尾 保
 Fishery And Frozen Food Sector
 Sales Manager Tamotsu Sasao

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

美味フーヅ（株）
Bimifoods Inc.

9B30-077

徳島県

出展商品

■企業情報

住所 〒772-0001 徳島県鳴門市
 撫養町黒崎字松島6-15
 6-15, Matsushima, Kurosaki, Muya-machi, 

Naruto-shi, Tokushima, 772-0001, Japan

TEL 088-684-2018
URL http://bimi-foods.com
担当 代表取締役　原 雄輝
 President Yuuki Hara

（株）越河
Koshikawa Co.,Ltd

9B30-078

鳥取県

出展商品

（有）クレアツーワン
Crea21 Co.,Ltd

9B30-080

山口県

出展商品

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

（株）林商店
Hayashi-Shouten Co.,Ltd

9B30-079

山口県

出展商品

■企業情報

住所 〒751-0815 山口県下関市
 本町1-4-20 
 1-4-20, Hon-machi, Shimonoseki-shi, 

Yamaguchi, 751-0815, Japan 

TEL 083-222-2585
URL http://www.hayashi-shouten.com/
担当 代表取締役社長　林 憲志
 President Kenji Hayashi

商談会シートなど
の情報はこちら

惣菜・デリカ

■企業情報

住所 〒754-0002 山口県山口市
 小郡下郷3380-1
 3380-1, Ogorishimogo, Yamaguchi-shi, 

Yamaguchi, 754-0002, Japan

TEL 083-974-2850
URL http://www.gomahonpo.jp/
担当 代表取締役　上村 光徳 
 President Mitsunori Uemura

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

濃厚で食べやすいかにみそを食べ終わりに甲羅酒で
Kanimiso is easy to eat with a rich flavor. You can add sake to your shell and eat it. 

かにみそ甲羅焼・かに身がみそ・えびかに明太子焼グラタン
KANIMISO-KOURAYAKI, KANIMIGA-MISO, Shrimp-Crab-Mentaiko grilled Gratin

蟹を使った贅沢な冷凍食品を製造しており、しかも調理方法はどの商品もとても簡単
にお召し上がり頂けます。電子レンジで、自然解凍で、又蟹しゅうまい等食べ方は蒸し・
揚げ等で違う味わいをお楽しみいただける商品もご用意しています。

You can make luxurious frozen foods with crabs and easily cook all items. You can cook in the 
microwave. Crab dim sum can enjoy steamed dishes and deep fried dishes, you can enjoy 
various tastes.

■企業PR

我社は原料部・包装資材部・水産冷食部の3部門から構成され、高品質の原料や包装資材を他社よ
り安く仕入れる事で、より美味しく安全な製品を製造し安くご提供する事が可能です。

Because our company consists of the raw material section, packaging material section, fishery 
frozen food section, it is possible to purchase high quality raw materials and packaging 
materials cheaply, offer more delicious and safe products cheaply.

徳島県高級食材を活かした高付加価値チルドプレミアムソース
Value-Added Chilled Premium Sauce using expensive foodstuff from Tokushima Prefecture

プレミアムソース（鳴門鯛ソース・伊勢海老フレンチソース）
Premium Sauce (Narutotai Red Snapper Sauce and Ise-ebi Lobster French Sauce)

世界3大潮流の鳴門海峡で獲れた天然鳴門鯛、県南の太平洋の黒潮でもまれた美しい
海で獲れた伊勢海老、その2つの食材の恵みに感謝して作られた、お料理用プレミアム
ソースシリーズです。様々なお料理のメニューにご利用いただければ幸いです。

This is a series of premium sauce for cooking made from natural Narutotai, red snapper 
caught at Naruto Strait, one of the three largest whirlpools in the world, and Ise-ebi 
lobsters, caught in a beautiful sea and nurtured among the black current in the Pacific 
Ocean a the southern part of the prefecture. Please use these sauces for a variety of recipes 
and dishes.

■企業PR

当社は、自然豊かでたくさんの素晴らしい食材に恵まれた、徳島県の食材を主に活かしたチルド生
ドレッシングを製造し、外食店様への卸、小売店での販売をしております。手間暇をかけた細やかな
料理人様が作られるような商品づくり、温もりの感じられる生ドレッシングづくりを心掛けています。

Our chilled fresh dressing using the finest ingredients from Tokushima Prefecture, which is 
overflowing with natural food stuff, is sold wholesale and retail to restaurants. Our sentiment 
is to deliver products that are made by chefs, who take the time and effort focusing on every 
detail, as well as to produce fresh dressing that meets our commitment and devotion.

【農林水産大臣賞】、【下関ブランド認定】のオンリーワン商品
"Minister of Fisheries Prize", Original products identified as Shimonoseki Brand

魚の純米大吟醸粕漬け、ウニ純米大吟醸粕漬け、
無添加辛子明太子
Pure Rice Daiginjo Pickle of Fish or Seaurchin,Perfect Additive-free Karashimentaiko

昭和15年に、山口県下関市・唐戸市場で創業した海産物製造販売会社です。【農林水
産大臣賞受賞】の純米大吟醸粕漬け、【明太子発祥の地・下関ブランド認定】の完全無
添加辛子明太子、【瓶ウニ発祥の地】のウニの純米大吟醸粕漬け等、オンリーワン商品
を多数揃えています。御社専用のOEM製造も可能です。

We make and sale seafood.We began in 1940 at Krato Market in Yamaguchi Prefecture.We 
have many oroginal products."Pure Rice Daiginjo Pickle"with fish,gotten a prize from Minister 
of Fish.Our original Karashimentaiko identified as a Shimonoseki Brand.

■企業PR

昭和15年に、山口県下関市・唐戸市場で創業した海産物製造販売会社です。山口県の魚、酒粕、味
噌を使った純米大吟醸粕漬けは【農林水産大臣賞】を受賞しました。弊社しか作っていない完全無
添加辛子明太子は【下関ブランド】に認定され、明太子発祥の地・下関を代表する明太子の一つで
す。他にもオンリーワン商品があります。

Hayashi shouten makes and sale seafood.We began in 1940 at Krato Market in Yamaguchi 
Prefecture.We make "Pure Rice Daiginjo Pickle"with fish,gotten a prize from Minister of 
Fish.Our original Karashimentaiko is been identified as a Shimonoseki Brand. 

昔ながらの低温圧搾製法で搾油した体にやさしいごま油、えごま油

黒ごま油、えごま油、ごまのおから、黒ごまマヨネーズ
Black sesame oil, Egg oil, sesame okara, black sesame mayonnaise

低温圧搾製法で搾油した、体にやさしいごま油とえごま油、ごまにこだわった化学調味
料、保存料を使わないごまの調味料などを製造している、ごまの専門店です。体に優し
くておいしいをモットーに商品づくりをしています。

It is a manufacturer that sesame seasoning sticking to sesame and sesame which squeezed by 
low-temperature squeezing method and gave the original taste of sesame gently to the body 
of traditional manufacturing method.

■企業PR

低温圧搾製法で搾油し濾過を繰り返して精製する、昔ながらの製法の、体に優しいごま本来の味を
引き出したごま油と、ごまにこだわり、化学調味料、保存料などをつかわずに、ごまの調味料を作っ
ているメーカーです。

It is a manufacturer that sesame seasoning sticking to sesame and sesame which squeezed by 
low-temperature squeezing method and gave the original taste of sesame gently to the body 
of traditional manufacturing method.
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調味料・
加工食品

国産原料100％こめ油。京ブランド取得竹の子ごはんの素

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

「洛中伝承」で守る、京都洛中唯一の酒蔵「佐々木酒造」
All we do is keeping up Sake of Rakuchu.- Sasaki Shuzo.

聚楽第 純米大吟醸、古都 純米吟醸、西陣 特別純米
Jurakudai Junmai Daiginjo, Koto Junmai Ginjo, Nishijin Tokubetsu Junmai

佐々木酒造（株）
Sasaki Shuzo Co.,Ltd

9B30-081

京都府

出展商品

京都洛中に唯一残る酒蔵として「洛中伝承」の思いを胸に、自然流の造りにこだわり濾
過や加水処理を最低限に抑えた日本酒です。また、京都の蔵元の伝統的な製法で造っ
た米と米こうじを使った新しい清涼飲料水「白い銀明水」や開発中のノンアルコールス
パークリング飲料もお試しください。

We have a policy of naturally brewage as last sake brewery company of Rakuchu(it means 
center of Kyoto). In addition, new style drink "Shiroi-Ginmeisui(made by rice and malted 
rice),and Non-alcohol sparkring one under development.

■企業PR

明治26年（1893年）創業。今では京都・洛中に残る唯一の酒蔵として上京区・二条城側で酒造りを
行っています。酒造期間外の春夏は、日本酒作りの技術・設備を活用したノンアルコール飲料の製
造販売も。受け継がれてきた技術を守りながらも、新しい技術や設備を積極的に取り入れ、品質向
上を行っています。

Sasakishuzo was founded in 1893 by Jirokichi Sasaki when he opened a sake brewery in 
Kyoto.We are trying to rise the quality with not only traditional techniques but new them. 

米油・米油ドレッシング・京都産たけのこごはんの素

小川食品工業（株）
Ogawa Food Industrial Co., Ltd

9B30-082

京都府

出展商品

こめ油はその他の植物油と違い国産原料100％使用しているため、遺伝子組み換えも
なくおいしく、安心な油として学校給食などで多く使用されています。ご家庭用はもち
ろん料理人の方々からのご支持もあり、高級料亭・ホテル・レストランにも数多くお届
けしております。竹の子ごはんの素、京ブランド取得商品です。

■企業PR

弊社は京都府長岡京市にて米油抽出業、筍水煮缶詰、佃煮製造販売、食用こめ油販売をしておりま
す。たけのこに関しては京都産を中心に水煮パック、缶詰、佃煮は京都産たけのこを原料に京ブラ
ンドを取得した商品を中心に販売しております。また、最近テレビ等で話題の米油・米油ドレッシン
グ、顔の見える京野菜も産直対応でご案内させていただきます。

5秒ボイルで驚きのもっちもち！
Amazing Noodles!

冷凍もっちもちの生パスタ
Frozen Fresh Pasta

神戸瑞穂本舗（株）
Kobe Mizho Honpo  Inc.

9B30-084

兵庫県

出展商品

デュラム小麦のセモリナ粉のみを使用したこの本格的生パスタは、凍ったままボイル5
秒、又は電子レンジで1分で調理完成。また長時間経時変化致しませんのでケータリン
グ、ブッフェ、惣菜等にも最適で、既にアメリカ、カナダ、シンガポール、マレーシア、タイ、
オーストラリア、韓国、フィリピン、マカオに輸出しております。

Our  Pasta's cooking time is very short.It only takes 5 seconds to boil or 1 minute to cook in a 
microwave.Even after cooked, it does not  sticy at 10 hours.Also,They are highly poplar in 
North america and The Southeastern Asian area.

■企業PR

弊社は不可能を可能にするべく、日々研究を重ね、誰もが成し得なかった新製品の開発に力を注い
で参ります。弊社理念であります「顧客満足度の追及」「常に改善・常に改革」「安心・安全・信頼」を
下に社員一同邁進致します。
主力商品は麺類全般ですが、この度ご紹介するのは「冷凍もっちもちの生パスタ」です。

Would you try our noodles.They are made in a unique way.

ソフトドリンク
＆アルコール

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

熱湯3分で簡単に食べられる国産小麦のにゅうめん

マグカップにゅう麺、マグカップ麺ぞうすい

（株）坂利製麺所
Sakari Soumen Noodles Inc.

9B30-083

奈良県

出展商品

奈良を代表する中川政七商店とのコラボレーションで開発した、マグカップにゅう麺と
マグカップ麺ぞうすいが新たにデビューしました。熱湯3分で食べられる国産小麦粉
100%のフリーズドライ麺を、和・洋・中の味で楽しんでいただけます。モダンレトロな
デザイン性の中にある革新的な味わいを手軽にお楽しみいただけます。

■企業PR

奈良吉野の東吉野村、山深く冬は雪が積もる中で手延素麺作りを行っています。原料を吟味し、国
産小麦粉100%・国産の塩・圧搾製法ごま油を基本使用としています。また地域の食材である吉野
本葛を用いた乾麺と共に、近年は手延素麺をフリーズドライした熱湯3分で食べられるインスタント
にゅうめんにも力を注いでいます。

商談会シートなど
の情報はこちら

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

■企業情報

住所 〒602-8152 京都府京都市
 上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727
 727, Kitaiseya-cho, Sawaragimachi-sagaru, 

Higurashi-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, 
Kyoto, 602-8152, Japan

TEL 075-841-8106
URL http://jurakudai.com/
担当 代表取締役　佐々木 晃
 President Akira Sasaki

■企業情報

住所 〒617-0833 京都府長岡京市
 神足四反田13
 13, Kotari-Shitanda, Nagaokakyo-shi, 

Kyoto, 617-0833, Japan

TEL 075-951-4381
URL http://www.takenoko.co.jp
担当 代表取締役　小川 修司
 President Syuji Ogawa

■企業情報

住所 〒632-0063 奈良県天理市
 西長柄町676
 676, Nishinagara-cho,Tenri-shi, Nara, 

632-0063, Japan

TEL 0743-67-0129
URL http://sakari.biz/
担当 営業部 取締役営業部長　坂口 勝志
 Sales Director Of Sales
 Katsushi Sakaguchi

■企業情報

住所 〒651-2111 兵庫県神戸市
 西区池上1-14-8 2F　　
 2F 1-14-8, Ikegami, Nishi-ku, Kobe-shi, 

Hyogo, 651-2111, Japan

TEL 078-978-1137
URL http://www.kobe-mizho.co.jp
担当 代表取締役社長　秋山 智昭
 President Tomoaki Akiyama
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・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

早茹で90秒 そうめん職人が作った、もちもち手延べパスタ
We serve delicious noodles that have never been eaten before

■企業情報

住所 〒656-0502 兵庫県南あわじ市
 福良乙650-2
 650-2, Fukuraotsu, Minamiawaji-shi, 

Hyogo, 656-0502, Japan

TEL 0799-52-1618
URL http://mekabumen.ocnk.net/
担当 代表　平野 拓治
 Representative Takuji Hirano

・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

ビジュアル的にかわいいハート型の乾麺
The heart-shaped noodles which have a cute appearance

自由形形状乾麺（素麺・うどん・蕎麦）
The dry noodle of free form (somen udon soba)

麺匠庵（明和（株））
Meiwa Co.,Ltd

9B30-085

兵庫県

出展商品

■企業情報

住所 〒672-8023 兵庫県姫路市
 白浜町甲841-37
 841-37, kou, Shirahama-cho, Himeji-shi, 

Hyogo, 672-8023, Japan

TEL 079-245-1631
URL http://www.mensho-an.co.jp
担当 代表取締役　魚田 明
 CEO Akira Uota

手延べ乾麺の形状は、棒状で素麺の麺長が19㎝、うどんは24～25㎝で一般的なもの
として決まっていますが、この形状をハート型、輪型、無限型など自由な形状に仕上げ、
既存商品とは全く異なる特殊形状でボリューム感のある商品です。小ロットからの
OEM商品対応もできます。

In general Handmade noodles are stick form .The length of somen 19cm and udon is  
24-25cm.We complete these in the free form including the heart type and ring type. These 
are different from the existing products.And it have volume. 

■企業PR

弛まない経営革新と新技術の開発をおこない、安心・安全・健康につながる『手延麺の新しい価値
の創造』を追求してゆくことを企業理念としています。取り扱い商品は、手延べそうめん、手延べう
どん、手延べそば等の手延麺製造・販売、及び麺類全般の販売をしております。 

We develop management innovation and the new technology and pursue "creation of  the 
new value of handmade noodles" to lead to relief safety and health. We produce   and sell 
handmade noodles such as somen udon and soba.

淡路島ぱすた、うずしおの華、手延べうどん、芽かぶそうめん
Traditional handmade in Japan, udon、soumen、pasta noodles

平野製麺所
Hirano Tenobe Noodles Maker 

9B30-086

兵庫県

出展商品

全国的に珍しくなった、本物の手延べ製法で作り上げたオリジナル麺等をご案内して
おります。是非、一度ブースにお立ち寄りくださいませ。のどごし・食感が秀逸で、素材
味を最大限引き出した美味しい麺をお味見戴けます。

TENOBE SOUMEN or TENOBE UDON (TENOBE means !hand-stretched! In Japanese! ) are offen 
called. However,today there is a very rare case of real hand-stretched ones.

■企業PR

全国的に珍しくなった昔ながらの職人の手仕事「小引き」「門干し」を行う、昔ながらの手延べ作業
を実施し、オリジナル商品を開発して製造販売しています。
伝統製法でデュラム小麦を使用した「ひらのさんの淡路島ぱすた」「国産原料100%使用手延べそ
うめん うずしおの華」「国産原料100%使用淡路島の手延べうどん」です。

全国の農家サイダー、エナジードリンク、ノンアル・ビールを出展
Farmer's soda & Cola, Local agriproducts drinks.

あなただけの農家サイダー、田舎コーラ、エナジードリンク
Let's develop and launch your original drinks. Minimum lot unit as 500 bottles.

農家サイダーのタートルベイ醸造
Farmer's Soda, Craft Soda: Turtlebay Beverage Co.,Ltd

9B30-088

鹿児島県

出展商品

南は沖縄人参サイダーから北は青森の黒にんにくコーラまで、日本全国の希少な地ド
リンク、地サイダーを展示。さらに変わり種の生姜のエナジードリンク、スッポン・エナ
ジードリンクや海外向けに米サイダーも展示します。また商品PRやノベルティ商品とし
て活用も提案します。

The feature our company is to produce your original drinks for minimum lot units as 500 
bottles. If you have special agriproduct or food ingredient, we can produce your original 
soda, cola, energy drink ans soft drinks with them. 

■企業PR

南は沖縄から北は北海道まで日本全国の農家、小規模事業者とコラボしてオリジナル・手作りサイ
ダー、コーラ、エナジードリンク、ノンアル・ビール等を製造するサービスを展開しています。
超小ロット500本から製造します。果物、米、野菜、スッポン等、あらゆるものを炭酸に仕上げます。
色んな物を炭酸にすると爽やかで飲み易いです。

Welcome to Farmer's Soda World. Our soda is collaborating with Japanese Farmer's  all over 
Japan. Those are agriproducts based and non food additives as much as possible.
Ingredient : Carrot, Rice, Japanese Tea, mineral rich Salt, and Soba etc.

商談会シートなど
の情報はこちら

商談会シートなど
の情報はこちら

宮崎で製造した国内初の本格的なマグロのボッタルガです

マグロのボッタルガとマグロを使った
オリジナル加工品

（株）シーパッション
Sea Passion Co.,Ltd

9B30-087

宮崎県

出展商品

■企業情報

住所 〒880-0836 宮崎県宮崎市
 山崎町上ノ原1114-10
 1114-10, Uenohara, Yamasaki-cho, 

Miyazaki-shi, Miyazaki, 880-0836, Japan

TEL 0985-64-9930
URL http://www.sea-passion.co.jp
担当 代表取締役　杉尾 宏一郎
 Managing Director Koichiro Sugio

弊社のマグロのボッタルガは、イタリアのサルデーニャの伝統的な技術を用い、日本人
の味覚にあった味を追求し研究を重ねてきました。国内で水揚げされたマグロの卵巣
を使用し、宮崎市の自社加工場にて一貫した製造・熟成・温度管理を行い、塩分と旨味
のバランスを整えて、ひとつひとつ丁寧な手作業にて製造しております。

■企業PR

弊社は、日本国内では初となるマグロの卵巣を用いた「ボッタルガ」を製造しております。地中海地
域の気候と似た宮崎で、サルデーニャ島の伝統的な製造技術をもとに、日本の職人によって作られ
た国内産のマグロのボッタルガをお楽しみください。 

商談会シートなど
の情報はこちら

■企業情報

住所 〒891-7101 鹿児島県大島郡
 徳之島町亀津830
 830, Kametsu, Tokunoshima-cho, 

Oshima-gun, Kagoshima, 891-7101, Japan

TEL 0997-83-1410
URL http://www.turtle-bay.jp
担当 代表　徳田 公一
 Chair Person Koichi Tokuda

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

調味料・
加工食品

調味料・
加工食品

ソフトドリンク
＆アルコール
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・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

新鮮な紫蘇の機能性を活かした紫蘇エキスたっぷりの健康志向食品
Health-oriented food which made full use of the function of fresh Shiso.

■企業情報

住所 〒861-1103 熊本県合志市
 野々島5472-7
 5472-7, Nonoshima, Koushi-shi, 

Kumamoto, 861-1103, Japan

TEL 096-242-4878
URL http://shiso.net
担当 代表取締役　吉川 幸人
 President Yukito Yoshikawa

与那国島で獲れた新鮮な鰹・鮪の風味を大切に仕上げた商品です
This product was created by delicately capturing the flavours of fresh bonito and tuna caught in Yonagunijima.

鰹・鮪だし、鰹・鮪ふりかけ、鰹・鮪イーソン、鰹・鮪スティック
Bonito and tuna soup stock, bonito and tuna flakes, bonito and Maguro Yusong
(tuna seasoning powder), and bonito and tuna sticks

（株）与那国水産加工
Yonaguni Fisheries Processing Co.,Ltd 

9B30-089

沖縄県

出展商品

■企業情報

住所 〒907-0243 沖縄県石垣市
 字宮良36-5
 36-5, Miyara, Ishigaki-shi, Okinawa, 

907-0243, Japan

TEL 0980-86-7877
URL http://www.katsuodashi.okinawa/
担当 代表取締役　東郷 清龍
 Representative Director Seiryu Togou

当社商品は化学調味料を使用しないこだわりの商品です。与那国島で獲れた新鮮な
鰹・鮪を大切に上質な風味、深みのある旨みと味わいに仕上げた商品です。

This select product has no chemical seasonings. It was created by delicately capturing the 
refined flavours and rich taste of fresh bonito and tuna caught in Yonagunijima.

■企業PR

与那国島で獲れた新鮮な鰹・鮪を風味豊かに石垣の塩・波照間黒糖をブレンドした上品な味に仕
上げた商品です。 

This elegant-tasting product was made by blending with the rich flavour of fresh bonito and 
tuna caught in Yonagunijima, salt from Ishigaki, and brown sugar from Hateruma.

青紫蘇(大葉)、紫蘇ドリンク、紫蘇茶、紫蘇うどん・そばなど
Shiso, Shiso drink, Shiso tea, Shiso noodles, etc.

青紫蘇農場（株）
Aoshiso Farm Inc.

9B30-090

熊本県

出展商品

紫蘇の持つ機能的成分を活かした安心・安全な商品を取り揃えています。アレルギー
疾患に有用なロズマリン酸、抗酸化作用のあるオメガ3(α-リノレン酸)、赤血球の形成
を助ける・胎児の正常な発育に寄与する栄養素の葉酸などを含んでいます。また、穂紫
蘇の植物性プラセンタの新商品も展示します。ぜひお立ち寄り下さい。

We have a safe and safe product that makes use of the functional ingredients of Shiso. 
Rosmarinic acid useful for allergic diseases, Omega 3 with antioxidant effect (α-linolenic 
acid), etc. are included. Please stop by.

■企業PR

当社は、自家製配合ボカシ肥を使用した土づくりにこだわり、アレルギー疾患に有用な紫蘇の葉に
含まれるロズマリン酸や抗酸化作用のあるオメガ3(α-リノレン酸)を多く含むなど、紫蘇の持つ機
能的成分を活かし、自然のめぐみをテーマに皆様の健康に役立つ安心・安全な製品を提供してい
きます。

Our company utilizes rosmarinic acid useful for allergic diseases contained in Shiso and 
Omega 3 (α-linolenic acid) with antioxidant properties to provide safe and safe products 
useful for your health with the theme of nature's blessings doing.

安心・安全な鮮馬刺しと馬焼肉をご提案します

鮮馬刺し赤身、ロース、馬ユッケ、馬焼肉、馬ホルモン他

（株）千興ファーム
Senko Farm Co.,Ltd

9B30-092

熊本県

出展商品

飲食店様につきましては、熊本直送の鮮馬刺し・千興ファームの鮮馬刺し・馬肉商品を
メニュー展開して他店との差別化・客単価UP・利益額確保出来る事をご提案します。量
販店様につきましてはバックヤードでカットして頂きトレイに盛り付けお肉のお刺身と
して店頭販売例をご提案します。

■企業PR

熊本の郷土料理　馬刺しの製造を行っている会社です。今回の熊本地震で生食専用の馬刺し製造
工場が被災しました。現在も復旧・復興に向け全力で取り組んでおります。生食専用工場を新たに
建設し以前と変わらず衛生的かつ高品質な鮮馬刺しをお届け出来る様、国際標準規格SQFの認
証・取得を目指して参ります。

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

商談会シートなど
の情報はこちら

自家産オメガ3ジャージー乳『熟成・2層式』ヨーグルト
Homemade dairyFarm producing Omega-3 Jersey milk used.Aging & double-layered yogurt.

MILK'OROエイジングヨーグルト
MILK'ORO Aging Yogurt

オオヤブデイリーファーム
Oyabu Dairy Farms 

9B30-091

熊本県

出展商品

■企業情報

住所 〒861-1102 熊本県合志市
 須屋2541
 2541, Suya, Koushi-shi, Kumamoto, 

861-1102, Japan

TEL 096-242-7913
URL http://www.oyabudairyfarms.com/
担当 代表取締役　大薮 裕介
 Chief Executive Officer Yusuke Oyabu

1.オメガ3脂肪酸を強化した自家産ジャージー牛乳使用。2.2層式：上部にクリーム
チーズのような層を形成。3.エイジング：出来立てはミルキーで甘く、次第に乳酸菌が
増殖しながら熟成し、酸味と香りが出ます。4.無添加：自家産生乳100%と国産「てんさ
い糖」のみ。5.日本で1社しか作っていない砡：白硝子を使用。

・Homemade  Omega-3 Jersey milk used.
・Cream top: double-layered yogurt
・At first milkey , and then acidity and a fragrance come out.
・Additive-free:Homemade fresh milk and domestic beet sugar only.
・Using white glass. Only one company makes it in Japan.

■企業PR

熊本県合志市にある当牧場では、自家産堆肥で畑を作り無化学肥料でトウモロコシを栽培し、牛を
大切に育て、オメガ3強化生乳などを使用した乳製品を製造しております。
世界を旅して乳製品を食べ歩きながら、ミルクを磨き上げて他の乳製品との違いを表現し、選ばれ
る商品をご提案できる牧場になりたいと考えております。

At our ranch, we make a field with  compost and cultivate corn in no artificial manure and 
bring up a cow carefully.and,We produce dairy products using the omega 3 reinforcement 
fresh milk.

商談会シートなど
の情報はこちら

■企業情報

住所 〒861-3203 熊本県上益城郡
 御船町高木2530
 2530, Takagi, Mifune-machi, Kamimashiki-gun, 

Kumamoto, 861-3203, Japan

TEL 096-282-7686
URL https://www.senko-farm.com/
担当 代表取締役社長　菅 浩光
 President Director Hiromitsu Suga

商談会シートなど
の情報はこちら

オーガニック
＆ウェルネス

オーガニック
＆ウェルネス

生鮮食材
(農産・水産・畜産)
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・・・農商工連携・・・新連携…地域資源活用

ふるさと九州の原料を厳選した安心安全で美味しいケーキ
Reliable tasty cakes made by using selected ingredients originally produced in our home, Kyushu!

冷凍洋菓子（チーズケーキ・モンブラン・シフォンケーキなど）
Frozen western confectionary (Cheese Cake, Mont Blanc and Chiffon Cake)

五洋食品産業（株）
Goyofoods Co.,Ltd

9B30-096

福岡県

出展商品

主力商品でありますベイクドチーズケーキはモンドセレクション金賞を受賞しておりま
す。お客様のこんなケーキはないかな？というご要望にお応えできると思います。一度
ブースにお立ち寄りいただきご試食ください！

We won the Golden award of Monde Selection for our most popular and familiar product 
"Baked Cheese Cake". We believe we can respond the customer's request; "what our 
customer really wants?".
Please come visit and try taste once!

■企業PR

五洋食品産業は九州・福岡で冷凍ケーキを製造しており、様々なシーンでご使用頂けるようなケー
キを開発しております。お客様のご要望に合わせて多種多様なケーキをご提案いたします。是非一
度ブースへお立ち寄りください。

GOYOFOODS Industry CO. Ltd manufactures frozen cake in Fukuoka prefecture, Kyushu 
island and we propose a lot of kinds of cakes for variety of use in accordance with the 
customer's request. Please come visit our booth.  

ふぐの旨みとコクを存分に堪能できる逸品

ふぐのオイル漬

（株）イーエム
EM Co.,Ltd

9B30-095

福岡県

出展商品

■企業情報

住所 〒812-0018 福岡県福岡市
 博多区住吉2-20-14
 2-20-14, Sumiyoshi, Hakata-ku, 

Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0018, Japan

TEL 092-291-0231
URL http://www.hakata-izumi.com/
担当 代表取締役　宮武 宏史
 Representative Director Hirofumi Miyatake

ふぐの身をほぐし、オイル漬けにしてさらに蒸し上げたふぐのコンフィです。そのままで
も美味しくいただけますが、和・洋・中を問わずどんな料理にも、日本酒やワインとも相
性が良い逸品です。

■企業PR

大正12年創業の日本料理店「博多い津み」を営んでおります。ふぐ関連の商品を通して、多くの方
にふぐの美味しさ、新しい魅力を知ってもらえるように取り組んでおります。

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

江戸時代から続く生姜農家さんの美味しい生姜を使用したワッフル

M E M O

■企業情報

住所 〒854-0514 長崎県雲仙市
 小浜町北本町14-15
 14-15, Kitahon-machi, Obama-cho, 

Unzen-shi, Nagasaki, 854-0514, Japan

TEL 0957-75-0115
URL http://e-cruz.net/
担当 代表取締役　金澤 昌江
 Representative Director Masae Kanazawa

百年生姜ワッフル、長崎銘菓クルス

小浜食糧（株）
Obama Syokuryo Co.,Ltd

9B30-094

長崎県

出展商品

江戸時代から続く、「松本農園」様の生姜を使用した驚きのスイーツ、百年生姜ワッフ
ルです。平成25年度「ながさき農林業大賞」において長崎県知事賞を受賞した松本農
園様の生姜だけを使用した、他にはどこにもないワッフルが誕生致しました。生姜の美
味しさを活かし、特徴のある6種類のフレーバーを揃えています。

■企業PR

昭和7年、豊田商店として長崎県雲仙市に創業。昭和39年に長崎銘菓クルスを開発し、以降長崎銘
菓クルスを主力商品とした、菓子製造販売を行っています。平成2年には洋菓子直営店舗ボンパ
ティを開店(長崎県内7店舗)。ワッフルが人気となり、クルスと併せて主力商品となっています。地元
雲仙市の食材を活かした御菓子作りに励んでいます。

商談会シートなど
の情報はこちら

■企業情報

住所 〒819-1134 福岡県糸島市
 多久819-2
 819-2, Taku, Itoshima-shi, Fukuoka, 

819-1134, Japan

TEL 092-332-9611
URL http://www.goyofoods.co.jp/
担当 営業部 グループリーダー　崎原 正吾
 Sales Division Senior Manager 

Shogo Sakihara

商談会シートなど
の情報はこちら

菓子・デザート
＆スナック

調味料・
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小豆島産オリーブのスモークウッドで冷燻製！世界初の燻製調味料
The first smoked seasoning by using smoked wood from olive trees in Shodoshima.

■企業情報

住所 〒761-4101　香川県小豆郡
 土庄町乙1085
 1085, Otsu, Tonosho-cho, Shozu-gun, 

Kagawa, 761-4101, Japan

TEL 0879-62-0247
URL http://yama1.in
担当 通販部 部長　室井 貴峰
 The Mail-Order Part Chief Director
 Kihou Muroi

水揚げされたばかりのハモを素早く加工。ハモの美味しさを実感

鱧の柚子まぶし、焼き鱧のふりかけ、
鱧出汁（常温品）

（株）オーシャンドリーム
Ocean Dream Co.,Ltd

9B30-097

愛媛県

出展商品

■企業情報

住所 〒796-0048 愛媛県八幡浜市
 北浜1-3-18
 1-3-18, Kitahama, Yawatahama-shi, 

Ehime, 796-0048, Japan

TEL 0894-27-0023
URL http://www.ocean-d.co.jp
担当 代表取締役　松浦 康夫
 CEO Yasuo Matsuura

「瀬戸のみぞれ鱧」瀬戸内海の鱧は冬こそ美味い。脂がのった、冬どれの鱧。雪のよう
にふわふわの身と、骨切りのしゃりしゃりとしたみぞれのような食感。夏のイメージが
強い鱧を、冬に味わう産地ならではのご提案です。

■企業PR

水揚げされたばかりの魚をすぐに処理し、安心・安全はもとより、新鮮な魚をお客様に届けたいと
考えています。八幡浜の魚食文化を譲成するとともに、その素晴らしさを全国に発信したいと会社
を設立しました。 

オリーブ燻製醤油・オリーブ燻製オリーブオイル・オリーブ燻製塩
Olive Wood-Smoked Olive Oil  /  Olive Wood-Smoked Soy Sauce  / Olive Wood-Smoked Salt

小豆島ヤマイチ（（株）山一商店）
Shodoshima Yamaichi

9B30-098

香川県

出展商品

小豆島産オリーブ樹木で冷燻製にした小豆島の醤油・オリーブオイル・天然塩が、料理
のイメージを新しくします。燻製醤油はお刺身やお寿司、和風ハンバーグなどに相性良
く、燻製オリーブオイルはパスタ・ピザ・サラダに！燻製塩は、肉料理や炒め物、サラダに
かけると奥深い燻製の香りが、食欲を沸きたてます。

This seasoning made from Shodoshima soy sauce, olive oil, and natural salt, and which is chilled 
and smoked using olive trees from Shodoshima, changes the flavour of many dishes. The smoked 
soy sauce goes well with sashimi, sushi, and Japanese-style hamburger steak, and the smoked olive 
oil has an amazing effect on pasta dishes, pizza, and salads. The smoked salt gives a deeper smoky 
flavour to meat dishes, pan-fried food, and salad. And of course, it also increases the appetite.

■企業PR

小豆島にこだわり、地元素材を活かした商品作りを心がけ、地域ブランドの確立を目指しています。小豆島
産オリーブ樹木で燻製材〔スモークウッド（特許出願中）〕を自社開発し、地元醤油とオリーブオイルと小豆
島沖の海水を煮詰めて作った塩を冷燻製にした、初めての燻製調味料（実用新案取得）を開発しました。

We are establishing a regional brand by creating products utilising local resources mainly from Shodoshima. 
Our company developed smoked wood with olive trees from Shodoshima, for which a patent application 
has been filed. We developed the first smoky seasoning, for which we obtained a new design for industrial 
use, by boiling local soy sauce, olive oil, and seawater from Shodoshima to concoct cold smoky seasonings.

オリーブオイルを練り込んだ特許取得の凹凸パスタ
Patented uneven pasta incorporating olive oil

オリーブパスタ
Olive Pasta

（株）共栄食糧
Kyoei Food Co.,Ltd

9B30-100

香川県

出展商品

小豆島で400年以上続く伝統の手延べ製法を匠の技でパスタに応用し、讃岐の地粉を
ブレンドした麺生地にオリーブオイルを練り込みました。まるで生めんのようなモチモ
チ食感がゆで時間3～4分で楽しめます。さらに麺に付けた凹凸がどんなソースでも絶
妙に絡み合います。

I applied traditional hand-made manufacturing method lasting over 400 years on 
Shodoshima to pasta with skill of the artisan and kneaded olive oil in noodle dough blended 
with the local flour of Sanuki.

■企業PR

素材にこだわった、麺類、ソース類、惣菜の開発販売はもとより、魚介・食肉類の容器包装詰めレト
ルト商品の開発販売を行っています。

We are developing and selling containers and packaging retort products of seafood and 
meat, as well as development and sale of noodles, sauces and prepared dishes, which stuck 
with raw materials.

商談会シートなど
の情報はこちら

商談会シートなど
の情報はこちら

本当においしいもの、安心して口にできるものを作り続けています

「即席手延べにゅうめん」
「有機手延べそうめん・うどん」

（株）井筒屋
Izutsuya Co.,Ltd

9B30-099

香川県

出展商品

■企業情報

住所 〒769-2901 香川県東かがわ市
 引田1824-1
 1824-1, Hiketa, Higashikagawa-shi, 

Kagawa, 769-2901, Japan

TEL 0879-33-2568
URL http://sanuki-tenobe.com/
担当 代表取締役　佐野 俊二郎
 Representative Director Shunjirou Sano

独自製法で開発した「即席手延べにゅうめん」はお湯をかけて3分で食べられる手軽さ
ながら、フリーズドライ製法の麺とは違い、手延べ製法の麺のコシや風味がそのまま味
わえます。また、国内では希少な有機JAS認定の手延べ麺も製造しており、安全安心に
こだわった製品を作っています。

■企業PR

小豆島を除く香川県では唯一の手延べ麺メーカー。本当においしいもの、安心して口にできるもの
を目指し作り続けています。有機JAS認定を取得した工場であり、有機小麦を原料に使った麺の製
造販売も行っています。また、お湯をかけて3分で食べられる「即席手延べにゅうめん」を独自開発
し、販売しています。 

商談会シートなど
の情報はこちら

■企業情報

住所 〒761-4103 香川県小豆郡
 土庄町甲5570-2
 5570-2, Kou, Tonosho-cho, Shozu-gun, 

Kagawa, 761-4103, Japan

TEL 0879-62-5826
URL http://syodoshima-umaimon.jp/
担当 代表取締役　北原 祥一
 President Shoichi Kitahara

商談会シートなど
の情報はこちら

調味料・
加工食品

調味料・
加工食品

調味料・
加工食品

調味料・
加工食品
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の皆様の新たな取組に対して、スタートから事業化までサポートします。

業計画により新たに開発された商品・サービスの販路開拓・拡大を支援
するプロジェクトです。NIPPON MONO ICHIとして販売会や展示商談
会の開催等、認定事業者と市場とをつなぐ取り組みを実施しています。

中小企業基盤整備機構（中小機構）は、日本の中小企業政策の総合
的な実施機関として中核的な役割を担う経済産業省所管の独立行
政法人です。

全国９ヶ所に展開する地域本部を通じ、中小企業の発展と地域振興

基盤の強化をはじめとする中小企業の様々なニーズに対し、経営ア
ドバイス、研修、ファンドを通じた資金提供など多様な支援メニュ

中小機構HP：http://www.smr j .go . jp/

[新連携・地域資源活用・農商工等連携事業]  http ://www.smr j .go . jp/keie i/chik ipg/ index.html
[NIPPON MONO ICHI]  http ://www.smr j .go . jp/keie i/chik ipg/nippon_mono_ ichi/n ipponmonoichi .html

事業紹介

私たちについて

新連携 農商工連携地域資源活用

中小企業総合展 in FOODEX　特別企画

中小企業総合展「美食百景」presents
「東北、熊本などの食材を使ったステージプログラム」

特別展示

【当日先着順にて受付】 試食サンプリングも行います。

■会 　場
■日 　時
　　　
■座席数
■出　 演

9ホール「トレンドステージ」
3月8日（水）
13時40分～14時40分（60分）※予定 
120席（聴講無料）
伊藤 勝康 氏

■会 　場
9ホール 2階コンコース

「トレンドステージ」で行われる“東北、熊本など”の食材を使ったメニューレシピをご紹介！
中小企業総合展 in FOODEXにて特別展示いたします。

新製品ひろば

〈レストランロレオール 社長兼オーナーシェフ〉 
　東日本大震災の直後には、誰よりも早く被災地へ駆け着け炊
き出しを行い、 また自身の繋がりで多くの料理人を全国から呼
び寄せ率先して活動を行う。地元岩手でとれた新鮮な朝摘み野
菜や、ブランドの前沢牛・三陸で獲れた魚介類まで徹底して地元
の食材にこだわり、「伊藤流いわてフレンチ」を作り続けている。 

注目の新製品が勢ぞろい！
2016年12月から2017年6月までに
発売される新製品を特別展示！

中小企業総合展 in FOODEXからは、
出展者30社が「新製品ひろば」に出展しています！

②
9ホール
入り口

①9ホール
　「トレンドステージ」
　 3月8日（水）13時40分～

伊藤シェフによる
「東北、熊本などの食材を使った
ステージプログラム」

②特別展示
■会場場所
9B30
中小企業総合展 in FOODEX
にて開催

③新製品ひろば
■会場場所
国内新製品ひろば会場

注目の
新製品が
勢ぞろい！

②

新製品
ひろば

2F
コンコース

③
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トレンド
ステージ

9B30
中小企業総合展
in FOODEX

①
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■内容
　①「小松とまとを使った新商品の開発」
　②「首都圏等での販売会の開催もしくは商談会への参加」

■実施主体
　中小機構北陸本部、小松市、JA小松市、小松商工会議所 

〈詳しくはこちら〉
中小機構北陸本部
連携推進課
電話：076-223-6100
FAX：076-223-5762
e-mail:
handson-hokuriku01@smrj.go.jp

北陸最大のトマト生産地である小松市で生産された「小松とまと」を使った地域
産品が集結！ 菓子・スイーツ・惣菜・ドリンクなど多彩な商品群で売り場を提案

石川県小松市は平成23年に環境王国の認定を受け、農産物や自然環
境など地域資源のPRを進めております。一方、小松市は北陸最大のトマ
ト産地ですが、さらにブランド化を進めるためには小松とまとを使った
商品の商圏拡大を図る必要があります。本プロジェクトでは中小機構の
販路開拓支援を活用してこれら商品の首都圏への流通を目指します。

小松とまとプロジェクト 検索

▲
至 

10
ホ
ー
ル

■会場場所
9ホール〈全国食品博〉
小間番号：9D24

■主な出展商品
小松とまとを使った加工食品

小松とまとプロジェクト

［ 小松とまとプロジェクトとは ］

中小機構 地域おこし商品開発プロジェクト  
～小松とまとを使った商品開発を推進しています～

小間番号

9D24

9B30
中小企業総合展
 in FOODEX

①
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L 
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9B24
小松とまとプロジェクト

9ホール
入り口

「マイルドトマトカレー」
（小松市農業協同組合）

1箱に中玉トマト丸ごと1個贅沢に使用！ほ
ど良い酸味が特徴の人気シリーズ。

「農家まりちゃんの手作りトマトジャム」
（有限会社 まるしょう）

トマトの香りとフルーティーなコク。添
加物を使わないまるごとトマトをギュッ
ととじこめた自然の味。

「農家まりちゃんのドライとまと」
（有限会社 まるしょう）

小松特産のトマトを乾燥させ
チップス風に仕上げた一品。旨
味が凝縮されて生トマトとは
違った食感が美味。

「小松トマトゼリー（季節限定）」
（有限会社 ビロン）

甘みの強い小松市産フルーツ
トマトのゼリー。ひんやり冷やし
て食べるのがオススメ！

「トマト入り豆腐ナゲット」
（羽二重豆腐 株式会社）

小松産のトマトを使用した
トマトソースを入れた豆腐
ナゲット。自社製の豆腐と
おから、鶏肉とすり身でや
わらかい食感に！

こんなにある！
小松とまと
関連商品

中小機構  海外輸出支援企画

～NIPPON QUALITY in FOODEX JAPAN 2017～
日本が誇る“品質の高さ”に、

味や原材料、生産・製造方法、パッケージなどにおいて、

他にはないこだわりをもった商品や、

 世界の食シーンに新たな価値を提供する

『NIPPON QUALITY』な商品が100点以上出品します。

　中小機構では海外輸出支援企画として、「第42回FOODEX JAPAN 2017」6ホール・輸出食品ゾーンに、海外ビジネスを目指す

50社の出展者を集め、『NIPPON QUALITY』ブースを出展します。

　本ブースには、他にはないこだわりをもった菓子・スイーツや麺類、調味料などの各種食品、そしてジュース、酒、お茶といった飲料が、

新商品含め100点以上の出品を予定しています。

　海外への輸出商品を求める来場者の方はもちろん、今までにない、新たな逸品を求める方も、ぜひ本ブースに足を運び、その目で
「NIPPON QUALITY」をご確認ください。

皆さまのご来場、お待ちしております。

Webサイト
QRコード

※出展者・商品の詳細はカタログまたは
Webサイトをご覧ください。

中小機構 NIPPON QUALITY 検索

■会場場所
幕張メッセ（６ホール）
小間番号：6A30

■出展者数
50社

■主な出展商品
各種加工品（農水産品）
菓子・スイーツ
酒・ジュース・お茶
調味料　など

NIPPON
QUALITY

NIPPON
QUALITY
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60




