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小間No. 出展者名
本社

所在地
展示製品名 HPアドレス

9B30-001  道南平塚食品（株） 北海道 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 http://nattou.co.jp

9B30-002 （有）蝦名漁業部 北海道 甘えびの酒蒸し、ラスク、パスタソース、オイル漬け http://www.uminohito.jp

9B30-003  丸高水産（株） 北海道 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 http://www.marutaka-suisan.co.jp/

9B30-004 （株）ほんま 北海道 「月寒あんぱん」「月寒ドーナツ」「寒月(かんげつ)」 http://www.e-honma.co.jp/

9B30-005  佐々長醸造（株） 岩手県 老舗の味 つゆ http://www.sasachou.co.jp

9B30-006 （株）黒川食品 岩手県 ちーず豆腐 http://www.kurokawafoods.co.jp

9B30-007 （株）千秋堂 岩手県 くるみ餅（ゆべし切落し）、愛彩ひとめぼれゆべし http://www.sensyudo.jp

9B30-008  岩手銘醸（株） 岩手県 純米吟醸夢ふぶき・純米原酒平泉・酒蔵のとらまづ http://www.iwate-meijo.com/

9B30-009 （株）門崎 岩手県 ハンバーグ（黒格・白格・金格）・格之進メンチカツ・パテ http://kakunosh.in/

9B30-010 （株）浅利佐助商店 秋田県 おいしい減塩生みそ、比内地鶏スープ他 http://www.fukuzyu.com/

9B30-011 （有）三浦米太郎商店 秋田県 ハタハタ寿し、ハタハタ押し寿司、ぶりこんふぃ 他 http://www.hatahata.net/

9B30-012  日南工業（株） 秋田県 うわてん（鱈しょっつる） http://www.kikkonan.co.jp

9B30-013  白神手づくり工房（有） 秋田県 乳酸菌甘酒「白神ささら」、乳酸菌発酵調味料「白神ささら」 http://www.shirakami-sasara.co.jp

9B30-014  ピーナッツカンパニー 茨城県 ピーナッツクリーム http://peanuts-company.com/

9B30-015 （株）吉田屋 茨城県 茨城県梅ブランド「常陸乃梅」　フルーツ梅干し（新商品・仮称） http://www.kk-yoshidaya.co.jp/

9B30-016 （株）島田商店 茨城県 かすみがうら産わかさぎかりんとう http://www.tsukudani-shimada.com/

9B30-017 （株）つかもと 茨城県 ミニトマトグラッセ/ミニトマトコンポート http://www.ama710.com/

9B30-018 （有）おのづか食品 福島県 練製品（すり身、さつま揚等）お惣菜（煮魚、焼物、蒸し物等） http://fukushima.iwaki-onozuka.co.jp/

9B30-019  西野屋食品（株） 福島県 福島・いわきの郷土料理『いか人参』『手巻きしそ巻き』 http://www.nishinoya.jp

9B30-020 （有）木村屋 山形県 だだちゃ豆を使用した菓子シリーズ「だだちゃ豆右衛門」 http://www.kimuraya.co.jp/

9B30-021 （株）出羽 山形県 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 http://www.dewa-lasante.com

9B30-022 （株）海祥 宮城県 サラダじゃこ、牡蠣のオイル漬け、減塩しらす、「異物選別」 http://www.kaisho.net

9B30-023 （株）陣中 宮城県 麹つけ込み牛タン http://jinchu.jp/

9B30-024 （株）ヤマトミ 宮城県 金華しめさば、煮焼きあなご、さばのみりん焼き、塩焼き http://yamatomi-isi.com

9B30-025  水月堂物産（株） 宮城県 牡蠣のやわらか煮オリーブオイル漬け http://www.suigetsudo.jp

9B30-026  マルヤ水産（株） 宮城県 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 http://www.maruyasuisan.com/

9B30-027  木村ミルクプラント（株） 福島県 木村こだわりヨーグルトスパウト１０００ｇ　スイート・プレーン http://www.kimura-milk.co.jp

9B30-028 （株）米夢の郷 福島県 早炊加工米、白い発芽胚芽米、11雑穀 http://maimunosato.jp

9B30-029 （有）ハニー松本 福島県 栃の木の蜜、アカシアの蜜、山桜の蜜、会津ミード　美禄の森 http://matsumoto38.com

9B30-030 （有）やない製麺 福島県 ずんだめん http://www.yanai-men.co.jp

9B30-031 （株）サンエイ海苔 福島県 しじみのり８袋、わさびのり、ロール海苔、しらすの2連パック http://www.sunei-nori.com/
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9B30-032  会津高砂屋（（名）高砂屋商店） 福島県 添加物不使用の会津ドレッシング　まるごと国産生七味 http://www.kintakasago.com

9B30-033 （株）北毛久呂保 群馬県 蕨もち風こんにゃく　【琥珀餅】 http://www.kuroho.com

9B30-034  高崎弁当（株） 群馬県 伝統の味　上州のおぼろ肉シリーズ http://www.takaben.co.jp/

9B30-035 （株）市川食品 群馬県 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 http://www.yuuhachi.co.jp/

9B30-037 （株）あ印 茨城県 うまみ凝縮製法蒸しタコ、海の食堂シリーズ http://www.ajirushi.com/

9B30-038 （株）小沢食品 茨城県 豆富屋さんのうの花こんにゃく http://www.kozawafoods.jp/

9B30-039 （有）上原製麺所 新潟県 ハートdeパスタ・星deパスタ・りんぐめん http://ueharaseimen.com/

9B30-040 （資）高福 静岡県 造り手のこだわったいわし削り節。まぐろ削り節 http://takafuku.ocnk.net

9B30-041  佐野製麺（株） 静岡県 海賊焼 http://men-ya.com

9B30-042 （有）川人 東京都 彩り昆布、彩りだし昆布、磯香 http://www.office-web.jp/kawahito/

9B30-043  ニッポン地域商社・（株）ＭＮＨ 東京都 玄米コーヒー http://mnhhappy.com/

9B30-044 （株）さくら工房 神奈川県 米粉パティスリー http://www.sakura-factory.jp

9B30-045 （株）ナチュレ 神奈川県 神奈川県産桜ゼリー

9B30-046  うれし野ラボ（株） 三重県 フレーバーオイル、黒にんにくドレッシング、新感覚調味 http://www.ureshino-lab.jp

9B30-047 （有）木村農園 愛知県 矢生姜（はじかみ）金時粉生姜・金時生姜ジャム http://shougaya.com

9B30-048 （株）隆祥房 愛知県 玄米粉入り米粉餃子皮 http://www.ryushobo.com

9B30-049  ココノエフーズ（株） 愛知県 薔薇ジャム、薔薇シロップ http://www.kokonoefoods.co.jp

9B30-050  豊橋糧食工業（株） 愛知県 大麦シリアル 7.7、大麦シリアル 3.3、発芽押麦など http://www.t-ryoshoku.co.jp

9B30-051  小林生麺（株） 岐阜県 グルテンフリーヌードル http://www.kobayashiseimen.jp

9B30-052 （株）もみじかえで研究所 岐阜県 もみじ茶®、｢もゆるは®｣もみじスパークリング、もみじエキス http://www.momijikaedelab.jp

9B30-053 （株）飛騨海洋科学研究所 岐阜県 魚の王様！　飛騨とらふぐを使用したお土産 http://hidatorafugu.com/

9B30-054 （株）巴軒 岐阜県 もちもち食感の塩もち・とろけるわらび餅 http://www.dangoya.co.jp/top/index.html

9B30-055 （有）マグリーフ 岐阜県 眠り鮎、もゆるは・よつばせんべい、かける熟成酒粕、かける果実 http://www.magleaf.co.jp/

9B30-056  ロイヤルブルーティージャパン（株） 神奈川県 ワインボトル入り水出し高級茶のラインナップを展示 http://www.royalbluetea.com/

9B30-057
 横浜フランス菓子　プチ・フルール
（（株）横尾商事）

神奈川県 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 http://www.petitefleur.co.jp

9B30-058  グリーンリバース 山梨県 Pureewine http://pureewine.com/

9B30-059 （株）ルミエール 山梨県 スパークリングワイン甲州、光カベルネソーヴィニヨン http://www.lumiere.jp/

9B30-060 （株）片山 静岡県 サクッと大人おやつのり　　ごま入り・梅味・手羽先風味 http://www.yamakata.jp

9B30-061 （株）浜佐商店 静岡県 有機栽培茶各種（ティーバッグ・粉末煎茶・抹茶・冷茶等） http://organic-greentea.com/

9B30-062 （有）かんずり 新潟県 かんずり http://kanzuri.com/

9B30-063 （有）ティンカーベル 長野県 たまごパン他ベークドスイーツ類 http://www.tincarbell.com
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9B30-064  新珠製菓（株） 福井県 金の梅（黄金煮、甘露煮、ワイン煮） http://www.aratama.jp/

9B30-065  横井チョコレート（株） 福井県 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

9B30-066  ワールド（株） 石川県 一次原料を冷凍カレーパンなどに加工するOEM事業 http://world-carrybread.bizcom-web.com

9B30-067 （株）比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県 比叡ゆば http://hieiyuba.jp/

9B30-068  ブランケネーゼ（株） 大阪府 フリーズドライのお味噌汁 http://www.blankenese.co.jp

9B30-069 （株）和田萬商店 大阪府 国産ごま七味 http://www.wadaman.com/

9B30-070  NSW（株） 大阪府 水なすピクルス和風mix http://idsumi.com

9B30-071 田中食品（株） 広島県 旅行の友、ハローキティふりかけ、ごはんにまぜて各種 http://www.tanaka-foods.co.jp

9B30-072  サンフーズ（株） 広島県 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」 http://www.sunfoods.net/

9B30-073  丸徳海苔（株） 広島県 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 http://marutokunori.jp/

9B30-074 （株）山豊 広島県 広島菜漬、粽菜、安藝紫、広島菜キムチ http://www.yamatoyo.co.jp/

9B30-075 （株）日之出水産 広島県 花びら蒲鉾・四季蒲鉾・ハロウィン蒲鉾・カープ蒲鉾・他 http://www.hinodesuisan.co.jp

9B30-076  菊水酒造(株) 高知県 ジャパニーズラム　龍馬 http://www.tosa-kikusui.co.jp

9B30-077  美味フーヅ（株） 徳島県 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） http://bimi-foods.com

9B30-078 （株）越河 鳥取県 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。 http://k-chef.sanin.jp/

9B30-079 （株）林商店 山口県 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 http://www.hayashi-shouten.com/

9B30-080 （有）クレアツーワン 山口県 黒ごま油、えごま油、ごまのおから、黒ごまマヨネーズ http://www.gomahonpo.jp/

9B30-081  佐々木酒造（株） 京都府 聚楽第　純米大吟醸、古都　純米吟醸、西陣　特別純米 http://jurakudai.com/

9B30-082  小川食品工業（株） 京都府 米油・米油ドレッシング・京都産たけのこごはんの素 http://www.takenoko.co.jp

9B30-083 （株）坂利製麺所 奈良県 マグカップにゅう麺、マグカップ麺ぞうすい http://sakari.biz/

9B30-084  神戸瑞穂本舗（株） 兵庫県 冷凍もっちもちの生パスタ http://www.kobe-mizho.co.jp

9B30-085  明和（株） 兵庫県 自由形状乾麺（素麺・うどん・蕎麦） http://www.mensho-an.co.jp

9B30-086  平野製麺所 兵庫県 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 http://mekabumen.ocnk.net/

9B30-087 （株）シーパッション 宮崎県 Butàriga(マグロの卵巣塩漬け)とオリジナル加工品 http://sea-passion.co.jp/

9B30-088  農家サイダーのタートルベイ醸造 鹿児島県 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 http://www.turtle-bay.jp

9B30-089 （株）与那国水産加工 沖縄県 鰹・鮪だし、鰹・鮪ふりかけ、鰹・鮪イーソン、鰹・鮪スティック http://www.katsuodashi.okinawa/

9B30-090  青紫蘇農場（株） 熊本県 青紫蘇(大葉)、紫蘇ドリンク、紫蘇茶、紫蘇うどん・そばなど http://shiso.net

9B30-091  オオヤブデイリーファーム 熊本県 MILK'OROエイジングヨーグルト http://www.oyabudairyfarms.com/

9B30-092 （株）千興ファーム 熊本県 鮮馬刺し赤身、ロース、馬ユッケ、馬焼肉、馬ホルモン他 https://www.senko-farm.com/

9B30-094  小浜食糧（株） 長崎県 百年生姜ワッフル、長崎銘菓クルス http://e-cruz.net/

9B30-095 （株）イーエム 福岡県 ふぐのオイル漬 http://www.hakata-izumi.com/
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9B30-096  五洋食品産業（株） 福岡県 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） http://www.goyofoods.co.jp/

9B30-097 （株）オーシャンドーリーム 愛媛県 鱧の柚子まぶし、焼き鱧のふりかけ、鱧出汁（常温品） http://www.ocean-d.co.jp

9B30-098  小豆島ヤマイチ（（株）山一商店） 香川県 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 http://yama1.in

9B30-099 （株）井筒屋 香川県 「即席手延べにゅうめん」「有機手延べそうめん・うどん」 http://sanuki-tenobe.com/

9B30-100 （株）共栄食糧 香川県 オリーブパスタ http://syodoshima-umaimon.jp/
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