
中小企業総合展 in FOODEX 2018　出展企業一覧

会社名 都道府県 出展製品 ホームページ

アサヒ醸造(株) 福岡県 まろやかしょうゆ http://www.yanagawa-asahi.com/

(株)旭食品 山梨県 ふだんの雑穀シリーズ/贅沢穀類シリーズ/業務用雑穀MIX http://www.asahi-foods.com

(株)あ印 茨城県 うまみ凝縮製法蒸しタコ、ＭＡＰ包装シリーズ。 http://www.ajirushi.com/

(株)天の川 青森県 ブラックベリー冷凍生果、潰し実、ピューレ、アイス、じゃむ http://amanogawa-higuchi.wixsite.com/amanogawa

(株)Ante 石川県 奥能登揚げ浜塩田　しお、奥能登地サイダー　しおサイダー http://ante-jp.com/

(株)イーエム 福岡県 ふぐのオイル漬 http://www.hakata-izumi.com/

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

(株)市川食品 群馬県 タピオカこんにゃく、パスタこんにゃく、冷凍耐用こんにゃく http://www.yuuhachi.co.jp/

(株)一粒万倍 静岡県 常温　繊維入りにんじんりんごレモンジュース http://www.ichiryumanbai.co.jp/

イトク食品(株) 広島県 酢しょうが、蜂蜜漬、シロップ、蒸し生姜粉末、蒸し生姜飴 http://itokufood.info/

(有)宇和島屋 愛媛県 無添加彩じゃこ天 http://www.uwajimaya.jp

(株)英楽 宮崎県 宮崎県産夢創鶏　鶏生ハム・鶏たたき http://musodori.co.jp/

小笠原製粉(株) 愛知県 キリン乾麺、キリンラーメン http://ogasawara-seifun.jp/

小浜食糧(株) 長崎県 ボンパティのワッフル（百年生姜ワッフル）、長崎銘菓クルス http://www.e-cruz.net/

オルソン(株) 北海道 焼ほたて、こんがり焼きチーズ、チーズおかか http://www.orson.co.jp

(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

粕川なっとう（(株)上州農産） 群馬県 『高級納豆ギフト　粕川納豆』、　『水で戻す納豆』 http://joshunousan.jp/

(株)カナンフーズ 岩手県 前沢牛・短角牛・黒豚・牛すじｺﾗｰｹﾞﾝハンバーグ https://www.facebook.com/kananfoods/

(株)金市商店 京都府 国産はちみつ、海外はちみつ、蜂蜜酒（ミード）、はちみつギフト http://www.kaneichi-syouten.com/

(有) 川人 東京都 彩り昆布、磯香、華昆 http://www.office-web.jp/kawahito/

(株)カン喜 山口県 牡蠣フライ　牡蠣飯の素　殻付き牡蠣グラタン　牡蠣長州漬 http://buchi-uma.com/

(有)かんずり 新潟県 かんずり http://kanzuri.com/

菊水酒造 (株) 高知県 パクチーのお酒 http://www.tosa-kikusui.co.jp

(有)キマル木村商店 宮城県 支倉バルシリーズ http://www.kimaru.jp/

(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/

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

(有)協同ファーム 宮崎県 まるみ豚の業務用パック、豚みそ(常温）、ギフト、精肉 http://marumiton.com/

(株)くまがい卵油研究所 秋田県 比内地鶏たまごのマヨネーズ、秋田産雑穀各種、雑穀シリアル http://www.ranyu.jp/

(株)黒川食品 岩手県 花巻豆腐102 http://www.kurokawafoods.co.jp

(株)恋する豚研究所 千葉県 恋する豚(精肉) http://www.koisurubuta.com

(有)高知アイス 高知県 ゆずシャーベット、ゆず希釈ドリンク、ゆず果汁他 http://kochi-ice.com

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/

(株)郊楽苑ホールディングス 北海道 ショートチーズシングル、ダブル、牛クリップ http://kourakuen-hd.com/
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(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/

寿食品(株) 神奈川県 針生姜、いいdeしょうが、べんりdeしょうが、生姜ごはんの素 http://www.kotobuki-shokuhin.net/

小林生麺(株) 岐阜県 グルテンフリー★ケールパスタ http://www.kobayashiseimen.jp/

(株)小山製麩所 北海道 プチ大福各種、生麩各種、特撰湯葉、北海道全粒粉焼麸・パスタ http://www.fu-yuba.co.jp

歳時和菓子 越山甘清堂（(株) 越山商

店）
石川県 米ゲル、米クリームの米加工素材、「どっと」、加賀宝珠 http://www.koshiyamakanseido.jp

(株)坂利製麺所 奈良県 紅白めでたにゅう麺、マグカップ麺ぞうすい、吉野の葛餅 http://sakari.biz/

佐賀冷凍食品(株) 佐賀県 レンジDEステーキ http://kanesue-saga.jp/

佐々木酒造(株) 京都府 聚楽第　純米大吟醸 http://jurakudai.com/

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

佐野製麺(株) 静岡県 海賊焼 http://www.men-ya.com

サンフーズ(株) 広島県 ミツワお好みソース、広島風激辛お好みソース、お好み焼お好み村 http://www.sunfoods.net

(株)白形傳四郎商店 静岡県 茶の実油　GOLD TEA OIL http://www.shirakata.co.jp/

新栄水産(有) 山形県 山形県庄内浜産　金頭だししょうゆ http://www.shinei-suisan.com/

(株)陣中 宮城県 牛タン丸ごと一本塩麹熟成 http://jinchu.jp/

(株)鈴木屋 岡山県 どらせん、クーク、恋衣せんべい http://suzukiya-senbei.com/

(株) スリーピークス 山梨県 乾燥サフラン http://kitsune-farm.com

(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/

(株)棚橋食品 滋賀県 マメな野菜　ソイ・フロマージュ　やまと豆腐  京の女豆腐 http://tanahashi-food.jp/

千代の園酒造(株) 熊本県 大吟醸　千代の園　エクセル　720ml http://www.chiyonosono.co.jp/

(株)つかもと 茨城県 つかもとプレミアム甘なっとう「彩」シリーズ http://www.ama710.com/

月寒あんぱん本舗（ (株)ほんま） 北海道 月寒あんぱん、月寒ドーナツどさんこプレミアム他 http://www.e-honma.co.jp/

月星食品(株) 栃木県 ソースデリシリーズ２６種類 http://www.tsukiboshi-s.co.jp

(株)出羽 山形県 出羽のどぶろく、蕎麦屋の隠し酒　そばどぶ、出羽の蕎麦茶、そばの実、荒挽き蕎麦、 http://www.dewa-lasante.com

(株)東北農都共生総合研究所 宮城県 小川原湖カニ油 http://tohoku-noto.co.jp/

(株)巴軒 岐阜県 とろけるわらび餅・とろけるようかん（栗・安納芋） http://www.dangoya.co.jp/

中原水産(株) 鹿児島県 枕崎かつおだし茶づけ（枕崎鰹船人めし） http://www.katsu-ichi.com/

(株)中村漁業部 青森県 燻製鮭とば、のし鱈、たこロール、真いかするめさき、無添加鮭とば、ひめたら、イカの丸干し http://www.gyogyoubu.jp/

能登 なまこや（(有)大根音松商店） 石川県 なまこ粥 http://namakoya.com

(株)西出製茶場 京都府 「レモングラス入り京ふか冠（かぶせ）茶パウダー」 http://www.nishide.com/index.html

日南工業(株) 秋田県
うわてん（鱈しょっつる）、うわてん白だし、比内地鶏つゆ、秋田みそ、その他発酵食品（麹

等）
http://www.kikkonan.co.jp

根岸物産(株) 群馬県 半生うどんふじ娘、超ちぢれ中華麺、塩分ゼロうどん等 http://www.wind.ne.jp/ajino-udon

ノーイン(株) 岡山県 カフェインレスコーヒー、岡山ご当地珈琲、ホワイトチョコレート http://feel21.co.jp

(株) 葉桐 静岡県 GABA茶、ＥＵ残留農薬基準クリアのお茶、産地生産者明確な日本茶 http://www.hagiricha.com/
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(株) 八葉水産 宮城県 みちのく塩辛 https://www.hachiyousuisan.jp/

(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/

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

美味フーヅ(株) 徳島県 外食店舗様向けチルドドレッシング・鳴門鯛ソース http://bimi-foods.com

フードインパクト(株) 東京都 果肉入り国産桃シロップ、『本格シロップ』シリーズ http://www.food-impact.co.jp

(有)深見梅店 和歌山県 有機梅干し、有機調味梅干し、有機梅製品 http://www.yasashi-umeya.jp/

(有)藤二商会 京都府 有機製品と和と洋のお菓子です。 http://fujini.com/

(株)ふじ屋 茨城県 とうもろこしのプリン http://www.tsukuba-purin.co.jp/

(株) 北毛久呂保 群馬県 フルーツこんにゃく http://www.kuroho.com/

北海道ワイン(株) 北海道 おたる特撰ナイヤガラ　、北海道ケルナー　、鶴沼ピノ・ブラン http://www.hokkaidowine.com

ボッチ（(株)セガワ） 千葉県 ピーナッツペーストギフト・からつきゆで落花生・落花生甘露煮 http://bocchi-peanut.jp/

(株)米夢の郷 福島県 白い発芽胚芽米・がんばる家族の十一雑穀・早炊き加工米 http://maimunosato.jp

(有)マグリーフ 岐阜県 鮎塩焼きオイルコンフィ、飛騨牛すじ煮込、鮭サイコロ煮 http://www.magleaf.co.jp

丸高水産(株) 北海道 国稀酒造酒粕使用秋鮭粕漬　等、北海道のイタリアンの匠監修惣菜 http://www.marutaka-suisan.co.jp/

マルニ食品(株) 宮城県 麺菓子専門店　二階堂製麺所　麺ざくざく http://www.02-food.com

(株)マルモ青木味噌醤油醸造場 長野県 無添加有機玄米味噌(赤・白)300g http://www.aokimiso.co.jp

マルヤ水産(株) 宮城県 東北の食材を使用した「CANNED(キャンド)」シリーズ缶詰 http://www.maruyasuisan.com/

(株)ミールワークスフーズ 東京都 アジア式新潟県産「生米麺」 http://www.mealworks.co.jp/news/186

(株)無双社 愛媛県
雑穀トマトソース（野菜・椎茸・唐辛子）、雑穀とトマト味噌の万能ソース、熟恋とまとジュー

ス、雑穀とトマトのドレッシング
http://musousha.com/

(株)もみじかえで研究所 岐阜県 もみじ茶、もみじエキス、もみじスパークリング、ドライもみじ葉 https://www.momijikaedelab.jp/

森の石窯パン屋さん（(有)きらら館） 茨城県 茨城県産米粉と農産物を使った本格パンシリーズ http://mori-pan.com/

(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

(有)山上蒲鉾店 神奈川県 ①極上蒲鉾（白・赤）②極上蒲鉾ハーフ（白・赤）③いわしつみれ http://yamajoukamaboko.co.jp

(株)ヤマトミ 宮城県 金華さばのハンバーグ　5種のハーブを使用したトマトソース入り http://yamatomi-isi.com/

豊屋食品工業(株) 宮城県 宮城県産南蛮みそ漬、青唐辛子みそ、おみ漬、いぶり味たくあん http://www.yutaka-ya.com/

横浜フランス菓子プチ・フルール（(株)横尾商

事）
神奈川県 湘南グリーンレモンケーキ/湘南グリーンレモンパイ他 http://www.petitefleur.co.jp/

(同)横山フードテクノ 滋賀県 ほとんど無塩の醤油様天然調味料(HMSTC)

(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・旗魚缶詰 http://katsuodashi.okinawa/

琉球黒糖(株) 沖縄県 黒糖菓子、チョコ黒糖 http://www.ryukyu-kokuto.jp/

ワールドベイクドチーズケーキ 宮城県
簡単盛りつけグルテンフリーのチーズケーキ各種（例：グルテンフリーずんだのチーズケーキ）

（提案により、サイズや盛り付け例なども展示致します。）
http://s-wbc.strikingly.com/

(株)わかさや本舗 北海道 北海道バターリッチ、じゃがバターすいーとぽてと、いも風味 http://www.wakasayahonpo.com

(株)ワタスイ 福島県 ジャンボなめこの炊き込みご飯の素、ジャンボなめこのたまり漬 http://www.watasui.com

(株)わらく堂 北海道 まるで皮付きスイートポテト http://www.warakudo.co.jp/
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