
中小企業総合展 in FOODEX 2019 【出展企業】

【北海道エリア】

復興枠 小間番号 出展者名 所在地 展示商品名 HPアドレス

★ 9B30-001 網走ビール(株) 北海道 流氷ドラフト http://www.takahasi.co.jp/beer/

★ 9B30-002 (株)医食同源 北海道 がごめ昆布のお惣菜手造りセット http://www.ishokudougen-hokkaido.com/

★ 9B30-003 (株)魚長食品 北海道 いかめし、塩辛、地ビール、道産水産加工品 http://www.hakodate-factory.com/

★ 9B30-004 栄興食品(有) 北海道 鮭とろ【１００g、１２０g、３００g】 http://www.ytf-ohnishi.com/pro/#eiko

★ 9B30-005 (株)キットブルー 北海道 北海道産高級干海参（乾燥ナマコ） http://www.kitblue.jp

★ 9B30-006 (有)香遊生活 北海道 有機オホーツクカモミール®Royal First Flush http://www.koyu-seikatu.co.jp

★ 9B30-007 榮屋(株) 北海道 いももち、ポテバタ http://www.h-sakaeya.co.jp/

★ 9B30-008 (株)四季舎 北海道 北海道　窯だしスイートポテト http://shikisya.co.jp

★ 9B30-009 昭和製菓(株) 北海道
主にチーズケーキ、カステラ、クッキー、キャンディー、プ

リン、ゼリーなど。
http://www.ss-showa.com

★ 9B30-010 高橋農園 北海道 高橋農園の産直野菜シリーズ『FRESH or GRILL』 https://www.facebook.com/takahashi.nouen.nouvel/

★ 9B30-011 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、寒月 http://www.e-honma.co.jp

★ 9B30-012 ニセコ髙橋牧場((株)髙橋牧場) 北海道 のむヨーグルト、各種チーズ、菓子、他業務用乳製品 http://www.niseko-takahashi.jp/

★ 9B30-013 フォレスト・ベリー農園((株)遠藤組) 北海道 シーベリージュース・フルーツソース・ブレッドペースト http://seaberry.biz/

★ 9B30-014 (株)北海道バイオインダストリー 北海道 北海道のかぼちゃの種から搾ったオイル http://www.bio-do.co.jp

★ 9B30-015 (株)誉食品 北海道 数の子松前漬 http://hakodate-homare.com/index.html

★ 9B30-016 丸高水産(株) 北海道 北海道発高品質急速凍結品ブランド「瞬造くん」シリーズ http://www.marutaka-suisan.co.jp

★ 9B30-017 (株)マルデン 北海道
鮭ジャーキー、鱈ジャーキー、鮭定塩フィレ、その他地魚加

工品
https://www.marude-n.co.jp

★ 9B30-018 ロマンス製菓(株) 北海道 ソフトキャンディ（甘酒・ラムレーズン）　塩べっこう飴 http://www.romance-hokkaido.jp

★ 9B30-019 (株)わかさや本舗 北海道
北海道バターリッチ、いも風味、じゃがバターすいーとぽて

と他
http://www.wakasayahonpo.com

【東北エリア】

9B30-020 (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、ソース
http://www.jomon-berry.land/

9B30-021 (株)木戸食品 青森県 ほたて塩焼45ｇ・ほたての一夜ぼし40ｇ・ほたてのしぐれ煮 http://www.kidofood.co.jp/

9B30-022 (株)スターリングフーズ 青森県
津軽完熟林檎ジュース白ラベル、津軽完熟林檎ジュース紙

パック
http://www.sf-nora.com/

9B30-023 中村漁業部 青森県
真いかすだれ、鮭とばスライス、たこロール、のし鱈、真イ

カ焼きミミ、ピリ辛焼き足、無添加ひめたら、鮭とばス

ティック、鮭とばハラス

http://www.gyogyoubu.jp

9B30-024 久慈ファーム（有） 岩手県 折爪三元豚・佐助（精肉） http://sasukebuta.co.jp

9B30-025 佐々長醸造(株) 岩手県 岩手名産　老舗の味 つゆ http://www.sasachou.co.jp

9B30-026 (株)かね久 宮城県 仙台発祥牛たんコロッケ　仙台味噌仕立て http://www.kanekyupanko.com

9B30-027 (株)陣中 宮城県 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成 http://jinchu.jp

9B30-028 水月堂物産(株) 宮城県 ハーフシェルのほや刺し http://www.suigetsudo.jp

9B30-029 (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/

9B30-030 (株)ヤマトミ 宮城県 金華さばのハンバーグ、さばフレーク、煮焼き穴子 http://yamatomi-isi.com

9B30-031 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/

9B30-032 (株)米沢食肉公社 山形県
米沢牛、山形県産豚、米沢牛入サラミ、DLG金賞受賞ウイン

ナー
http://www.yonesyoku.com

9B30-033 (有)おのづか食品 福島県 お惣菜（煮魚、煮物等） http://fukushima.iwaki-onozuka.co.jp/index.html
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【関東エリア】

9B30-034 (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

9B30-035 (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/

9B30-036 (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/

9B30-037
パラダイスビアファクトリー((株)オール

フィールズ)
茨城県

自然栽培麦芽＆鹿島神宮の御神水使用のクラフトビール「弥

栄」
https://paradisebeer.jp

9B30-038 天鷹酒造(株) 栃木県 有機日本酒、日本酒、その他醸造酒など。 http://tentaka.co.jp/

9B30-039 (株)市川食品 群馬県
タピオカ風こんにゃく、パスタこんにゃく、冷凍耐用こん

にゃく、ばた練りこんにゃく
http://www.yuuhachi.co.jp

9B30-040 くろほのこんにゃく((株)北毛久呂保) 群馬県
タピオカ風蒟蒻、こんにゃくジャーキー、ブルーベリー風蒟

蒻
http://www.kuroho.com/index.html

9B30-041 (株)糀屋 群馬県 糀屋藤平の甘酒 http://www.komenohana.com/

9B30-042 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

9B30-043 つむぎや(土田物産(株)) 埼玉県 焼そば革命、温つむぎうどん・そば、埼玉小麦おかし https://www.tsumugiya.net/

9B30-044 (株)MNH 東京都 プリントマシュマロ、プリントラムネ、たまカリーネ http://mnhhappy.com/

9B30-046 (株)ミールワークスフーズ 東京都 新潟県上越市産「生米麺」 https://mealworksfoods.co.jp/

9B30-047 越後しらたま本舗(株) 新潟県
雪室貯蔵の白玉粉、白玉粉、白玉棒、韓国餅（トック・トッ

ポギ）
http://e-shiratama.com/

9B30-048 (有)かんずり 新潟県 かんずり http://www.kanzuri.com/

9B30-049 (株) 旭食品 山梨県 贅沢穀類シリーズ/ふだんの雑穀シリーズ/業務用雑穀MIX http://www.asahi-foods.com

【中部エリア】

9B30-050 (株)マルモ青木味噌醤油醸造場 長野県 有機玄米味噌(赤・白)300g・日本国産みそ500g http://www.aokimiso.co.jp

9B30-051 小林生麺(株) 岐阜県 グルテンフリーインスタントラーメン https://www.kobayashiseimen.jp/

★ 9B30-052 ＰＬＵＳ(株) 岐阜県 グルテンフリー ライス （パスタ、クッキー・ラスク） http://shoko-hi.jp/2015web/group_3/about.html

9B30-053 (有)マグリーフ 岐阜県
飛騨牛巻き高麗人参、飛騨牛すじ煮込み、鮎塩焼きオイルコ

ンフィ
https://www.magleaf.co.jp

9B30-054 (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

9B30-055 山栄食品工業(株) 岐阜県 やわらかチーズ帆立120ｇ http://www.yamaei.co.jp

9B30-056 佐野製麺(株) 静岡県 海賊焼　海賊ラーメン http://www.men-ya.com

9B30-057 (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/

9B30-058 (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

茶
http://www.hagiricha.com/

9B30-059 (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/

9B30-060 (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/

9B30-061 (株)金トビ志賀 愛知県 金トビめん(乾麺)、小麦粉 https://www.kintobi.com

9B30-062 (株)コモ 愛知県
おぐら小町、スイートポテト小町、デニッシュチョコ、毎日

クロワッサン
https://www.comoshop.jp/company/

9B30-063 三州三河みりん((株)角谷文治郎商店) 愛知県 三州三河みりん・有機三州味醂・三州梅酒（濃醇・辛口） http://www.mikawamirin.com/

9B30-064 (有)星野水産 愛知県
エイの唐揚、エイのパテ、めひかり唐揚、魚介類のオイル漬

け
http://hoshino-suisan.com/

9B30-065 (株)隆祥房 愛知県 国産小麦の餃子皮・国産小麦の春捲皮 http://www.ryushobo.com

9B30-066 辻製油(株) 三重県 フレーバーオイル、黒にんにくドレッシング、新感覚調味料 http://www.ureshino-lab.jp
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【近畿エリア】

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

★ 9B30-068 大江山食品(株) 京都府 京野菜　万願寺甘とうのかまど炊き佃煮 https://oheyama.co.jp

9B30-069 (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/

★ 9B30-070 (株)小林ふぁ～む 京都府 とまとのじゅ～す、とまとのぺ～すと https://www.cobafarm.com

9B30-071 佐々木酒造(株) 京都府 聚楽第　エクストラプレミアム http://jurakudai.com/

★ 9B30-072 (有)藤二商会 京都府
ステックタイプ柚子グリーンティー、ステックタイプジン

ジャーグリーンティー
http://fujini.com/

9B30-073 (株)茜丸 大阪府
茜丸むらさきいもあん（鹿児島県産むらさきさつまいも使

用）
http://www.akanemaru.co.jp

★ 9B30-074 ＮＳＷ(株) 大阪府 ピクルス各種、ピクルスギフトセット https://idsumi.com

9B30-075 小倉屋(株) 大阪府
ふりかけとろろ昆布、極細切り汐吹き昆布、バッテラ・白板

昆布等
http://www.ogurakonbu.co.jp/

9B30-076 (株)さかもと 大阪府 ダルス、こざかなDeli、手作り西京漬、かるしおシリーズ http://www.sakamoto-chirimen.co.jp

9B30-077 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

9B30-078 明和(株) 兵庫県 食物繊維入り手延べ麺（一生健麺） http://www.mensho-an.co.jp

9B30-079 (株)坂利製麺所 奈良県 坦々にゅう麺、紅白めでたにゅう麺、吉野の葛餅 http://sakari.biz/

9B30-080 (株)三輪そうめん小西 奈良県
三輪素麺鳥居誉・三輪素麺杉鳥居極細・みわのにじ・三輪乃

夏など
http://miwasoumenkonishi.co.jp/

【中国エリア】

9B30-081 ブリリアントアソシエイツ(株) 鳥取県
ピンク華麗・ピンク醤油・ピンクだし・ピンクわさび・ピン

クの乾杯酒・ピンクライス
http://www.ba-tottori.com/

★ 9B30-082 (株)南国自然農園 岡山県 美しい眠り「プレミアムきび酢」 https://premium-kibisu.com/

★ 9B30-083 (株)卵娘庵 岡山県 平飼い有精卵・本気かすてーら http://hiyokosan.net

9B30-084 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

9B30-085 田中食品(株) 広島県 旅行の友、わさび飯ふりかけ、無添加ふりかけ20袋入 http://www.tanaka-foods.co.jp/

★ 9B30-086 (株)みなり 広島県 のどぐろふりかけ、茶漬け、炊き込みご飯の素 http://www.minari.co.jp/

★ 9B30-087 盛川酒造(株) 広島県
白鴻 純米吟醸ブルーボトル、白鴻 艶肌梅酒、白鴻 酒粕ペー

スト
http://morikawa-shuzo.com/

9B30-088 (株)藤フーズ 山口県 MMスープ　とうもろこしの贅沢ポタージュ https://shizen.love/
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【四国エリア】

9B30-089 美味フーヅ(株) 徳島県 チルドドレッシング&なるとパスタソース http://bimi-foods.com

9B30-090 (株)共栄食糧 香川県 オリーブパスタ http://syodoshima-umaimon.jp/

9B30-091 (株)さぬきシセイ 香川県 香川県産小麦　さぬきの夢100％使用　讃岐うどん　他 https://sanuki-udon.co.jp/

9B30-092 小豆島ヤマイチ((株)山一商店) 香川県
もみじ葉燻製ドレッシング・オリーブ燻製醤油・オリーブオ

イル
https://yama1.in

★ 9B30-093 菊水酒造 (株) 高知県 ヨーグルトのお酒 http://www.tosa-kikusui.co.jp

【九州・沖縄エリア】

9B30-094 (株)七尾製菓 福岡県 クリームサンド　抹茶、　フレンチ抹茶パピロ http://www.nanaoseika.co.jp/

9B30-095 小浜食糧(株) 長崎県 長崎銘菓クルス・ボンパティのワッフル http://www.e-cruz.net/

9B30-096 (株)千興ファーム 熊本県 鮮馬刺し　線切り　50 http://www.senko-farm.com

9B30-097 ミツイシ(株) 宮崎県 日向夏ドレッシング http://www.mitsuishi.co.jp/

9B30-098 (株)食のかけはしカンパニー 沖縄県
長期熟成無添加鶏ハム、島どうふプリン、まるでチーズな島

どうふ
http://www.fc-kakehashi.jp

9B30-099 (有)渡具知 沖縄県
シークヮーサー果実まるごとパウダー　　フルポンドレソー

ス
http://www.ryukyuyakuzen.com

9B30-100 琉球黒糖(株) 沖縄県
黒糖菓子（ミントこくとう等）、チョコ黒糖（チョコっ

とぅ。等）
http://www.ryukyu-kokuto.jp/

【特別出展】

9B30-101 長野県塩尻市 長野県 塩尻、桔梗ヶ原のワイン http://www.city.shiojiri.lg.jp/wine_shikki/

9B30-102 山梨県北杜市 山梨県
麺（ほうとう、そば、うどん、やきそばなど）、ジャム、焼

き菓子など
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/5882.html

http://www.e-cruz.net/
http://www.ryukyuyakuzen.com/
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/5882.html

