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出 展 者 一 覧（5 0 音 順 ）

ENG

: English proﬁle available（P21-P24）

小間番号 : 7C10-01〜59

出展者名

あ

中小企業総合展 in FOODEX 2021 は日本全国の食品・飲料分

都道府県 小間番号 ページ
秋田県

21

P11

神奈川県

31

P13

株式会社アデリー

山口県

46

P17

アドバンス株式会社

大阪府

09

P08

網走ビール株式会社

北海道

32

P13

株式会社市川食品

群馬県

10

P08

神奈川県

26

オイル漬け専門店 Norte Carta

秋田県

有限会社かごしま有機生産組合

出展者名

た

都道府県 小間番号 ページ

株式会社タイナイ 米粉パン工場

新潟県

15

P09

ENG

合資会社高福

静岡県

44

P16

ENG

有限会社高丸食品

愛知県

25

P12

ENG

ENG

株式会社タナカショク

高知県

16

P09

ENG

ENG

有限会社樽の味

和歌山県

17

P10

千代の園酒造株式会社

熊本県

35

P14

P12

株式会社つかもと

茨城県

50

P18

22

P11

月星食品株式会社

栃木県

28

P12

鹿児島県

39

P15

ENG

つむぎや（土田物産（株））

埼玉県

06

P07

かねすえ（佐賀冷凍食品（株））

佐賀県

48

P17

ENG

鶴味噌醸造株式会社

福岡県

29

P13

株式会社木戸食品

青森県

23

P11

ENG

とびしま柑橘工房株式会社

広島県

51

P18

KIRIORI（（株）高橋型精）

山形県

43

P16

ENG

株式会社ナチュレ

神奈川県

52

P18

ENG

株式会社糀屋

群馬県

33

P14

ENG

株式会社ヌベール

岐阜県

53

P19

ENG

有限会社高知アイス

高知県

47

P17

ENG

株式会社ネオナチュラル

愛知県

36

P14

ENG

神戸瑞穂本舗株式会社

兵庫県

01

P06

ENG

根岸物産株式会社

群馬県

07

P07

ENG

株式会社越河

鳥取県

24

P11

ENG

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八

滋賀県

18

P10

ENG

小林生麺株式会社

岐阜県

02

P06

フードインパクト株式会社

東京都

37

P15

株式会社さかもと

大阪府

42

P16

FUTURENAUT合同会社

群馬県

54

P19

株式会社坂利製麺所

奈良県

03

P06

株式会社別子飴本舗

愛媛県

55

P19

佐々長醸造株式会社

岩手県

27

P12

株式会社北毛久呂保

群馬県

19

P10

ENG

株式会社さぬきシセイ

香川県

04

P06

ENG

株式会社北海道米菓フーズ

北海道

56

P19

ENG

佐野製麺株式会社

静岡県

05

P07

ENG

株式会社ほんま

北海道

57

P20

ENG

有限会社三吉商店

石川県

30

P13

株式会社三輪そうめん小西

奈良県

08

P07

ENG

神奈川県

11

P08

ENG

株式会社もみじかえで研究所

岐阜県

38

P15

ENG

城北麺工株式会社

山形県

12

P08

ENG

柳川冷凍食品株式会社

福岡県

45

P17

ENG

株式会社食のかけはしカンパニー

沖縄県

13

P09

株式会社山野井

鹿児島県

41

P16

ENG

株式会社静風

栃木県

49

P18

ENG

株式会社夢工房

兵庫県

20

P10

株式会社セガワ

千葉県

14

P09

ENG

ら

琉球黒糖株式会社

沖縄県

58

P20

株式会社千興ファーム

熊本県

40

P15

わ

株式会社わかさや本舗

北海道

59

P20

株式会社仙醸

長野県

34

P14

株式会社秋田まるごと加工

株式会社AGRU

ENG

野の商品を取り扱う中小企業の厳選された逸品を一堂に展示。
おいしさを極めた59のものがたりをご紹介します。

岩井の胡麻油株式会社

か
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出 展 者 一 覧（カテゴリー別）

ENG

な

は

P 25

中小 機 構 のご紹 介
さ

独 立行政 法 人中小企業基盤 整 備 機
構（中小 機 構）は、事 業の自律的 発
展 や 継 続 を目指 す中 小・小 規 模 事

ガイドブックの 読 み方

業 者・ベンチャー企 業のイノベーシ
ョンや地域経済の活性化を促進し、

めん 類

食肉製品

調味 料

経 営 環 境 の 変 化 に 対 応し持 続 的
成 長 を目 指 す 中 小 企 業 等 の 経 営

その 他 加工食品

飲料品・酒 類

加工魚介 類

惣 菜・デリカ

オーガニック

菓子・デザート

課 題 の 解 決 に向 け、直 接 的 な伴 走
型 支 援、人 材の 育 成 、共 済 制 度の
運 営、資 金 面 での 各 種 支 援 やビジ
ネ スチ ャンス の 提 供 を 行 うととも
に、関 係する中 小 企 業 支 援 機 関 の
支 援 力の向 上に協 力します。

ENG

■カテゴリー

我 が 国 経 済 の 発 展に貢 献 すること
を目的とする政 策 実 施 機 関です。

ENG

ジャパンエナジーフード合同会社

ま

や

■ Q R コード
（中 小 企 業 総 合 展 We b サイト内の

〒105-8453

企 業 詳 細 情 報 につな がります）

東 京都港区 虎ノ門3-5-1
虎ノ門37森ビル
URL：ht tps://w w w.smrj.go.jp
法 人番 号：2010405004147

■ 認 定 等 マーク
地域資 源活用

新連携

農商工連携

※中小 機構では、これらの認定を受けた事業者に対し専門家によるアドバイスや販 路開拓支援等を行っています。

ENG

01

出展 者 一 覧（カテゴリー別）

カテゴリー

めん類

小間番号 : 7C10-01〜59

主な出展製品

出展者名

主な出展製品

出展者名

冷凍もっちもちの生パスタ

神戸瑞穂本舗株式会社

兵庫県

01

P06

糀屋藤平の甘酒

株式会社糀屋

群馬県

33

P14

みんなのラーメン

小林生麺株式会社

岐阜県

02

P06

黒松仙醸

どぶろく

株式会社仙醸

長野県

34

P14

新麺、国産小麦粉１００％手延麺、FD麺、吉野の葛餅など

株式会社坂利製麺所

奈良県

03

P06

吟醸原酒

ロックがうまい720ml

千代の園酒造株式会社

熊本県

35

P14

讃岐うどん、讃岐ざるうどん、讃岐ひやむぎ、讃岐そうめん

株式会社さぬきシセイ

香川県

04

P06

美活甘酒「はだ恵り」

株式会社ネオナチュラル

愛知県

36

P14

海賊焼

佐野製麺株式会社

静岡県

05

P07

本格シロップシリーズ、果肉入りシロップシリーズ

フードインパクト株式会社

東京都

37

P15

焼そば革命、温つむぎうどん・そば、こ、ふぃなんしぇ

つむぎや（土田物産（株））

埼玉県

06

P07

もみじ茶、もみじスパークリング、食べられるドライもみじ葉

株式会社もみじかえで研究所

岐阜県

38

P15

半生うどんふじ娘、超ちぢれ中華麺、ヴィーガンらーめん、等

根岸物産株式会社

群馬県

07

P07

三輪素麺鳥居誉、三輪素麺杉鳥居極細、みわのにじ

株式会社三輪そうめん小西

奈良県

08

P07

オーガニックベビーフード

有限会社かごしま有機生産組合

鹿児島県

39

P15

鮮馬刺し赤身スライス・鮮馬刺し線切り・桜うまトロ

株式会社千興ファーム

熊本県

40

P15

豚干肉<ポークジャーキー>、豚揚皮<ポークチップ>

株式会社山野井

鹿児島県

41

P16

ちりめんスナック、ちりめん・しらすツインパック、他

株式会社さかもと

大阪府

42

P16

レース海苔/将棋海苔/山形海苔/OEM加工紹介

KIRIORI（（株）高橋型精）

山形県

43

P16

造り手のこだわった「いわし削り節」「まぐろ削り節」

合資会社高福

静岡県

44

P16

さかなのごちそうシリーズ 「海鮮パスタ スリミサラダ 焼成済魚」

柳川冷凍食品株式会社

福岡県

45

P17

ホシフルーツ×JA山口県

株式会社アデリー

山口県

46

P17

ゆずシャーベット、天日塩ジェラート、ゆずドリンク、ゆず果汁

有限会社高知アイス

高知県

47

P17

あまおうタルト

かねすえ（佐賀冷凍食品（株））

佐賀県

48

P17

恋するいちご、バーチャミ(チョコスプーン) 、初恋糖

株式会社静風

栃木県

49

P18

つかもとプレミアム甘なっとう「彩」シリーズ

株式会社つかもと

茨城県

50

P18

れもんげ、レモネードベース、食べる香り、レモンジール

とびしま柑橘工房株式会社

広島県

51

P18

神奈川県産桜ゼリー200g

株式会社ナチュレ

神奈川県

52

P18

株式会社ヌベール

岐阜県

53

P19

未来食『コオロギのゴーフレット』

FUTURENAUT合同会社

群馬県

54

P19

ポリポーリ５０ｇ（しお、鯛、チーズ、カレー、もんじゃ焼味）

株式会社別子飴本舗

愛媛県

55

P19

北海道プチせんべい

株式会社北海道米菓フーズ

北海道

56

P19

月寒あんぱん、月寒ドーナツ、月寒まんじゅう、寒月

株式会社ほんま

北海道

57

P20

ミントこくとう、塩こくとう、チョコっとぅ。、黒のショコラ

琉球黒糖株式会社

沖縄県

58

P20

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

株式会社わかさや本舗

北海道

59

P20

都道府県 小間番号 ページ

カテゴリー

飲料品・酒類

都道府県 小間番号 ページ

オーガニック

その他
加工食品

02

大阪ぐるめすぅぷ肉すい

アドバンス株式会社

大阪府

09

P08

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、他

株式会社市川食品

群馬県

10

P08

「玄米 × 味噌 シリアルバー」

ジャパンエナジーフード合同会社

神奈川県

11

P08

スーパー大麦もち麦玄米ごはん

城北麺工株式会社

山形県

12

P08

まるでチーズな島どうふ、島どうふプリン、石垣牛ハンバーグ等

株式会社食のかけはしカンパニー

沖縄県

13

P09

①畑で採れたピーナッツペースト ②畑で採れたピーナッツの蜜煮

株式会社セガワ

千葉県

14

P09

焼いておいしいおこめパン、米パン粉

株式会社タイナイ 米粉パン工場

新潟県

15

P09

土佐珍味豆腐シリーズ

株式会社タナカショク

高知県

16

P09

和歌山県

17

P10

百一珍・百二珍・百三珍

キムチの素・おうちで本格キムチ革命

有限会社樽の味

比叡ゆば、京生麩、お麩ショコラ

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八

滋賀県

18

P10

かみかみこんにゃく・こんにゃくわらび餅【琥珀】

株式会社北毛久呂保

群馬県

19

P10

明石焼ミックス粉セット、冷凍あかし玉子焼（明石焼）

株式会社夢工房

兵庫県

20

P10

北限のふぐ口福セット

株式会社秋田まるごと加工

秋田県

21

P11

いぶりがっことチーズのオイル漬

オイル漬け専門店 Norte Carta

秋田県

22

P11

ほたて塩焼・ほたて一夜ぼし・ほたてのしぐれ煮・元祖玉子とうふ

株式会社木戸食品

青森県

23

P11

国産紅ズワイ蟹・ぷりぷり海老とチーズのグラタン、かに身がみそ

株式会社越河

鳥取県

24

P11

国産中粒納豆

有限会社高丸食品

愛知県

25

P12

加工魚介類

菓子・デザート

惣菜・デリカ

いちずに納豆大粒

金岩井純正胡麻油

国産小粒 心

金口、濃口胡麻油、白口胡麻油、ごま辣油

岩井の胡麻油株式会社

神奈川県

26

P12

岩手名産 生醤油、早池峰しょうゆ、老舗の味 つゆ、岩手・老舗の白だし、岩手田舎味噌 本蔵出し、岩手の大地

佐々長醸造株式会社

岩手県

27

P12

ご家庭で簡単に作れる調味料シリーズ

月星食品株式会社

栃木県

28

P12

旨辛味噌ダレ

鶴味噌醸造株式会社

福岡県

29

P13

マヨネーズ、ドレッシング、焼肉のたれ、ポン酢、浅漬けの素

有限会社三吉商店

石川県

30

P13

ほぐし茶・ハイビスカスオレンジ・アンフュージョン他

株式会社AGRU

神奈川県

31

P13

流氷ドラフト、知床ドラフト、桜桃の雫

網走ビール株式会社

北海道

32

P13

調味料

飲料品・酒類

食肉製品

相撲味噌

他

からだに微笑み

「ゆめほっぺアイス」7粒

グルテンフリー

バウムクーヘン・マドレーヌ

30ｇ

03

出展 者 一 覧（地 域 別）
（ページ̲出展 者名） ※中小機構の各地域本部・事務所が管轄する地域を基準として色分けしております。

近畿

北海道

北陸

大阪 府

奈良県

石川県

北海道

P08 アドバンス株式会社

P06 株式会社坂利製 麺 所

P13 有限会社三吉商店

P13 網走ビール株式会社

P16 株式会社さかもと

P07 株式会社三輪そうめん小西

P19 株式会社北海 道米菓フーズ

兵庫県

和歌山県

P20 株式会社ほんま

P06 神戸瑞穂本舗株式会社

P10 有限会社樽の味

P20 株式会社わかさや本舗

P10 株式会社夢工房

東北

滋賀県
青森県

P10 株式会社 比叡ゆば本舗ゆば八

P11 株式会社木戸食品
秋田県

中国

04

P11 株式会社秋田まるごと加工

四国

鳥取県

香川県

愛媛県

P11 株式会社越河

P06 株式会社さぬきシセイ

P19 株式会社 別子飴本舗

広島県

高知県

P18 とびしま柑橘工房株式会社

P09 株式会社タナカショク

山口県

P17 有限会社高知アイス

P11 オイル漬け専門店 Norte Carta
岩手県
P12 佐々長醸 造株式会社
山形県
P08 城 北 麺工株式会社
P16 KIRIORI（（株）高橋型精）

P17 株式会社アデリー

関東
九州
福岡県
P13 鶴味噌醸 造株式会社
P17 柳川冷凍食品株式会社

茨城県

千葉県

P18 株式会社つかもと

P09 株式会社セガワ

栃木県

神奈川県

P12 月星食品株式会社

P08 ジャパンエナジーフード

P18 株式会社静風

熊本県
P14 千代の園酒造株式会社
P15 株式会社千興ファーム

中部

佐賀県

合同会社

群馬県

P12 岩井の胡麻油株式会社

P07 根 岸物産株式会社

P13 株式会社 AGRU

P08 株式会社市川食品

P18 株式会社ナチュレ

P10 株式会社北毛久呂保

静岡県

P17 かねすえ（佐賀冷凍食品（株））

愛知県

P14 株式会社糀 屋

P07 佐野製 麺株式会社

鹿児島県

P12 有限会社高丸食品

P19 FUTURENAUT合同会社

P16 合資 会社高福

P15 有限会社かごしま有機 生 産組合

P14 株式会社ネオナチュラル

埼玉県

長野県

岐阜県

P07 つむぎや（土田物産（株））

P14 株式会社仙醸

沖縄県

P06 小林生麺株式会社

東京都

新潟県

P09 株式会社食のかけはしカンパニー

P15 株式会社もみじかえで研 究所

P15 フードインパクト株式会社

P09 株式会社タイナイ

P20 琉球黒糖株式会社

P19 株式会社ヌベール

沖縄

P16 株式会社山野井

米粉パン工場
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冷凍もっちもちの生パスタ

7C10-01 兵 庫県

めん類

5秒で完成！本 格的生パスタ！！

海賊 焼

みんなのラーメン

7C10-02 岐阜県

めん類

簡単みんなのグルテンフリー
インスタントラーメン しょうゆ味

7C10-05 静岡県

めん類

海賊 焼・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

焼そば 革命

温つむぎうどん・そば

7C10-06 埼玉県

こ、ふぃなんしぇ

めん類

創業10 0年 、埼玉の小麦粉屋から
レンジ4分、具材入り冷凍焼そば！

デュラム小麦のセモリナ粉のみを使 用したこの本 格 的

大 人 はもちろん 小さな お 子 様 にも安 心して気 軽 に 食

海 賊 焼：イカスミを 練り込 んだまっ黒 な 麺 に 、イカや

《 焼そば 革命》・レンジ４分、チンする本 格ソース焼そば

生パスタは 、凍ったままボイル 5 秒、又 は 電子レンジ1

べていただきたいというおもいから開 発しました 。乾

野 菜をたっぷり入れて塩ダレで 炒めるのが 美 味しい海

・国産 具 材（キャベツ・人参・豚肉）入

分加 熱で 調 理 完 成 。また長 時 間 経 時 変 化 致しません

燥 米 粉 麺 は 、国 産 米 粉 使 用・食 物アレル ゲン表 示 義

鮮風の塩 焼そば 。

《 温つむぎうどん・そば 》・お 湯をそそいで４分、手 軽な 即

のでケータリング、ブッフェ、惣 菜 等にも最 適で、既に

務 推 奨２８品目の原 材 料を一 切 不使 用です。ボリュー

海 賊ラーメン：イカスミ麺を、鶏がらをベースに、鯛 、

席麺 ・化学調味 料無 添加のやさしいスープ ・地 元の埼玉県

アメリカ 、カ ナダ、シン ガポール 、マレ ーシア、タイ、

ム 感 も満 足いた だける３０ｇにしています。粉 末 スー

アサリ、ホタテのダシを利か せた海 鮮 塩ラーメン。

産小麦100％のうどん、国産石臼挽きそば 粉100％のそば

オーストラリア、韓 国 、フィリピン、マカオに 輸 出し高

プは、化学 調味 料・香料・着 色 料・動 物 性 原 料 不使 用

い評 価を受けております。

で作りました。

《こ、ふぃなんしぇ

かさねほうじ茶》

神戸瑞穂本舗株式会社

小林生麺株式会社

佐野製麺株式会社

つむぎや（土田物産（株））

住 所：〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上1丁目14-8 2F
電話：078-978-1137

住 所：〒500-8172 岐阜県岐阜市白山町2丁目23番地の5
電話：058-262-9374

住 所：〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科399-3
電話：0558-52-0047

住 所：〒349-1102 埼玉県久喜市栗橋中央1-17-1
電話：0480-52-2111

URL：http://www.kobe-mizho.co.jp

URL：https://www.kobayashiseimen.jp/

URL：http://www.men-ya.com

URL：https://www.tsumugiya.net/
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7C10-03 奈良 県

めん類

大和まなと十 津川なめこの味噌汁味
フリーズドライにゅう麺です。

7C10-04 香川県

めん類

折り重ね製法により
コシ弾力のある麺です

7C10-07 群馬県

めん類

半生うどん「ふじ娘 」は
世界で認証されたうどんです

7C10-08 奈良 県

めん類

手延製法で作られる、強いコシと
なめらかなのど越しの素 麺です。

国 産小麦 粉１００％手 延 素 麺をフリーズドライ。熱 湯3

3 0 0ｇ、5 0 0ｇ、1ｋｇと小さいサイズから大 容 量まで

モンドセレクション 審 査 員 賞（ 優 勝）受 賞、５年 連 続

そうめん の 源 流 とされる三 輪 素 麺 。昔 から 変 わら な

分で 本 格 にゅう麺 の 味 噌 汁 味 です。具 材 に は 、奈 良

網 羅しておりますので、販 売したい 価 格 帯に 応じた商

最 高 金 賞を受 賞したうどんを是 非ご 覧ください。群馬

い 伝 統 の 手 延 べ 製 法 で 一 本 一 本 丁 寧 に 作 ら れる の

県 名産の 大 和まなと十 津 川なめこを加え、フリーズド

品の 選 定が出来ます。

県 産小 麦 粉10 0％に拘り、つゆ の 乗りを良くするため

で、細 い な がらも強 いコシがあり、なめらかなのど 越

ライ味 噌 汁に。味 噌の風 味と奈 良らしい具 材のまなと

と、独 特 な 歯ご た えを 楽し め るように と「 ね じ れ 打

しが 生 み 出されます。独 特 のコシと、のど 越しが自慢

なめこが良く合います。

ち」を持たせた、ご 進 物に最 適な半生うどんです。

の 手 延べ 素 麺を虹に見 立 てた 彩り豊かな七 色 の 素 麺
に仕 上 げ、昔 な がらの 線 香 巻きで 一 束 ず つ丁 寧 に包
装いたしました。

株式会社坂利製麺所

株式会社さぬきシセイ

根岸物産株式会社

株式会社三輪そうめん小西

住 所：〒632-0063 奈良県天理市西長柄町676
電話：0743-67-0129
URL：http://sakari.biz/

住 所：〒761-1402 香川県高松市香南町由佐580-1
電話：087-879-2279
URL：https://sanuki-udon.co.jp/

住 所：〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡879番地
電話：0274-22-0134
URL：http://j-noodles.com

住 所：〒633-0082 奈良県桜井市大字巻野内196番地
電話：0744-43-3113
URL：http://miwasoumenkonishi.co.jp/

新 麺、国産小麦粉１００％手延麺、FD麺、吉野の葛餅など

讃岐うどん、讃岐ざるうどん、讃岐ひやむぎ、讃岐そうめん

半生うどんふじ娘、超ちぢれ中華麺、ヴィーガンらーめん、等

三輪素麺鳥居 誉、三輪素麺杉鳥居極 細、みわのにじ

大阪ぐるめすぅぷ肉すい

7C10-09 大阪 府

その他加工食品

ホロホロと口の中で国産牛肉がほどけ旨みで満たされる、
関西出汁が身体に沁みる、粋な大阪人が愛した味わうぐるめすうぷ

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、他

7C10-10 群馬県

その他加工食品

デザートやドリンクで使える
タピオカみたいなこんにゃく

まるでチーズな島どうふ、島どうふプリン、石垣牛ハンバーグ等

7C10-13 沖縄 県

その他加工食品

沖縄の素材を今までにない加工技 術で
美味しい製品に仕上げました

① 畑で採れたピーナッツペースト② 畑で採れたピーナッツの蜜煮

7C10-14 千葉 県

その他加工食品

こだわったのは、
そのなめらかな舌触り。

それ は 大 阪 人のソウルフード、私 たちは あらためてこの 懐

タピ オ カこ ん にゃくは 直 径 約 7ｍ ｍ ほ どの 粒 つぶ 状

長 期熟 成 無 添 加 鶏 ハムは国 産 鶏を使 用した完 全 無 添

国内の約80%を収穫する千葉 県 房総半島で、良 質な落 花 生を提 供してきた

かしい味に向き合いました。

で、赤 黄 緑白黒の５色 展 開 。10 0gあたり9kcalと低カ

加の 燻 製 商品です。島どうふプリンは 沖 縄の島どうふ

セガワが、長年知り尽くしたピーナッツそのものの味わいを余すところなく引

大阪の芸人さんが２日酔いのために、「肉うどん、うどん抜

ロリーなヘルシー食 材 です。デザート、スイーツやドリ

とマンゴ 等 の 沖 縄を 代 表 する食 材を 融 合させ た商 品

き出した、本当に美味しいピーナッツペーストをつくりました。こだわったの

きで」と注 文したのが、肉すいの始まりといわれてます。

ンク、サラダやスープにと彩りと食感が 楽しめます。

です。まるで チーズな 島どうふ は 沖 縄 の島どうふを味

は、選ぶ素材や製法、焙煎も然ることながら、そのなめらかな舌触り。クリー

たっぷりの国 産 牛をぜいたくに使い、鰹と昆布の出汁にこ

噌 漬けにして燻 製させた商品です。他にも魅 力的な商

ミーさ際 立つ食感は、そのまま召し上がっても、また料理のアクセントとして

だわった体想いの無 添加商品です。

品があり、それらを選 抜して詰め 合 わ せ たギフト商品

も、いままでにない驚きと笑 顔をみなさまにお届けします。砂 糖 不使 用、加

もあります。

糖つぶ無し、加糖つぶ入りの3種。シチュエーションにあわせて、どうぞ。

アドバンス株式会社

株式会社市川食品

株式会社食のかけはしカンパニー

株式会社セガワ

住 所：〒590-0972 大阪府堺市堺区竜神橋町1-3-6エムズビル504号

住 所：〒370-0088 群馬県高崎市行力町270-2
電話：027-344-5800

住 所：〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風 原5192-27
電話：098-939-2050

住所：〒289-3181 千葉県匝瑳市野手1437-1
電話：0479-67-3566

URL：http://www.yuuhachi.co.jp

URL：http://www.fc-kakehashi.jp

URL：https://bocchi-peanut.jp/

電話：072-276-4711
URL：https://www.saikanokenbinabe.com/
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7C10-11 神奈川県

その他加工食品

甘くない、腹持ち抜 群、添加物不要の
和食 携帯食「玄米味噌シリアルバー」

7C10-12 山形県

その他加工食品

健 康志向の方におススメ！
簡単便利な雑 穀 入り玄米ごはん

7C10-15 新 潟県

その他加工食品

新潟県産米 粉主原料で作った
米 粉パン、トースト専用です

7C10-16 高知県

その他加工食品

〜豆 腐の新たな可能性〜

玄 米 と味 噌 汁という組 み合 わ せ は 、日本 人 に 必 要 な

山 形 県 産 特 別 栽 培 米 つ や 姫の玄 米をベースに 、話 題

米 粉パンは電子レンジで加 熱して頂くと焼き立てのパ

『 百一 珍』・・・醤 油ベースの 秘 伝 のタレが 醸し出すコクと

栄 養 素 が ほとんど含まれています。特 に不足しがちな

の 雑 穀「もち麦 」と「スーパー大 麦 」をバランスよく混

ンの 食 感 に 、オーブントースターで加 熱して 頂くと外

香り、深い旨みとチーズのようななめらかな舌 触りが 特 長

ビタミンやミネラル、食 物 繊 維 が 豊富に含まれていま

ぜ 炊きあげた健 康 志 向のパックごは んです。レンジ加

は カリカリ、中はモチ モチ の 食 感 に 戻り美 味しくお召

『 百二 珍 』・・・いつでもどこでも、お 手 軽 にお召し上 がり

す。ダイエットや 体 重 管 理 が 必 要 なアスリートにはも

熱 の みで 手 軽 に美 味しい 雑 穀 入り玄 米ご は んをお楽

し上 がり頂 けます。米 パン 粉 は 油 の 吸 着 率 が 低く揚

いただけるスティックタイプの香り豊かな燻 製 豆 腐です。

ちろん 、日頃の 間 食 にお楽しみいただけます。他 にも

し み いた だけます。主 食 な がらも豊 富 な 食 物 繊 維 を

げたての 食感が 長時 間 持 続 出来ます。

『 百 三 珍 』・・・豆 腐 と は 思 え な い 食 感 は まるで ビーフ

玄米 粉を使ったスイーツや玄米・お 味 噌 汁を活 用した

摂 取 で きるた め 、「 腸 活 」にも おス ス メな 次 世 代 型

ヘルスケア事 業を紹介 予定です。

パックごはんです。

ジャーキーの様な食感です。

ジャパンエナジーフード合同会社

城北麺工株式会社

株式会社タイナイ 米粉パン工場

株式会社タナカショク

住所：〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-２-１
中央第６関内ビル 3階 電話：090-9390-3392
URL：https://energyfood.co.jp/

住 所：〒990-0825 山形県山形市城北町二丁目2番17号
電話：023-643-5501
URL：http://yamagata-johoku.co.jp/

住 所：〒959-2600 新潟県胎内市清水9-153
電話：0254-44-8100
URL：http://www.tainai.co.jp/

住 所：〒781-5101 高知県高知市布師田1761
電話：088-845-2451
URL：https://www.tanakashoku.jp/

「玄米 × 味噌 シリアルバー」

スーパー大麦もち麦玄米ごはん

焼いておいしいおこめパン、米パン粉

土佐珍味豆 腐シリーズ

百一珍・百二 珍・百三珍

比叡ゆば、京生麩、お麩ショコラ

キムチの素・おうちで本 格キムチ革命

7C10-17 和歌山県

その他加工食品

塩漬け不要、いろんな野菜で
キムチ革命

7C10-18 滋賀県

その他加工食品

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

北限のふぐ口福セット

7C10-21 秋田県

惣 菜・デリカ

封を切れば 料 亭の味

いぶりがっことチーズのオイル漬

7C10-22 秋田県

惣 菜・デリカ

いぶりがっこ＆チーズ
定番だけど、ひとあじ違う

塩 漬 け不 要で、いろん な 野 菜 でキムチが つくれる。ま

国 際 的な食品安 全マネジメントシステムであるＩＳＯ／

秋 田 県 産 のとらふぐなど４種 のふぐをブレンドしただ

いぶりがっことチーズを、秋田の 魚醤 "しょっつる" と

さにキムチ革 命 。自社 製 造 の 米こうじ配 合し、まろや

ＦＳＳＣ２２０００をゆ ば 工 場として世 界で 初 めて 取

しを和 風と洋 風 に味 付けし、和 風 は ストレートだしと

塩 麹を加えて秋 田らしい、旨みたっぷりのオイル漬 に

か でより 深 い 味 わ い の 本 格 キム チ が 出 来 上 が りま

得。衛生 的な環 境で製 造することにより、保 存 料 不使

して、洋 風 はジュレにしています。「北 限 のとらふぐ」

仕 上 げました 。いぶりがっこの 燻 製 の 香りと、旨 味を

す。

用で賞味 期限が 冷蔵 2ヶ月の 生ゆばを開 発 。原 材 料は

は、秋田県 沖 特 有の冷たい海 水と荒 波により、他 産 地

増した チ ーズとの 組 み 合 わ せ で 白ワイン が す すみま

滋 賀 県 産 大 豆のみを使 用 。『比 叡 山 延 暦 寺 御 用 達 の

よりも引き締まった肉質で味が濃いのが 特 長 。当社グ

す！食 感 が 楽しめるようダイスカットにし 、見 た目も

ゆば』『比叡ゆば』とメニューに謳うことが可能です。

ループのふぐ 調 理ノウハウを活かして上 品なふぐ 料 理

楽しく。ちょっとした手土 産にもおすすめです。

に仕 上げています。

有限会社樽の味

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八

株式会社秋田まるごと加工

オイル漬け専門店 Norte Carta

住 所：〒644-0006 和歌山県御坊市島661
電話：0738-23-1493

住 所：〒520-0043 滋賀県大津市中央4-3-10
電話：077-514-1102

住 所：〒011-0941 秋田県秋田市土崎港北５−５−４２
電話：018-827-6883

住 所：〒018-2635 秋田県山本郡八峰町八森下嘉治助台69-6

URL：http://www.tarunoaji.com

URL：http://hieiyuba.jp/

URL：http://akita-fugu.com/

電話：0185-57-3444
URL：https://www.nortecarta.com/
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7C10-19 群馬県

その他加工食品

こんにゃくで感動を
これがこんにゃくかとビックリする商品です

7C10-20 兵 庫県

その他加工食品

全国初！つけだし汁付き
明石焼ミックス粉セット

7C10-23 青森 県

惣 菜・デリカ

りんご醤油と伯方の塩で
あっさり香ばしく焼上げたほたて塩 焼

7C10-24 鳥取 県

惣 菜・デリカ

かに屋の作る簡単調 理の
拘り冷凍食品をご案内

かみかみこんにゃく

全 国 初となる「つ け だし汁」が 付 いた 家 庭 用 明 石 焼

りんご 醤 油と伯 方の塩を使 用し、あっさり塩味で香 ば

か にやえびを使った贅 沢な 冷凍 食 品を製 造しており、

こんにゃくに味を漬 け 燻 製にした商品です。噛 めば 噛

ミックス 粉 セット。たこ焼きプレ ートで 手 軽 に 本 格 的

しくソフトに焼き上げたほたて塩 焼 。ほたて自身の旨

しか も調 理 方 法 はどの 商 品もとても簡 単 に お召し上

む ほ ど 味 の 出る 癖 に なる商 品です。食 物 繊 維 を 多 量

な明 石焼が 調 理できます。明 石 焼 は、たこ焼きとは 原

味 が 失 わ れることなく、ギュ〜と凝 縮したほ たて一 夜

がり頂けます。電子レンジで、自然 解 凍 で、又 蟹しゅう

に含んだ 商 品です から腹 持 ちがよくダイエットにも最

材 料（ 粉）が 異 なり歴 史も古く、たこ焼き誕 生の 大き

ぼし。ショウガを加えた佃 煮、ほたてのしぐれ煮 。

まい 等 食 べ 方 は 蒸し・揚 げ 等 で 違う味 わ い をお 楽し

適 です。そのままお つまみ として 喫 食 できます。動 物

なヒントにもなった 料 理 です。ご 当 地グルメの 代 名詞

みいただける商品もご用 意しています。その 他 輸 出 商

性 の も の を 使 用 して い な い ビー ガ ン 向 け の ジ ャ ー

「B -1グランプリ」の 公 認 商 品 、五つ星ひょうご 選 定

材で大 人自身作、かにみそもご用意しています。

キーも開 発 。

商品です。

株式会社北毛久呂保

株式会社夢工房

株式会社木戸食品

株式会社越河

住 所：〒079-1206 群馬県利根郡昭和村橡久保588
電話：0278-24-1101
URL：http://www.kuroho.com/

住 所：〒673-0866 兵庫県明石市朝霧町3丁目15-1
電話：078-220-8352
URL：http://www.yumekoubou-akashi.jp/

住 所：〒030-1308 青森県東津軽郡外ヶ浜町下蟹田29-1
電話：0174-22-2051
URL：https://www.kidofood.co.jp/

住 所：〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2035
電話：0859-35-0533
URL：http://www.k-chef.jp/

かみかみこんにゃく・こんにゃくわらび餅【琥 珀】

明石焼ミックス粉セット、冷凍あかし玉子 焼（明石焼）

ほたて塩 焼・ほたて一夜ぼし・ほたてのしぐれ煮・元祖玉子とうふ

国産紅ズワイ蟹・ぷりぷり海老とチーズのグラタン、かに身がみそ

国産中粒 納豆

7C10-25 愛 知県

いちずに納豆 大粒

国産小粒 心

惣 菜・デリカ

私自身目指すものは納豆 道であり
日本一の納豆です

金岩井純正胡麻油

7C10-26 神奈川県

金口、濃口胡麻油、白口胡麻油、ごま辣油

旨辛味噌ダレ

調味 料

7C10-29 福岡県

横 浜老 舗 胡麻 油屋の逸品

相撲味噌

マヨネーズ、ドレッシング、焼肉のたれ 、ポン酢、浅漬けの素

調味 料

7C10-30 石川県

辛さと旨味の絶 妙なバランス、
旨辛万能調味 料

調味 料

化学 調味 料を使わず本物の味を再 現
安 全安心な自然 派の液体 調味 料

程よく焙 煎した 胡 麻 から造る 琥 珀 色 の 胡 麻 油 。胡 麻

お 肉 、野 菜 、魚 介 類 等 使うもの を 選 ばな い万 能 調 味

石 川 県 能 登 半 島でとれ た サル モネラ菌の な い 新 鮮 な

できる納 豆を食べてみたくはないですか？

特 有の 香ばしさと旨味が 料 理をいっそう美 味しく仕 上

料 で す。そ のままソースとして、焼 肉 、焼 鳥 、と んか

卵 、コレステロール０のキャノラー油 。2 種 類のリンゴ

ホントに美 味しい 納 豆 は たれ・からしをつけなくても

げます。和 食や 中 華 の 揚 げ 物 、炒 め 物 、ドレッシング

つ、ドレッシング、魚のソテーなどに使 用できます。。

酢 をブレンドし 、能 登 揚 げ 浜 塩 田 の 塩 と 上 白 糖 で 味

大 豆 本 来 の自然 な旨 味 があり醤 油だけ でいただける

に 最 適 。スープやお 味 噌 汁にたらしたり、卓 上 調 味 料

FOODE X JAPAN 2014内

ご当地 味 噌&醤 油グラン

付けした体に優しいマヨネーズです。とがった酸 味 や

風味 豊かな納豆です。

にも◎

プリにおきまして

銀 賞、味 覚 審 査 賞、パッケージ 審

塩 味 を抑えた、やさしい 味 に仕 上 げ てあります。添 加

「昔あったよな〜

美 味しい納 豆 」と懐かしさと感 激

査 賞を受 賞いたしました。

物 、化 学 調 味 料 を 一 切 使 用し な い 全 卵 タイプのマヨ
ネーズです。

有限会社高丸食品

岩井の胡麻油株式会社

鶴味噌醸造株式会社

有限会社三吉商店

住所：〒474-0055 愛知県大府市一屋町一丁目80番地
電話：0562-46-5025

住 所：〒221-0053 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-26

住 所：〒832-0825 福岡県柳川市三橋町江曲216
電話：0944-73-2166

住 所：〒920-0054 石川県金沢市若宮2丁目30番地
電話：076-265-6018

URL：http://www.tsurumiso.jp

URL：https://nohea.jp/

URL：https://takamarusyokuhin.com/

電話：045-441-2033
URL：https://www.iwainogomaabura.co.jp/
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7C10-27 岩手県

調味 料

岩手の老 舗 醸 造 元の職 人が作り出す、
こだわりの調味 料

7C10-28 栃木県

調味 料

7C10-31 神奈川県

日本 橋 たいめいけん
ご飯のおともデミグラスハンバーグ

飲料品・酒類

毎日飲める。国産農 薬 未使 用の
ブレンドハーブティー

7C10-32 北海 道

飲料品・酒類

オホーツク海の流 氷を
仕 込 水に使 用したクラフトビール

岩 手 産の原 料を中心に使 用し、味 噌、醤 油 、つゆ 等を

日本 橋 たい め い けん茂 出 木 浩 司シェフ監 修

ご飯 に

① 利 用 者 の リピート 率 が 高 い！毎 日 飲 め る ハ ーブ

オホーツクの 空・海・流 氷をコンセプトに 誕 生した 発

製 造しております。仕 込 み水 は、ナチュラル・ミネラル

そのままか け れ ばたいめいけん のデミグラスハンバー

ティー ② 著 名パティスリー監 修 の３パターンで 楽しめ

泡 酒 。オ ホーツク海 の 流 氷を 仕 込 水 に使 用し 、天 然

ウォーター「早池 峰 霊 水」を使 用。百年 以 上 受け 継が

グ に 。パ イシートに包 んで 揚 げ れ ばミートパ イに 、茹

るハーブティー

色 素クチ ナシを 使 用 することで 色 鮮 や か な オ ホーツ

れてきた蔵 の木 樽 でじっくりと熟 成させる、天 然 醸 造

でたパスタにバターと一 緒に混ぜ合わ せれ ば 絶 品ミー

クブル ーを表 現 。ビール の 苦 味を抑えたさっぱりとし

方 式 で製 造しております。味 噌には、発 酵を促すため

トソースに、ご飯と一 緒 に炒 めて、卵 焼きで 包 め ば 絶

た 味 わ い になっていますのでビール の 苦 手 な 方や 女

にクラシック音 楽を聴か せ、熟 成させております。

品オムライスの出来 上がります。

性にもおいしく飲 んでいただけます。

佐々長醸造株式会社

月星食品株式会社

株式会社AGRU

網走ビール株式会社

住 所：〒028-0114 岩手県花巻市東和町土沢5-417
電話：0198-42-2311
URL：https://www.sasachou.co.jp

住 所：〒326-0047 栃木県足利市錦町77
電話：0284-41-6743
URL：https://www.tsukiboshi-s.co.jp/

住 所：〒242-0014 神奈川県大和市上和田1200
電話：090-6471-3399
URL：https://agru.jp/

住 所：〒093-0016 北海道網走市南6条西２丁目2番地
電話：0152-45-5100
URL：http://www.takahasi.co.jp/beer/

岩手名産 生醤油、早池峰しょうゆ、老舗の味 つゆ、岩手・老舗の白だし、岩手田舎味噌 本蔵出し、岩手の大地

ご家庭で簡単に作れる調味 料シリーズ

ほぐし茶・ハイビスカスオレンジ・アンフュージョン他

流 氷ドラフト、知床ドラフト、桜桃の雫

他

糀 屋藤平の甘酒

7C10-33 群馬県

飲料品・酒類

今でも手 作りにこだわり職 人が
心を込めて製 造した伝 統製法

黒 松仙醸

7C10-34 長野県

どぶろく

飲料品・酒類

お米の甘さと爽やかな酸味、
発 酵 泡のフレッシュな味わい

本 格シロップシリーズ、果肉入りシロップシリーズ

7C10-37 東京都

飲料品・酒類

果肉入りのこだわりシロップ
ドリンクやデザートソースとして

もみじ茶、もみじスパークリング、食べられるドライもみじ葉

7C10-38 岐阜県

飲料品・酒類

世界 初! 見るから食べるもみじへ
新しい｢日本｣の表現方法。

創 業 4 5 0 年 来 作 り続 け てきた 糀 作 りの 技 術 を 継 承

どぶろくとは 、米と麹 、酵 母を仕 込 んで 発 酵させ た 醪

果 肉 や 果 皮が入ったシロップ になっております。冷 水

もみじは 紅色 、形も美しく、美 味しさや 機 能 性の 観 点

し、今でも手 作りにこだわり職 人が 一つ 一つ心を込 め

（もろみ）そのものを瓶 詰めしたものです。発 酵 中に

でも溶 けや すいので、炭 酸 水や サワーで割って、飲 食

からも自信を持って紹 介できる素 材 です。日本や 秋を

て製 造した甘 酒 です。秋 田 県 産あきたこまちを10 0 %

出る炭 酸 ガスのしゅわしゅわと弾ける柔らかな 泡とと

店のドリンクメニューとして、またデ ザートソースとし

表 現できるもみじの 特 長 を生 かした 世 界 初 の 商 品を

使 用し生 糀 で製 造していますので、深いコクがありな

もに優しく広 がるお 米 の 甘さ、そしてほのかな 酸 味 が

てご 検 討ください。各 商品 、ご 試 飲して頂 けますので

開 発しています。皆 様 ぜひ 一度ご 賞味いただき関 心を

がら、さっぱりとした 飲み口でお子 様 からお 年 寄りま

あり後 味 は すっきりとしています。麹 の 栄 養 たっぷり

ぜひお立ち寄りください。

もっていただけ れ ば 幸 いです。レストランや 和 洋 菓 子

で幅 広い 年代の方にご 利 用頂いています。

でアルコール 度 は 6％と軽 快 な 飲 み 心 地 は 現 代 の 健

の 材 料として、外 国 の方 向け 商品 素 材としても重 宝さ

康 志向にもマッチしています。

れています。

株式会社糀屋

株式会社仙醸

フードインパクト株式会社

株式会社もみじかえで研究所

住 所：〒370-0006 群馬県高崎市問屋町2-10-4
電話：027-370-4012

住 所：〒396-0295 長野県伊那市高遠町上山田2432
電話：0265-94-2250

住 所：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-11 E/Front 8F

住 所：〒507-0046 岐阜県多治見市廿原町787-1
電話：0572-44-7950

URL：https://www.komenohana.shop/

URL：https://www.senjyo.co.jp/

電話：03-5282-2156
URL：https://www.food-impact.co.jp

URL：https://www.momijikaedelab.jp
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7C10-35 熊本県

飲料品・酒類

アルミ缶に詰めた日本 酒の原酒を
氷を浮かべてグビッと！

7C10-36 愛 知県

飲料品・酒類

美活甘酒「はだ恵り」習慣で
体内から美しくすこやかな１日を

7C10-39 鹿児島県

オーガニック

はじめての離乳食は旬の国産有機農産物の
自然なやさしいものを

7C10-40 熊本県

食肉製品

包丁・まな板いらず！
簡単・ロスなく本 格的馬刺し

「吟 醸 原 酒ロックがうまい720ml」一 切 割り水をしな

体 の内 側からキレイにな れる美 活 飲 料「はだ 恵り」。

旬の国 産 有 機 農 産 物をおうちで手 作りしたようなぬく

鮮 馬 刺し 赤 身スライス：赤 身 馬 刺しをスライスしまし

い 吟 醸 酒 の 原 酒（18 度 ）をアルミ缶 に 詰 めました 。

米 糀 甘 酒をベースにしたはだ恵りは３種の米 糀と２種

もりあるベビーフードをつくっております。有 機 JAS 認

た 。包 丁・まな 板 いらず で 馬 刺しを召し上 が れ ます。

スッキリ辛口の日本 酒を氷を浮かべてお楽しみ頂けま

の 酵 素で 美 容 成 分オリゴ 糖 、アミノ酸 たっぷり。自社

証を取 得した自社 工 場でひとつひとつ丁 寧 に、おおき

鮮 馬 刺 し 線 切り：赤 身 馬 刺しを 細 切りにしました 。

す。瓶 容 器と比べて軽 量で破 損の心 配もなく、空容 器

有 機 農 場で採 れたお米や ヘチマ、ハーブなどを使 用し

くなあれ の 想いを込 めて。持ち運びに便 利なレトルト

ユッケ用に 最 適 です。馬 肉の 生ネギトロ：赤身と馬 脂

の 処 理も簡 単です。旅 行 やキャンプやアウトドアのお

て、飲みや すさと体へ の 優しさにこだわった「は だ 恵

パウチ商品 なので、外 出 時 や 外食 時 に 。「食 いっぷり

をペースト状 にしました 。丼 や 寿司 ネタはもちろん の

供 にも最 適 です。焼き鳥 や 肉 料 理との 相 性 が 抜 群 で

り」は、現代 人に嬉しい新感 覚の 発 酵 飲 料です。

が 違う」とご好 評いただいている自慢の商品です。

事、様々な召し上がり方ができます。

す。

千代の園酒造株式会社

株式会社ネオナチュラル

有限会社かごしま有機生産組合

株式会社千興ファーム

住 所：〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1782
電話：0968-43-2161
URL：http://www.chiyonosono.co.jp

住 所：〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10 明治安田生命今池内山ビル8階

住 所：〒891-0101 鹿児島県 鹿児島市五ケ別府町3646
電話：099-282-6874
URL：http://kofa.jp/

住 所：〒861-3203 熊本県上益城 郡御船町高木2530
電話：096-282-7677
URL：http://www.senko-farm.com

吟醸 原酒

ロックがうまい720ml

電話：052-745-3344
URL：https://www.neo-natural.com/

美活甘酒「はだ恵り」

オーガニックベビーフード

鮮馬刺し赤身スライス・鮮馬刺し線切り・桜うまトロ

ちりめんスナック、ちりめん・しらすツインパック、他

豚干肉<ポークジャーキー>、豚揚皮<ポークチップ>

7C10-41 鹿児島県

食肉製品

7C10-42 大阪 府

加工魚介 類

さかなのごちそうシリーズ

「海鮮パスタ

7C10-45 福岡県

スリミサラダ

焼 成済魚」

加工魚介 類

電子レンジで本 格パスタを
お楽しみいただけます

ホシフルーツ×JA山口県

7C10-46 山口県

「ゆめほっぺアイス」7粒

菓子・デザート

こだわりのおつまみ
食仙人珍味ポークジャーキーとポークチップ

安心・安全・高品質なロングライフツインパック
独自の低温殺菌製法でふっくらと仕上げてます

山口県オリジナル柑 橘「せとみ」を
使 用した一口サイズのアイス

ポークジャーキーは 秘 伝 のタレに 豚 肉を1枚1枚 丁 寧

ツインパックのしらすやちりめんは、仲 卸 ならではの 全 国

ガーリック・こしょう・ハーブの 香 辛 料 を 効 か せ たア

「せとみ」は「清見 」と山口県 原 産の「吉浦ポンカン」

に漬けて、乾 燥して仕 上げました。独自の 製 法で仕 上

から厳 選した原 料を使 用。

ヒージョ風ソースです。オリーブオイルを加えコク深く

を交 配 育成された柑 橘 です。せとみ の中でも糖 度・酸

げたほかでは味 わえないしっとりとした 食 感と甘み 、

FSSC22000 認 証を取 得した自社 工場にて高度な品質 管

仕 上 げました 。冷 凍パスタの中でこれ だけシーフード

度 等 の 基 準を満たした高品 質のものは「ゆめほっぺ」

風 味 が 特 長です。ポークチップ は 豚 上 皮を丁 寧 に 湯

理の元 美味しく安心して食べられる製 品を製 造しておりま

を原 料に使 用した商品は 珍しいです。

のブランドで出 荷されています。その 厳 選され たゆめ

煎し、油で香 ばしく揚 げ て塩うまみ 風 味 に味 付けして

す。また、パリパリの 新 食 感 に 焼き上 げたちりめんじゃこ

います。カリカリの 食 感とあと味 の風 味 があとを引く

を使 用したちりめんスナックシリーズ「アンチョビーナ」は

美 味しさです。

全く新しいちりめんの食べ方を提 案しております。

ほっぺの果 汁を一 粒のアイスに閉じ込めました。

株式会社山野井

株式会社さかもと

柳川冷凍食品株式会社

株式会社アデリー

住 所：〒899-3404 鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地28

住 所：〒567-0853 大阪 府茨木市宮島1-1-1
電話：072-657-7694

住 所：〒832-0005 福岡県柳川市西蒲池1027・1028番地
電話：0944-73-1124

住 所：〒742-0021 山口県柳井市柳井11171番地１
電話：0820-23-7711

URL：https://www.sakamoto-chirimen.co.jp

URL：http://www.yanarei.co.jp/

URL：https://ad-e.co.jp/

電話：0993-77-3800
URL：https://www.the-yamanoi.co.jp/
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7C10-43 山形県

7C10-44 静岡県

加工魚介 類

加工魚介 類

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

新しい・美しい・美味しい

7C10-47 高知県

菓子・デザート

ガツンとゆず！！おいしいんだもの
ゆずシャーベット

7C10-48 佐賀県

菓子・デザート

和風×洋風がおりなす、
和洋折衷嬉野茶スイーツ

【レ ース 海 苔 】細 かく繊 細 なレ ース 模 様 に 打 ち 抜 いた

他 社 取 扱い の 少ない「いわし削り」「まぐろ削り」「タ

高 知 県 産のゆずストレート果 汁を使 用したシャーベッ

嬉 野 茶 スイー ツ は 、嬉 野 茶 の 特 徴 であ る「 渋 み と 甘

海 苔。和 食から洋 食まで、幅 広いシーンで 食 事を演 出し

ラ削り」との 配 合 や「糸 削り」「中厚 削り」「うず 花 削

トです。ゆずのさっぱりとした味 わいをお楽しみくださ

み」の バランスの 取 れ たまろや かな 味 わ いを引き立 て

ます。

り」等 の 特 殊 な 削り手 法 を 駆 使しお 客 様 の ニーズ に

い 。業 務 用 サイズ 2 L 、5 Lもあります！ドリンクに１ス

る、洋 食シェフが「洋×和」の良さを融 合させて丁 寧に

【将 棋 海 苔】山 形 県 天 童 市は日本一 の 将 棋 駒 産 地 。お

合った商品をご提 案 致します。

クープ 浮か べるだけ でフローズンドリンクを作ること

作りました 。お茶 をメインしたムースや、あまおうを使

ができます。

用したいちごタルトやお茶といちごのタルト等 斬 新なス

馴 染みの将 棋 駒をモチーフにした、かわいい海 苔です。
【 山 形 海 苔】山 形 県 の 形 に打ち抜いた海 苔

山 形 のお

イーツを販 売していく予定です。商品カタログにつきま

米と一 緒にお使いください。

しては、商品開 発 確 定 後 作成し送 付させて頂きます。

KIRIORI（（株）高橋型精）

合資会社高福

有限会社高知アイス

かねすえ（佐賀冷凍食品（株））

住 所：〒990-2338 山形県山形市蔵王松ヶ丘1丁目1-35
電話：023-695-3311
URL：http://kiri-ori.com

住 所：〒421-3214 静岡県静岡市清水区蒲原堰沢389-1
電話：054-385-4141
URL：http://takafuku.ocnk.net/

住 所：〒781-2332 高知県吾川郡いの町下八川乙683
電話：088-850-5288
URL：http://www.kochi-ice.com/

住 所：〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町徳万2117-1
電話：0952-37-1185
URL：https://kanesue-saga.jp/

レース海苔/将棋海苔/山形海苔/OEM加工 紹介

造り手のこだわった「いわし削り節」「まぐろ削り節」

ゆずシャーベット、天日塩ジェラート、ゆずドリンク、ゆず果汁

あまおうタルト

恋するいちご、バーチャミ(チョコスプーン) 、初恋糖

7C10-49 栃木県

菓子・デザート

とちおとめ日本一の産 地から
苺が主役の美味しいお菓子をお届け

つかもとプレミアム甘なっとう「彩」シリーズ

7C10-50 茨城県

菓子・デザート

本 格 手造り甘なっとうを
可愛いパッケージに閉じ込めました

からだに微 笑み

グルテンフリー

7C10-53 岐阜県

バウムクーヘン・マドレーヌ

菓子・デザート

小麦粉を使っていなくても
十二分においしいバウムクーヘン！

未来食『コオロギのゴーフレット』

7C10-54 群馬県

菓子・デザート

未来のプロテイン
『食用コオロギパウダー』配合！

とちおとめ日本一 の産 地 から全 国 へ 、そして世 界 へ 。

「 創 業 8 2 年 伝 統 製 法「 直 火 炊き」の 本 格 手 造り甘

小 麦 粉を 使 わ ないグルテンフリーでも、そうとは判ら

ゴーフレット１枚 に１０匹 分 のコオロギ！未 来 の 食 料

とちおとめ の 美 味しさを発 信 するため 、「苺 が主 役 」

なっとう」の日本 古 来 の 和 菓 子文化を尊 重しつ つ、ヤ

ないほどにしっとりした 食 感と美 味しさが 特 徴 です。

不足を補う『 新しい 動 物 性 た ん ぱく質 』として、昆 虫

をテーマに旬 のとちおとめ のフリーズドライを 使 用し

ングアダルト世 代へ向けて親しみやすさと馴 染 みやす

種 類は、バウムクーヘン・マドレーヌ・フィナンシェ・ガ

の 食 用 利 用が いま世 界 中で 注目されています。でも、

た 菓 子 づくりに 取り組 んでいます。主 力商品 の「恋 す

さを表 現しました。

トーショコラ・レモンケーキの５種 類とバリエーション

昆 虫って本当に食べられるの？その 答えがここに。

に富んでいます。

ゲテモノではない、モダンでオシャレな『 未 来 食 』で

るいちご」は 意 匠 登 録した他 社にはないオンリーワン
商品となっています。

売り場を盛り上げませんか。

株式会社静風

株式会社つかもと

株式会社ヌベール

FUTURENAUT合同会社

住 所：〒321-4306 栃木県真岡市台町１１番地８
電話：0285-82-8812

住 所：〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽4-5-7
電話：0297-62-0375

住 所：〒501-0531 岐阜県揖斐郡大野町上磯１６番地の1
電話：0585-32-3800

住 所：〒370-0813 群馬県高崎市本町４８
電話：027-386-4607

URL：https://ichigogashuyaku.com/

URL：http://www.ama710.com

URL：http://www.nevers.co.jp/

URL：https://futurenaut.co.jp/
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7C10-51 広島県

菓子・デザート

こだわり広島レモンの
とびっきり商品

7C10-52 神奈川県

菓子・デザート

神奈川県名産の八重 桜を使 用した
ゼリーです

7C10-55 愛 媛 県

菓子・デザート

ブランド里芋「伊予美人」を
練りこんだ甘くない！里芋かりんとう

7C10-56 北海 道

菓子・デザート

北海道富良野産の美味しい
「ゆめぴりか米」１００％使用のせんべい

「れもんげ」はレモン果 汁を入れ 、添 加 物を使わず 酸

神 奈 川 県 名 産 の八 重 桜 を 使 用した ゼリーです。桜と

ポリポーリは 、ブランド里 芋 を 練りこみこめ油 で 揚 げ

ゆめぴりか 米１００％のプチ せんべいができました。

味 のきいた 今まで にな いフレッシュな メレンゲ です。

いっても食 用の 桜であり、神 奈 川県が 国 内のシェアー

た甘くないかりんとうです。提 案 場 面に合 わ せ てご 提

北 海 道 富 良 野 産 の 美 味しい「ゆ め ぴりか 米 」だけを

「レ モンジール」はひろしまレ モンを手 絞りのような

№1とも言 われています。その 桜 を使 用して、ゼリーの

案させていただきます。

使 用して生 地を製 造 。じっくりと丁 寧 に 焼き上 げ、油

苦み の 少な い 香りが いっぱ い入った 何も加えな い 無

中で一 輪一 輪 桜が 咲いているのが 特 徴のゼリーです。

を一 切 使わないオイルフリー製 法にて味 付けをしてい

添 加のレモン果 汁です。

味 は 桜 餅 を 食 べているか のような 味 に仕 上 げ ており

ます。

ます。

とびしま柑橘工房株式会社

株式会社ナチュレ

株式会社別子飴本舗

株式会社北海道米菓フーズ

住 所：〒737-2603 広島県呉市川尻町西５-１-５
電話：0823-36-5535
URL：http://tobishima.hiroshima.jp/

住 所：〒256-0813 神奈川県小田原市前川435-2
電話：0465-20-6400
URL：https://www.asahi-net.or.jp/~ft5y-oosn/nature.htm

住 所：〒792-0886 愛 媛 県新居浜市郷２-６-５
電話：0897-45-1080
URL：http://www.be-ame.co.jp/

住 所：〒079-8442 北海道旭川市流通団地2条5丁目20-1
電話：0166-73-8118
URL：https://beika-foods.co.jp/

れもんげ、レモネードベース、食べる香り、レモンジール

神奈川県産桜ゼリー200g

ポリポーリ５０ｇ（しお、鯛、チーズ、カレー、もんじゃ焼味）

北海 道プチせんべい
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Exhibitor Information（Posted only for some applicants）

7C10-01・Hyogo

Noodles and pasta

Frozen boiled fresh pasta

The authentic fresh pasta can be made
in only ﬁve seconds!
To make the impossible possible, we research and struggle everyday to develop new products no companies
have realized. Weʼll make full efforts together under the slogans of our company, "Pursuit of better customer
satisfaction," "Keep improvement and reform always in your mind," and "Safety, Security, and Reliance." For this
event, we present you "Chewy and gentle fresh pasta" selected among all noodles as our major product line.

Kobe Mizuho Honpo Inc.

月寒あんぱん、月寒ドーナツ、月寒まんじゅう、寒月

7C10-57 北海 道

菓子・デザート

ADDRESS: 2F, 1-14-8, Ikegami, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 651-2111
TEL: 078-978-1137
URL: http://www.kobe-mizho.co.jp

ミントこくとう、塩こくとう、チョコっとぅ。、黒のショコラ

7C10-58 沖縄 県

菓子・デザート

7C10-04・Kagawa

Noodles and pasta

Sanuki Udon , Sanuki Hiyamugi , Sanuki Soumen

月寒あんぱん
「百年前から北海道産」

ミントこくとう・精製前の砂 糖 使 用で
ギルトフリーの黒糖 菓子

弊 社 の主 力商品 はすべて、主 原 材 料を北 海 道 産を 使

JAL機 内サービス品と採 用されてから観 光 客 の口コミ

用しています。これ は 創 業 以 来10 0 年 以 上にわたって

で人 気 となった 黒 糖 菓 子です。爽 や か な 風 味 と黒 糖

続 け てきたことで、北 海 道 産のすばらしさをシンプル

のコクが 一 度に 楽しめます。１つずつ 個 包 装 にもなっ

に、正 直に 表 現できるお菓子 作りを続 けてまいりまし

ているので 持 ち 運 び にも 便 利 でお 茶 菓 子だけ でなく

た。飽きの 来ない味 は、原 材 料 へのこだわりと変わら

山登り等でも良く使 用していただいております。

ぬ 製 法から生まれていると自負しております。

株式会社ほんま

琉球黒糖株式会社

住 所：〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東２条３丁目２-１

住 所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町四丁目16番地19
電話：098-992-8300

電話：011-851-1264
URL：http://www.e-honma.co.jp/
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7C10-59 北海 道

菓子・デザート

北海道 原材料を使 用し、加工、出荷も
北海道からお届けします

URL：https://ryukyu-kokuto.com/

7C10-05・Shizuoka

Noodles and pasta

KAIZOKUYAKI

We present chewy and elastic noodles
using a method to overlap noodle dough.

Salty seafood yakisoba in jet black
with squid ink kneaded in.

Sanuki Sisei produces 15 tons of products a day, one of the biggest-volume-manufacturers in
Japan as a single factory. In the brand-new factory, we procure materials of better quality at the
lowest price to produce safe and delicious items under complete management using modern
machines.

As our company has professionals with noodle-manufacturing licenses (designated by Nisshin Seifun), we are highly appreciated
for developing excellent products based on our sophisticated manufacturing technology. We focus on developing new products
using local dishes and our noodle production technology. For example, Kaizokuyaki won many awards such as the Minister of
Economy, Trade and Industry Award in Specialty Contest to vitalize local communities in 2012, appreciated in all parts of Japan.

Sanuki Shisei Co.,Ltd.

SANOSEIMEN Co.,Ltd.

ADDRESS: 580-1, Yusa, Konan-cho, Takamatsu-shi, Kagawa, JAPAN 761-1402
TEL: 087-879-2279
URL: https://sanuki-udon.co.jp/

ADDRESS: 399-3, Nishina, Nishiizu-cho, Kamo-gun, Shizuoka, JAPAN 410-3514
TEL: 0558-52-0047
URL: http://www.men-ya.com

7C10-07・Gunma

Noodles and pasta

Made with 100% Gunma-raised wheat ﬂour, the ingredients are ripened over two levels to draw out their
ﬂavor and strength, creating ﬂavorful udon with excellent adhesiveness, thickness, and texture.

Fuji musume, is a half-dried Udon noodle
winning international recognition.

7C10-08・Nara

Noodles and pasta

MIWASOUMEN TORII HOMARE、MIWASOUMEN SUGITORII GOKUBOSO、MIWANONIJI

We produce chewy somen noodles to slide down your throat
using traditional hand-stretching production method.

Our company has dealt with wheat for over 80 years in Gunma Prefecture, a great production area of wheat. Using excellent technique based on our rich
experiences, we have kept manufacturing noodles by extracting the original deliciousness and advantages of the material, strictly following the traditional
production method. Our major products include super-curly Chinese noodle winning the one and the only technology award in Gunma Prefecture, a product
winning a judgesʼ award (a championship) by the Monde Selection, and a half-dried Udon noodle exported to 14 countries in abroad.

Miwa somen has a long history of over 1200 years and Nara Prefecture is said to be the birthplace of
somen. Established over 100 years ago, our company aims to produce somen ensuring safety and
security, following the tradition handed down from the ancient time. Using the traditional hand-stretching production method, we produce thin and satisfactory chewy somen which slides down your throat.

NEGISHI BUSSAN Co.,Ltd.

MIWASOUMENKONISHI Co.,Ltd.

ADDRESS: 879, Fujioka, Fujioka-shi, Gunma, JAPAN 375-0024
TEL: 0274-22-0134
URL: http://j-noodles.com

ADDRESS: 196, Makinouchi, Sakurai-shi, Nara, JAPAN 633-0082
TEL: 0744-43-3113
URL: http://miwasoumenkonishi.co.jp/

展 示 製 品 は 、北 海 道 バ ターリッ チ、じゃが バ ターす
いーとぽ てと等 の 焼き菓 子、いも風 味 、あげ いも、ど
ら 焼 き等 の 半 生 菓 子 に 分 か れ ます。いず れ の 商 品も
使 用 原 材 料 は小麦 粉 が第一原 料で、地 元 北 海 道 産の
小麦 粉を４種 類 程 使い分けています。

株式会社わかさや本舗
住 所：〒163-0051 北海道札幌市西区宮の沢１条３丁目12-7
電話：011-666-1631
URL：http://www.wakasayahonpo.com

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

7C10-09・Osaka

Other processed foods

Osaka Gourmet Supu【 Niku Sui】

7C10-11・Kanagawa

Other processed foods

Ninja Bar

Try the soup for gourmets loved by stylish people in Osaka. Japanese beef gently breaks in small parts to
ﬁll your mouth with its deliciousness and the soup stock unique to the Kansai region soaks into your body.

The cereal bar has the three healthy elements; free from sweetness,
using traditional Japanese food material, and no food additives.

Osaka is a city called food extravagance, where various dishes for general public have been invented and supported by rich food materials
and a lot of curiosity. Featuring such tastes developed in Osaka, we plan and sell original products based on our philosophy to direct table
full of happiness with delicious and healthy hot pot cooking. Following our motto to ensure safety and security of foods, we use only materials
made in Japan. Actually, weʼve won the Japan Gift Awards 2017 and Osaka Award in 2019 as well as Food Action Japan Award in 2017.

Weʼve developed Cereal Bar made of brown rice and miso with the three healthy elements, that is,
free from sweetness, using traditional Japanese food materials, and no food additives. In old
days, express messengers and rickshaw men used to work energetically even living on plain
foods. Inspired by the fact, weʼve developed the cereal bar made of brown rice and miso.

Advance Co.,Ltd.

JAPAN ENERGY FOOD (LLC.)

ADDRESS: Ms building 5F, 1-3-6, Ryujinbashi-cho, Sakai-shi,
Osaka, JAPAN 590-0972
TEL: 072-276-4711 URL: https://www.saikanokenbinabe.com/

ADDRESS: Chuodairkukannai building 3F, 1-2-1 Furocho Naka-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 231-0032
TEL: 090-9390-3392 URL: https://energyfood.co.jp/

7C10-12・Yamagata

Other processed foods

Brown rice in Double barley

7C10-14・Chiba
Peanut cream from Harvests in a Farm series

Other processed foods
Peanuts simmered with syrup from Harvests in a Farm series

Try our brown rice with miscellaneous grains!
Easy to cook and convenient, and health-conscious!

①Smooth feeling on the tongue
②Peanuts of gentle and soft sweetness

We mainly produce rehydratable noodles, rice cakes, and retortable pouched cooked rice. Our mission is to develop
items contributing to customersʼ health through our food products. Our major product named Low-carb noodle cutting
carb by 50% won the grand prize in the meal category in a contest of FOODEX JAPAN 2018 titled the grand prize granted
by female gourmets. In these years, we also focus on healthy retortable pouched cooked rice products.

Our company was established in 1946. Now, we concentrate on product development to propose new style of peanut
products to satisfy customers under the slogan, "Creating deliciousness from farms" in cooperation with earnest producers.
To manufacture peanuts simmered with syrup, we marinate peanuts in syrup specially invented for the material, which has
been handed down since the establishment of our company, reducing the sugar to one third of conventional ones.

JOHOKU MENKO Co.,Ltd.

Co.,Ltd./segawa

ADDRESS: 2-2-17, Johoku-cho, Yamagata-shi, Yamagata, JAPAN 990-0825
TEL: 023-643-5501
URL: http://yamagata-johoku.co.jp/

ADDRESS: 1437-1, Node, Sosa-shi, Chiba, JAPAN 289-3181
TEL: 0479-67-3566
URL: https://bocchi-peanut.jp/
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7C10-15・Niigata

Other processed foods

Rice ﬂour bread、Rice ﬂour bread crumb

7C10-16・Kochi

Other processed foods

TOFU JERKY "HYAKU-SAN-CHIN"(Gluten free)

7C10-32・Hokkaido

Beverages

RYUHYO DRAFT

7C10-33・Gunma

Beverages

kojiyarobey no amazake

Rice ﬂour bread specially designed for toast,
made mainly of rice ﬂour produced in Niigata Prefecture

We pursue new possibilities of tofu.

The craft beer using drift ice
in Sea of Okhotsk for the water.

Amazake produced in earnest by craftsmen who always value
manufacturing by hand based on our traditional production method.

We produce rice ﬂour bread and rice bread crumbs using Japanese rice ﬂour as the main material
in our special factory free from 28 allergens including special raw materials. Building a new
factory in 2019, we produce rice ﬂour bread small enough to ﬁnish in one occasion, doughnuts,
and anpans.

Since the establishment of TANAKA SHOKU in 1974, we have strictly maintained our stance to
focus on technology improvement, care for natural environment, and product development
based on our slogan, "Safety and Deliciousness Come First." At the same time, weʼll engage in
developing new products to break down the conservative ideas of tofu.

We manufacture and sell beer and sparkling liquor featuring products and characteristics in
Abashiri, Hokkaido.

Established in 1566, Kojiya Touhei has 450 years of history. In our tradition, the presidents of the company have
announced themselves as Touhei Iijima and the incumbent president assumes Tohei the 22nd. We have
manufactured and sold malted rice and Koji-malts since the establishment of our company. Kojiya Touhei always
produces amazake based on our hand-manufacturing method to cherish and maintain the traditional ﬂavor.

TAINAI Rice ﬂour bread factory Co.,Ltd.

TANAKASHOKU Co.,Ltd.

ABASHIRI BEER Co.,Ltd.

kojiya Co.,Ltd.

ADDRESS: 9-153, Shimizu, Tainai-shi, Niigata, JAPAN 959-2600
TEL: 0254-44-8100
URL: http://www.tainai.co.jp/

ADDRESS: 1761, Nunoshida, Kochi-shi, Kochi, JAPAN 781-5101
TEL: 088-845-2451
URL: https://www.tanakashoku.jp/

ADDRESS: 2-2, Minamirokujo-nishi, Abashiri-shi, Hokkaido, JAPAN 093-0016
TEL: 0152-45-5100
URL: http://www.takahasi.co.jp/beer/

ADDRESS: 2-10-4, Tonyamachi, Takasaki-shi, Gumma, JAPAN 370-0006
TEL: 027-370-4012
URL: https://www.komenohana.shop/

7C10-18・Shiga

Other processed foods

7C10-19・Gunma

Other processed foods

Vegan jerky

Hieiyuba(Fresh soy bean curd)

7C10-35・Kumamoto

Beverages

Ginjogensyu Rokkugaumai 720ml

7C10-36・Aichi

Beverages

hadameguri

This Yuba is purveyed to Enryakuji temple in Mt. Hiei.
It can be preserved for as long as two months in a refrigerator.

Weʼll bring excitement and pleasure with konjac.
You must be surprised at our inventive konjac items.

Pour the raw Japanese sake from the aluminum
can over the ice and gulp it!

Drink Hadameguri everyday. The amazake makes you healthy and
brilliant from inside of your body and lets you enjoy every single day.

Our company is a purveyor of Hiei Yuba to Enryakuji temple in Mt. Hiei. We take pride in manufacturing all Yuba items
using only soybeans produced in Shiga Prefecture. We are the ﬁrst Yuba factory in the world to acquire FSSC22000,
an international food safety management system, and halal certiﬁcation. As raw Yuba items are produced in our
sanitary environment, they can reduce the number of bacteria and be preserved for two months in a refrigerator.

Learning from history to create new things. We are good at developing new products while
following the tradition. Our company is located in Showa village in Gunma Prefecture, the biggest
konjac production district in Japan. We develop and produce a wide variety of konjac items, such
as simple hand-made konjac for farmers, konjac sashimi, konjac jerky, and konjac dessert.

We are a sake brewery in Kumamoto Prefecture established in 1896. Since then, we have engaged in new challenges,
such as production and sales of Japanese liquor junmaishu ahead of any other breweries in Japan and sales of daiginjo
in a bottle using a cork stopper and raw sake canned in an aluminum container. Although the time varies dietary habits
and personal tastes in many ways, we always aim to produce sake to enrich the heart of every drinker.

We, neo natural, engage in our mission to deliver active and enriched natural life to you. For that purpose,
we grow, manufacture and process plants such as sponge gourds and herbs as materials for our products
in our own farm with JAS certiﬁcation for organic products. Besides that, we sell skin care products,
organic cosmetics, and commodities which are natural and friendly to people and the environment.

Hieiyuba Honpo Yubahachi Co., Ltd.

Hokumoukuroho Co.,Ltd.

Chiyonosono Sake Brewery Inc.

neo natural Co.,Ltd.

ADDRESS: 4-3-10, Chuo, Otsu-shi, Shiga, JAPAN 520-0043
TEL: 077-514-1102
URL: http://hieiyuba.jp/

ADDRESS: 588, Tochikubo, Showa-mura, Tone-gun, Gumma, JAPAN 079-1206
TEL: 0278-24-1101
URL: http://www.kuroho.com/

ADDRESS: 1782, Yamaga, Yamaga-shi, Kumamoto, JAPAN 861-0501
TEL: 0968-43-2161
URL: http://www.chiyonosono.co.jp

ADDRESS: 3-8-10, Uchiyama, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN 464-0075
TEL: 052-745-3344
URL: https://www.neo-natural.com/

7C10-23・Aomori

Prepared foods and delicatessen

Broiled Scallops (lightly salted) Dried Overnight Soft Scallops Boiled Scallops in ginger and soy sauce
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7C10-24・Tottori

Prepared foods and delicatessen

Japanese red snow crab and cheese gratin

7C10-38・Gifu

Beverages

Japanese maple sparkling cider, Japanese maple tea, Edible Japanese maple leaves, Freeze dried powder extract

7C10-39・Kagoshima

Organic

Organic Baby Food

Scallop grilled with apple soy sauce and Hakata salt.
Enjoy its light and savory smell!

Enjoy frozen foods presented by a crab specialty company.
They are exquisite and easy to cook!

The world-ﬁrst-maple to eat! Innovative approach from Japan changes
the role of maple leaves from a feast for the eyes to food material.

Try our baby food as the ﬁrst weaning food for your baby. We use fresh
organic agricultural products made in Japan friendly to the nature.

We have a company and a factory in Sotogahamamachi facing Mutsu Bay in Aomori Prefecture, a special
production area of scallops. We are well versed in features and processing methods of scallops. Our factory
has a retort sterilization equipment to produce items available for distribution at ordinary temperature, a
nitrogen gas generator to prevent oxidization of foods, and a nitrogen gas ﬁlling and packaging machine.

Gaining ISO22000 in 2014, we always pay great attention to security, safety, and hygiene and raise awareness of all
employees on these matters through meetings. As each member of our company pays further attention on quality and
product management, we are recognized as a dependable company not only by our existing users but also by new customers.
This event surely gives us a great opportunity, since weʼve increased business deals through OEM business and FOODEX.

Maple Laboratory Inc. researches, develops, and sells the world-ﬁrst products and our original innovations made of Japanese maples. Our major products include,
Japanese maple tea (a trademarked brand), tea made of Japanese maple based on our unique technology, Japanese maple extract and sparkling, extraction of the pigment
component of the beautiful red using our original technology, and dried Japanese maple leaf reproducing its color and shape. We grow the leaves in our own farm using no
agricultural chemicals and pick every leaf carefully by hand. Itʼs our mission to make Tajimi City in Gifu Prefecture as the best city in the world built on Japanese maple!

We are a producersʼ group consisting of 162 organic farmers mainly in Kagoshima Prefecture. We wholesale
organic agricultural products and sell them through our group stores and online shops. In our own factory
with JAS certiﬁcation for organic food producers, we produce organic baby foods and jam made of sweet
potato paste. In addition, we wholesale materials for primary processing of organic agricultural products.

KIDO SHOKUHIN Co.,Ltd.

KOSHIKAWA Co.,Ltd.

Maple Laboratory Inc.

Kagoshima Organic Farmers' Association

ADDRESS: 29-1, Shitakanita, Sotogahama-machi, Higashitsugaru-gun,
Aomori, JAPAN 030-1308
TEL: 0174-22-2051 URL: https://www.kidofood.co.jp/

ADDRESS: 2035, Hatagasaki, Yonago-shi, Tottori, JAPAN 683-0845
TEL: 0859-35-0533
URL: http://www.k-chef.jp/

ADDRESS: 787-1, Tsuzuhara, Tajimi-shi, Gifu, JAPAN 507-0046
TEL: 0572-44-7950
URL: https://www.momijikaedelab.jp

ADDRESS: 3646, Gokabeppu-cho,Kagoshima-shi, Kagoshima, JAPAN 891-0101
TEL: 099-282-6874
URL: http://kofa.jp/

7C10-25・Aichi

Prepared foods and delicatessen

Kodawari Tedukuri Natto

7C10-28・Tochigi

Seasoning

Japanese fried noodes sauce

7C10-41・Kagoshima

Meat products

PORK JERKY、PORK CHIPS

7C10-42・Osaka

Processed seafoods

Chirimen snack series , Boiled whitebaite twinpack

We aim to be a perfect natto manufacturer
to produce the best natto in Japan.

Try this sauce delicatessen series.
It allows you to make a professional touch.

Pork jerky and pork chips from Shokusennin
delicacy series, ultimate delicacies of wizardry

Try the snack made of dried-young sardines and
enjoy the unique and new crispiness.

As most natto items are produced by machines in these years, authentic natto can be hardly seen. Natto is
a fermented food, which originally needs frequent cares by hand to create deliciousness. As a natto
manufacturer, we value selection of materials, efforts, and passion in this order. We struggle everyday to
produce natto to hear customersʼ voice of excitement, "What a delicious natto!", as our utmost pleasure.

Our company is a sauce manufacturing company with a long history established 100 years ago.
Based on the technology cultivated in our 100-year-long experience of sauce manufacturing, we
produce liquid seasonings for both business use and retailers and accept small lot orders (100 kg)
on customersʼ requests.

Our company mainly manufactures and sells meat products in Kagoshima Prefecture. Our
products include charbroiling pork, our major product based on our sophisticated charbroiling
method, ham and sausage featuring the technique of the president, Shinji Yamanoi, certiﬁed as a
Meister of meat in Germany, and delicacies such as pork jerky and pork chips.

Our company was established along with the opening of the central wholesale market in Osaka. Since then, we have dealt with
ﬁshery products dried with salt such as dried-young sardines and dried whitebaits. We produce items by keeping our companyʼs
motto always in our minds, that is, hand-made, high quality, and spirit of innovation. Our own factory gained ISO22000 certiﬁcate
to realize one of the best quality control in this industry. We deliver items to ensure top-class safety, security, and deliciousness.

Takamaru Shokuhin

TSUKIBOSHI FOODS Co.,Ltd.

YAMANOI Co.,Ltd.

Sakamoto Co.,Ltd.

ADDRESS: 1-80, Hitotsuya-cho, Obu-shi, Aichi, JAPAN 474-0055
TEL: 0562-46-5025
URL: https://takamarusyokuhin.com/

ADDRESS: 77, Nishiki-cho, Ashikaga-shi, Tochigi, JAPAN 326-0047
TEL: 0284-41-6743
URL: https://www.tsukiboshi-s.co.jp/

ADDRESS: 3075-28, Takahashi, Kimpo-cho, Minamisatsuma-shi,
Kagoshima, JAPAN 899-3404
TEL: 0993-77-3800 URL: https://www.the-yamanoi.co.jp/

ADDRESS: 1-1-1, Miyajima, Ibaraki-shi, Osaka, JAPAN 567-0853
TEL: 072-657-7694
URL: https://www.sakamoto-chirimen.co.jp/

7C10-29・Fukuoka

Seasoning

SUMO MISO

7C10-31・Kanagawa

Beverages

Hogusi-tea、Hibisucus&Orenge、Infusion

7C10-43・Yamagata

Processed seafoods

LACE-NORI /SHOGI-NORI/YAMAGA-NORI

7C10-44・Shizuoka

Processed seafoods

In addition to ﬂakes of preserved ﬁsh including katsuo (skipjack tuna), sardine, and mackerel,
we also manufacture and sell various other dried marine products including kombu (kelp),
niboshi (small dried anchovies) and naturally sun-dried miniature shrimp.

Enjoy the fabulous balance of spiciness and deliciousness!
The miso sauce matches a wide variety of dishes.

Blend herb tea made in Japan free from pesticides.
Itʼs so smooth that you can drink it everyday!

New, beautiful, and delicious!

Established in 1870, Tsurumiso is specialized in miso manufacturing. We have a miso storehouse registered as
Tangible Cultural Property. The red-roofed storehouse is commonly called "Namikura" and stands along with
Yanagawa River famous for boat riding as a touristic activity. Weʼve engaged in developing better products and
new markets while cherishing the taste appreciated by customers since the establishment of our company.

While growing herbs free from pesticides in our own farm, we buy in a stock of excellent Japanese
herbs and process them into herb tea. We process them only by hand and start production only
after accepting orders so as not to reduce the quality of the ﬂavor. We also run OEM business,
ensuring to produce herb tea of higher quality and closer to your request.

Our main business is to manufacture precise cutter blades used to punch liquid crystal ﬁlm for smartphones.
Based on the technology, we make your dining gorgeous by punching laver into delicate forms. With punching dies
made by ourselves, the punching process is carried out in a local institution for the handicapped. The business
aims at assured income through job-creation for handicapped people and high-value added delicate designs.

Tsurumiso jouzou Co.,Ltd.

AGRU Co.,Ltd.

KIRIORI (TAKAHASHI KEISEI Co.,Ltd.)

Takafuku Co.,Ltd.

ADDRESS: 216, Emagari, Mitsuhashi-machi, Yanagawa-shi,
Fukuoka, JAPAN 832-0825
TEL: 0944-73-2166 URL: http://www.tsurumiso.jp

ADDRESS: 1200, Kamiwada, Yamato-shi, Kanagawa, JAPAN 242-0014
TEL: 090-6471-3399
URL: https://agru.jp/

ADDRESS: 1-1-35, Matsugaoka, Zao, Yamagata-shi, Yamagata, JAPAN 990-2338
TEL: 023-695-3311
URL: http://kiri-ori.com

ADDRESS: 389-1, Kambara-Segizawa, Shimizu-ku, Shizuoka, JAPAN 421-3214
TEL: 054-385-4141
URL: http://takafuku.ocnk.net/

We make proposals on shavings of dried ﬁsh
to meet your needs in terms of taste and usage.
We plan, develop, manufacture, and sell various kinds of shavings of dried ﬁsh. We also sell dry foods,
such as Sakura shrimp, small shrimp, dried boiled ﬁsh, and kelp. In addition, we plan, produce, and
sell gifts for ceremonial occasions and novelties for events using shavings of dried ﬁsh.
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7C10-45・Fukuoka

Processed seafoods

Seafood Ajillo Pasta

Confectionery and desserts

Enjoy our authentic and microwaveable pastas!

Delicious yuzu sherbet plenty of its juice!

Our process department can reproduce even recipes invented by chefs of luxurious hotels and mass produce them while
maintaining the professional touch. Our another asset is the processing know-hows weʼve built with cooks. Regardless of the
size of your business, weʼll meet your demand in terms of quantity and due date. While presenting delicious food products of
high quality, we make proposals for various purposes, such as to improve business efﬁciency to cope with labor shortage.

Based on our policy to manufacture items using local materials, we produce sherbet, ice cream,
and drink made of delicious food materials in Kochi Prefecture. The most popular product is Yuzu
sherbet made of pure Yuzu juice, as Kochi is the biggest producer of the fruit in Japan. Since we
produce items in our own factory, we can deal with items for OEM.

Yanagawa Frozen Foods Co.,Ltd.

KOCHI ICE Co.,Ltd.

ADDRESS: 1027/1028, Nishikamachi, Yanagawa-shi, Fukuoka, JAPAN 832-0005
TEL: 0944-73-1124
URL: http://www.yanarei.co.jp/

ADDRESS: 683, Shimoyakawa-otsu, Ino-cho, Agawa-gun, Kochi, JAPAN 781-2332
TEL: 088-850-5288
URL: http://www.kochi-ice.com/

7C10-48・Saga

Confectionery and desserts

Amaou tart

7C10-49・Tochigi

Confectionery and desserts

Strawberries in love, chocolate spoon,ﬁrst love sugar,

ス
タ
ン
ジオ
チ
ッ
キ
環境
×
健康

withコロナ時代の新しい生活の在り方を模索するなかで、全世代で健康に対する

会 場 うまいものがたり
中小企業総合展
in FOODEX 2021ゾーン
受付横キッチンスタジオ
時間 会期中毎日
詳細プログラムは
WEBサイトに公開中

自己防衛意識の高まりが顕著です。今こそ見つめたい、体の幸せ。心の幸せ。美味

WEBでも公開中です。

フードプラスクリエイト /
有限会社千代田

しく皆さまに寄り添えるウェルビーイングなご提案。
（キーワード:おうち時間の過ごし方、コロナ太り、腸活、免疫上げる、自分ご褒美）

20〜50 代
男女

会場にてレシピ配布中！

代表

林 由希恵

馬肉シュウマイ

め

Enjoy Ureshino Sweets, a great harmony of
Japanese and Western sweets

Enjoy delicious sweets featuring strawberries from the
biggest production area of Tochiotome strawberry.

We cook each item with great care using excellent materials from all over Japan including Kyushu
so that we frozen and deliver all items to customers, maintaining the original good tastes. In
addition, we develop and produce items matching various lifestyles of general consumers.

We engage in production development and sales expansion of sweets featuring strawberries in
the biggest production area in Japan. Baciami is one of our unique products using freeze-dried
Tochiotome coated in white chocolate and cut in two, which is a partial registered design. Its
gorgeous appearance is appealing to customers.

まるでチーズな島どうふ・スモーク（株式会社食のかけはしカンパニー）

7C10ｰ13 沖縄 県

P.09

三色きざみゆば（株式会社比叡ゆば本舗ゆば八）

7C10ｰ18 滋賀県

P.10

Saga Frozen Food Co.,Ltd.

Seifu Co.,Ltd.

熱い情熱♪サルサソース（月星食品株式会社）

7C10ｰ28 栃木県

P.12

ADDRESS: 2117-1, Tokuman, Kubota-cho, Saga-shi, Saga, JAPAN 849-0201
TEL: 0952-37-1185
URL: https://kanesue-saga.jp/

ADDRESS: 111-8, Daimachi, Mooka-shi, Tochigi, JAPAN 321-4306
TEL: 0285-82-8812
URL: https://ichigogashuyaku.com/

桜うまトロ（株式会社千興ファーム）

7C10ｰ40 熊本県

P.15

7C10-52・Kanagawa

Confectionery and desserts

Kanagawa Sakura Jelly
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7C10-47・Kochi

Yuzu sherbet, Salt gelato, Yuzu drink, Yuzu juice

V M D インストラクター・調 理 師・フードコ ー ディ
ネーターの林 由希恵が出展商品を組み合わせたオ
リジナルレシピを開 発しました 。キッチンスタジオ
で調理 実 演と試食を行います。

7C10-53・Gifu

の居酒屋気分で楽しめる、おつまみ。

Confectionery and desserts

Our Baumkuchen is delicious enough
even with no use of ﬂour!

We sell jellies made of fruits, a specialty in Kanagawa Prefecture. Especially, the jelly made of cherry
blossoms in Kanagawa Prefecture is our major product, increasing its sales every year both in Japan and
abroad. Accepting orders to produce jellies also from production areas in other prefectures, now we
deal with 19 jelly items in total including 10 items for Kanagawa and nine for the other prefectures.

Weʼve tried to produce excellent items using professional confectionery production methods
since the establishment of our company. We produce our own NB or OEM items for leading hotels,
wedding halls, theme parks, and cake shops all over Japan. In recent years, we have developed
gluten-free delicious items using no ﬂour, mainly sold at supermarkets.

Nature Co.,Ltd.

Nevers Co.,Ltd.

ADDRESS: 435-2, Maegawa, Odawara-shi, Kanagawa, JAPAN 256-0813
TEL: 0465-20-6400
URL: https://www.asahi-net.or.jp/~ft5y-oosn/nature.htm

Confectionery and desserts

Cricket Gaufrette, a Future Food

20〜4

0代
女性

7C10-56・Hokkaido

The rice cracker made only from Yumepirika,
delicious rice produced in Furano City in Hokkaido

We develop and sell new protein food products made of edible crickets. Edible crickets are highly nutritious and put smaller
burdens on the environment. For this reason, they win attentions from all over the world as the protein material in the next
century. As a venture business in an university, we develop products full of know-hows to reduce antipathy against novel
foods looking strange to consumers, by making use of technical seeds of psychological analysis on human diet behavior.

Based on our stance to use nothing but materials produced in Hokkaido, we use only glutinous
rice produced in the prefecture. With our motto to produce items all consumers can enjoy safely
at ease, we engage in manufacturing items so that consumers in a wide range of generations can
enjoy rich tastes and a variety of ﬂavors unique to Hokkaido.

FUTURENAUT Inc.

Hokkaido Beika Foods Co.,Ltd.

ADDRESS: 48, Motomachi, Takasaki-shi, Gumma, JAPAN 370-0813
TEL: 027-386-4607
URL: https://futurenaut.co.jp/

ADDRESS: 20-1, Ryutsudanchi 2-5, Asahikawa-shi, Hokkaido, JAPAN 079-8442
TEL: 0166-73-8118
URL: https://beika-foods.co.jp/

Confectionery and desserts

すめ

7C10-59・Hokkaido

焼ほたて甘 酒 豆乳クリームパスタ
甘酒とほたてを使ったまろやかな甘みと旨みのあるゆず風味のクリームパスタ。ヘルシーなこんにゃく麺を使用。

波型パスタ こんにゃく緑（株式会社市川食品）

7C10ｰ10 群馬県

P.08

ほたて塩焼（株式会社木戸食品）

7C10ｰ23 青森 県

P.11

鰹つゆ(希釈用)（有限会社三吉商店）

7C10ｰ30 石川県

P.13

糀屋藤平の甘酒（株式会社糀屋）

7C10ｰ33 群馬県

P.14

ゆず果汁（有限会社高知アイス）

7C10ｰ47 高知県

P.17

Confectionery and desserts

Petit rice cracker

TSUKISAMU ANPAN

におす

ADDRESS: 16-1, Kamiiso, Ohno-cho, Ibi-gun, Gifu, JAPAN 501-0531
TEL: 0585-32-3800
URL: http://www.nevers.co.jp/

This gaufrette is blended with the powder of
edible crickets, a protein in the future!

7C10-57・Hokkaido

ヘルシーな馬肉を使用してサルサソースをアクセントにした焼売です。家飲みにピッタリ

GlutenFree Baumkuchen、Madeleine、Financier、Gateau chocolat、Lemon Cake

Enjoy the jelly made of double cherry blossom,
a specialty in Kanagawa

7C10-54・Gunma

におすす

Confectionery and desserts

Hokkaido Butter Rich

Tsukisamu Ampang has been produced in Hokkaido
for over 100 years.

Using materials produced in Hokkaido, we process
and deliver items from the prefecture as well.

Honma is a Japanese confectionary manufacturer which has produced Tsukisamu Ampang, Manju
in mooncake-style since its establishment in 1906. In 1911, soldiers built a road named Ampang
Road for free while eating Tsukisamu Ampang. The road still exists now and is selected among
100 cultural assets in Sapporo, ofﬁcially recognized by the city authority.

Sweet potatoes couldnʼt be harvested in Hokkaido at the end of Meiji era. Driven by eagerness to eat baked sweet potatoes, our company started to
manufacture and wholesale Imo-Fumi, a half-dry confectionary as a souvenir for local spas. We reproduce the ﬁbers found in the split potato by kneading
thin kelps into Japanese white candies with a starch base as well as the skin by spraying seasoning made of egg and soy sauce before baking the potato.
Following our companyʼs motto, "Stay creative and original in all sincerity," weʼve handed down the production method to the next generation.

HONMA Co.,Ltd.

Wakasayahonpo Co.,Ltd.

ADDRESS: 2-1, Tsukisamuhigashi 2-3, Toyohira-ku, Sapporo,
Hokkaido, JAPAN 062-0052
TEL: 011-851-1264 URL: http://www.e-honma.co.jp/

ADDRESS: 12-7,Miyanosawa 1-3, Nishi-ku, Sapporo, Hokkaido, JAPAN 163-0051
TEL: 011-666-1631
URL: http://www.wakasayahonpo.com

0代
20〜4
女性
におす

お手 軽ヘ ルシー豆 腐フムス
爽やかなレモン香る豆腐とピーナッツの手軽なフムスに。カリカリに焼いた米粉パンにのせて。

すめ

20〜5

0代
男女

にお

すす

め

畑で採れたピーナッツペースト 砂糖不使用（株式会社セガワ）

7C10ｰ14 千葉 県

焼いて美味しいおこめパン（株式会社タイナイ

P.09

7C10ｰ15 新 潟県

P.09

百一珍 ごま（株式会社タナカショク）

7C10ｰ16 高知県

P.09

レモンジール（とびしま柑橘工房株式会社）

7C10ｰ51 広島県

P.18

米粉パン工場）

もち麦玄 米ごはん食べるスープ
もち麦玄米のプチプチといぶりがっこの食感を楽しめる。しょっつるの旨味を生かした燻
製の香る、和風だしの食べるスープです。

スーパー大麦もち麦玄米ごはん（城北麺工株式会社）

7C10ｰ12 山形県

P.08

いぶりがっことチーズのオイル漬け（オイル漬け専門店 Norte Carta）

7C10ｰ22 秋田県

P.11

Miso cooking（佐々長醸造株式会社）

7C10ｰ27 岩手県

P.12

かるしおちりめん（株式会社さかもと）

7C10ｰ42 大阪 府

P.16

25

食のマーケッターとして、市場分析、消費者の価値観変化、などコンサル、講演、執筆のほ
か、BtoBマッチングも手掛けている。

現役バイヤーが選ぶ、注目食品！

今、取引したい食品はこれ！

7C10ｰ12 山形県

城北麺工株式会社

スーパー大麦もち麦玄米ごはん

現役バイヤーが、出展商品の中から、取引したい商品を選定。

P.08

高 機 能 食 材を簡 単 手 軽 に！

どこに注目しているのか、どんな売り場で売りたいかのコメントもご紹介します。

高機能 食 材のニーズは近年高まる一方、加工・調理 負荷が高くなっています。手軽にスーパーフードを味わえ
る商品に高い可能性を感じます。高機能 食 材やオーガニックに関心の高い消費 者への販 売は勿論、外食、宿
泊産業など業務用として大いに商機があるのではと感じました。
7C10ｰ54 群馬県

FUTURENAUT合同会社

未来食『コオロギのゴーフレット』

P.19

センスが 光る未 来 食としての 魅 力
食品卸の企画部門にてマーチャンダイジングを担当。商品発掘等、地域資源活用事業を通
じた全国の自治体、支援機関と多数の連携実績を有する。

昆虫食は、忌避意識の回避が懸念点だが、この商品はお菓子という仕立てとポップなパッケージにより、未来
志向の珍しさという商品価値に転換させている。話題性のあるプレゼントや土産品として、また情報感 度が高
く積極的な健 康増進意識の人の市場も可能性がありそうです。

7C10ｰ02 岐阜県

小林生麺株式会社

みんなのラーメン

P.06

グルテンフリー商 材 はこれからのニーズに合 致
国 産 米 粉 使 用・食 物アレル ゲン２８品目不 使 用のグルテンフリーヌードル は 生 協 、宅 配 などのニーズに合
致 。商品 パッケージもターゲット層に 親しみやすい印 象を与えていると思います。

7C10ｰ46 山口県

26

株式会社アデリー

ホシフルーツ×JA山口県「ゆめほっぺアイス」7粒

大手百貨店の仕入・販売・販促の実務を経験した後、旅行代理店のグループ企業で商社機能を有する
会社へ入社。衣食住全般に渡る商品知識とグループのネットワークを活かした商品開発に従事。

7C10ｰ09 大阪 府

P.17

アドバンス株式会社

大阪ぐるめすぅぷ肉すい

27
P.08

旬の 美 味しさを閉じ込 めたアイス

「素 材にこだわった 大 阪 庶 民グルメを食 卓 に 届ける」というテーマに 忠 実 な商品 展 開

デザイン性も高く、実 店舗のテーマ、コンセプトを上手く生かして開発された商品の印象を受けます。高質系

「身体喜ぶ、内側から美しくなる」をテーマとして掲げ、2〜3人前の小口セットが多いので、女性対象での日常贈

店舗のほか、通販、ギフト、生協等での展開が期待できるのではないでしょうか。

り合うギフト需要に期待ができます。「大阪庶民グルメ」という地域性を打ち出せるのも差別化要素。ギフト売場
（リアル、EC）で鍋と一緒に併売などのカテゴリーミックスで可能性があると思われます。
7C10ｰ42 大阪 府

株式会社さかもと

ちりめんスナック、ちりめん・しらすツインパック、他

P.16

個 食 化 対 応 の パック仕 様、減 塩などの 健 康 配 慮 。時 代へ の 変 化 対 応 力が 魅 力。

食品メーカーで、企画、営業を担当。百貨店、コンセプトショップなどへの企画から立ち合い、商品
の企画、製造、販売まで手掛ける。有名ショップへの直口座を数多く持っていることが強み。

ちりめんじゃこの加工に特化しつつ、今日の食生活へ適応した商品開発にも余念がない企業姿勢が魅力です。
小分けで使えるパッケージは冷蔵 庫常備品として開拓出来、スーパーが主 販 路だがECも可能性があります。
北海道産ダルスを用いた製品はセレクトショップ、雑貨専門店等にも販路拡大出来るのではないでしょうか。

7C10ｰ08 奈良 県

株式会社三輪そうめん小西

三輪素麺鳥居誉、三輪素麺杉鳥居極細、みわのにじ

P.07

商品 の 完 成 度が 高く、見 た目においしさを感じる逸 品でした 。
またこのコロナ 禍中での 食 事 に 彩をそえてくれそうだったので
実 店 舗 であれ ば 拘りのコンセプトショップや 高 級スーパーなど。画 像もきれいに仕 上 がりそうなのでWe b

フードブランドアドバイザー。マーケット視点だけでなく、顧客と一緒に考えることで
現実性の高いブランド作りを信条としている。

ショップ、通販にも向いていると思います。
7C10ｰ21 秋田県

株式会社秋田まるごと加工

北限のふぐ口福セット

7C10ｰ16 高知県

P.11

株式会社タナカショク

土佐珍味豆腐シリーズ、百一珍・百二珍・百三珍

P.09

今 の 生 活 様 式 の中でフィットする商品だと思います。
自分へご 褒 美 や 大事 な 人へ の 贈り物 に 選 ぶ 人の センスを感じさせ てくれる逸 品

巣 籠り需 要 に 最 適 な、ユ ニーク豆 腐お つまみ

スタイリッシュなデザインなので一般御贈答品売り場ではなく生産者の思いや背景が謳えるWebショップ、コン

「ちょっと変わったおつまみ」をという需要にバッチリはまっていると思われます。酒屋やちょっとしたセレク

セプトショップのギフトとして映えるのでは。うんちくが一緒に語れる売り場がいいと思います。

トショップなどでも需要が見込めそうです。

この 独 創 性と商品 力で、さらに常 温 商品という点で 非 常に目を引きます。また、高まる巣 籠り需 要 のため 、

コロナ禍における”おうち需要”というテーマで、
「中小企業総合展 in FOODEX 2021」に 出展される商品から、

みんなが選ぶ

405名の方に「食べたい」と思うものに投票してもらいました。

注目食 品ランキング

調査媒体：

（https://minproject.jp/）

たい！流行りそう！？な気になるスイーツ
今年食べてみ

食事
オンライン

o
Hokkaid

調査期間：2020/12/17

- 12/24

会で 紹 介したいお 取り寄 せ 食

回答数：405

品

Tottori

2021年

1

No.

みんなが選ぶ
注目食品ランキング

167票

北 海 道 原 材料を使 用し、加工、出荷も北 海 道からお届けします。

2021年

P20

北海道バターリッチ

みんなが選ぶ
注目食品ランキング

140票

株式会社わかさや本舗

7C10-59 北海 道

1

No.

蟹 屋の作る簡単 調 理の拘り冷凍食品をご案内。

ぷりぷり海老とチーズのグラタン
株式会社越河

7C10-24 鳥取 県

レンジで簡 単 に美 味しいグラタンを食
べることが出来そうなので。

北海道グルメは人気なので話題性もあり、バターの貴
重な素材をつかったスイーツはプレゼントにもご褒美
スイーツにもリッチ感があって人気が沸騰しそう。
（女性

30代

（女性

30代

会社員）

パート・アルバイト）

寒い季節に温まりそう。写 真をみて、一
番食べたいと思ったものを選びました。

北 海 道のバターが大 好きなので 食べて
みたいと思いました 。濃 厚 で 深 みがあ

グラタンは あまり取り寄 せ たことない
ので興味がわきました。

り、美味しそう。
（女性

28

Gifu
2021年

No.

2

157票

小麦粉を使っていなくても
十二分においしいバウムクーヘン！

P19

からだに微笑み グルテンフリー バウムクーヘン・マドレーヌ
7C10-53 岐阜県

（女性

会社員）

北海道というだけでなんだか美味しそう。
バターの香りがリッチな気分になれて良さそう。

ぷりぷりの海老とチーズがコラボしたグ
ラタンがとても美味しそうなので。

（女性

（女性

50代

2021年

No.

3

147票

株式会社ヌベール

40代

P11

専業主婦）

Saga

和風×洋風がおりなす、
和洋折衷嬉野茶スイーツ。

7C10-48 佐賀県

2

139票

かねすえ
（佐賀冷凍食品（株））

全国初！つけだし汁付き
明石焼ミックス粉セット。

P10

冷凍あかし玉子焼（明石焼）
7C10-20 兵庫県

2021年

No.

3

134票

株式会社夢工房

いぶりがっこ＆チーズ
定番だけど、ひとあじ違う。

7C10-22 秋田県

いると思う。
（女性

a
Okinaw

2021年

No.

4

106票

50代

専業主婦）

沖縄の素材を今までにない加工技 術で
美味しい製品に仕上げました。

P09

島どうふプリン
7C10-13 沖縄県

株式会社
食のかけはしカンパニー

ヘルシーで美味しそう。マンゴー味のと
うふプリンが気になります。コロナの影
響で他 県に気 軽には行けないのでリ
ゾート感があり、旅行でも人気な沖縄の
食べ物が流行るような気がします。
（女性

30代

会社員）

（女性

2021年

No.

5

101票

50代

公務員）

P09

畑で採れたピーナッツペースト
7C10-14 千葉県

株式会社セガワ

おいしいピーナツペーストが食
べたい。安心の国産ピーナツで
程よい甘さであればトーストだ
けでなく料理にもつかえ子供に
も安心して食べさせられる。
（女性

50代

（女性

Chiba

なめらかな舌触り、
ふっくらとやさしい甘さの落花生。

自由業）

がもうおいしそうです。食 感も

るけど、明石焼きってなかな
か 食べれないので、このよう
な商品をおススメしたい。

し 、嬉 野 茶 は お いしいお 茶
なのでコラボがとてもいい。

Aomori
2021年

No.

4

113票

40代

P11

ほたて塩焼
7C10-23 青森県

株式会社木戸食品

お いしさをオンラインで 伝え
て広 めたい 気 になるくらい 、
美味しそうだなと思う。おうち
でホタテの塩 焼きが 食べられ
るってなんかいいですよね。
（女性

40代

楽しめそうです。どんなお酒に
合うかとても興味がわきます。

会社員）

りんご醤油と伯方の塩で
あっさり香ばしく焼上げたほたて塩 焼。

自由業）

オイル漬け専門店 Norte Carta

燻 製 の 独 特 な 香りの い ぶり
が っことチ ーズの 組 み 合 わ せ

たこ焼きはしょっちゅう食べ
あまおうがとても 贅 沢 で す

P11

いぶりがっことチーズのオイル漬

自分がバウムクーヘンが好き
ということもありますが、健
康 志向の高まりで、グルテン
フリー の 商 品 は 求 められて

29

会社員）

Akita

No.

あまおうタルト

パート・アルバイト）

Hyogo
2021年

P17

60代

40代

（女性

2021年

No.

5

106票

30代

会社員）

Fukuoka

電子レンジで本 格パスタを
お楽しみいただけます。

P17

海鮮パスタ
7C10-45 福岡県

柳川冷凍食品株式会社

海 鮮系はお店でしか 食べれ
ないかと思ったが、家で頂け
る な んてとても 最 高 だと 思
う。
（女性

40代

専業主婦）

中小企業総合展 in FOODEX

01 神戸瑞穂本舗株式会社

31 株式会社AGRU

02 小林生麺株式会社

32 網走ビール株式会社

03 株式会社坂利製麺所

33 株式会社糀屋

04 株式会社さぬきシセイ

34 株式会社仙醸

2021

出展者一覧

幕張メッセ 国際展示場 7ホール
至JR海浜幕張駅

11

10

めん類

05 佐野製麺株式会社

飲料品・
酒類

35 千代の園酒造株式会社

06 つむぎや（土田物産（株））

36 株式会社ネオナチュラル

07 根岸物産株式会社

37 フードインパクト株式会社

08 株式会社三輪そうめん小西

38 株式会社もみじかえで研究所

9

会場
入口

幕張
イベント
ホール

国際
会議場

中央エントランス（2F）

09 アドバンス株式会社
1

39 有限会社かごしま有機生産組合
10 株式会社市川食品
11 ジャパンエナジーフード合同会社
12 城北麺工株式会社

食肉製品

5

6

7

8

41 株式会社山野井

幕張メッセ 国際展示場 7ホール
小間番号：7C10-01〜59

42 株式会社さかもと

14 株式会社セガワ
15 株式会社タイナイ 米粉パン工場

4

3

40 株式会社千興ファーム

13 株式会社食のかけはしカンパニー

その他
加工食品

2

オーガニック

43 KIRIORI（（株）高橋型精）
加工魚介類

16 株式会社タナカショク

44 合資会社高福
45 柳川冷凍食品株式会社

17 有限会社樽の味
46 株式会社アデリー
18 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

51

50

34

33

24

23

10

09

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

52

49

35

11

08

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

53

48

36

12

07

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

54

47

37

32

25

22

13

06

47 有限会社高知アイス
19 株式会社北毛久呂保
48 かねすえ（佐賀冷凍食品（株））

5
M
通
路

20 株式会社夢工房
中央 横 断 通 路

49 株式会社静風
21 株式会社秋田まるごと加工

50 株式会社つかもと

22 オイル漬け専門店 Norte Carta
惣菜・
デリカ

25 有限会社高丸食品
26 岩井の胡麻油株式会社

52 株式会社ナチュレ
菓子・
デザート

53 株式会社ヌベール
54 FUTURENAUT合同会社
55 株式会社別子飴本舗

27 佐々長醸造株式会社

56 株式会社北海道米菓フーズ

28 月星食品株式会社

57 株式会社ほんま

29 鶴味噌醸造株式会社

58 琉球黒糖株式会社

30 有限会社三吉商店

59 株式会社わかさや本舗

調味料

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

55

46

38

31

26

21

14
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7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

56

45

39

30

27

20

15

04

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

57

44

40

29

28

19

16

03

7C10

7C10

7C10

7C10

58

43

17

02

7C10

7C10

7C10

7C10

7C10

59

42

41

18

01

51 とびしま柑橘工房株式会社

23 株式会社木戸食品
24 株式会社越河

7C10

受付

キッチン
スタジオ

7ホール 入口

独 立行政 法 人 中小企 業 基 盤 整 備 機 構
お問い合わせ先：中小企業 総合展 in FOODEX 2021事務局［（株）JTB内］
〒163-0426 東京都新宿区 西新宿2-1-1 新宿三井ビル26階 TEL：03-6635-1999

詳しくは こちら

E-mail：foodex2021@jtb.com

※中小企業総合展 in FOODEX 2021事務局は独立行政法人中小企業基盤整備機構より株式会社ＪＴＢが事務局業務を受託し運営しております。

https://foodex.smrj.go.jp/

