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キャンセル

No.1 加工魚介類 6C20-01 宮城県 株式会社丸荒 三陸ご飯の素シリーズ、骨までやわらか煮魚シリーズ、その他

No.2 加工魚介類 6C20-02 北海道 株式会社誉食品 紅鮭親子ルイベ 180g

No.3 加工魚介類 6C20-03 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 ハーフシェルオイスター

No.4 加工魚介類 6C20-04 兵庫県 明石めで鯛や（西明石興業(有)） 明石めで鯛や名物　鯛のかぶと煮

No.5 加工魚介類 6C20-05 静岡県 有限会社魚魚一 浜名湖うなぎの刺身

No.6 加工魚介類 6C20-06 静岡県 合資会社高福 造り手のこだわった「いわし削り節」「まぐろ削り節」

No.7 加工魚介類 6C20-07 愛知県 マル伊商店株式会社 しらす干し、生炊きしらす（佃煮）

No.8 加工魚介類 6C20-08 富山県 かね七株式会社 なつれ　海鮮茶漬け８点セット

No.9 加工魚介類 6C20-09 静岡県 おいしい産業株式会社 駿河湾産生桜えびのづけ

No.10 加工魚介類 6C20-10 山形県 きりおり（(株)高橋型精） こま海苔（将棋のり）/レース海苔

No.11 惣菜・デリカ 6C20-11 大阪府 大阪味源（(株)味源グループ） ShiMiRu　味源の和惣菜シリーズ

No.12 惣菜・デリカ 6C20-12 福島県 株式会社貴千 かまぼこ商品（さんまのぽーぽー焼風蒲鉾、魚さし他）

No.13 惣菜・デリカ 6C20-13 秋田県 株式会社秋田まるごと加工 秋田ふぐ白子ムース

No.14 惣菜・デリカ 6C20-14 大阪府 有限会社松博 まつい亭の【元祖牛もつどて鍋】和風み噌味

No.15 惣菜・デリカ 6C20-15 広島県 株式会社楠清 弊社創業時からの商品でもある「なす辛子漬」

No.16 菓子・デザート 6C20-16 北海道 株式会社わらく堂 ポッププディングあふれ出るカスタード

No.17 菓子・デザート 6C20-17 沖縄県 琉球黒糖株式会社 チョコっとぅ。 ●

No.18 菓子・デザート 6C20-18 京都府 株式会社舞扇堂 着物しょこら

No.19 菓子・デザート 6C20-19 宮城県 井ヶ田製茶株式会社 喜久福8個入4種詰合せ（抹茶・ずんだ・生・ほうじ茶）

No.20 菓子・デザート 6C20-20 北海道 株式会社北海道米菓フーズ あられ・おかき・煎餅・お米チップス、農産品加工ピューレ　パウダー

No.21 菓子・デザート 6C20-21 島根県 有限会社奥出雲薔薇園 ・有機食用薔薇各種　・ローズウォーター

No.22 菓子・デザート 6C20-22 愛知県 株式会社コモ おぐら小町、デニッシュチョコ、スイートポテト小町等。

No.23 菓子・デザート 6C20-23 佐賀県 かねすえ（佐賀冷凍食品(株)） スイーツオードブル（スイーツおせち）

No.24 菓子・デザート 6C20-24 愛知県 ニューグレース株式会社 名古屋コーチンの卵のおおきなバウムクーヘン

No.25 めん類 6C20-25 兵庫県 神戸瑞穂本舗株式会社 冷凍もっちもちの生パスタ

No.26 めん類 6C20-26 宮城県 株式会社丸光製麵 気仙沼　海鮮ふかひれ生ラーメン（３食入） ●

No.27 めん類 6C20-27 新潟県 株式会社わたや へぎそば生そば冷凍流通、へぎそば生そばフローズンチルド

No.28 めん類 6C20-28 兵庫県 明和株式会社 赤ちゃんそうめん「ベビーちゅる」

No.29 めん類 6C20-29 埼玉県 つむぎや（土田物産(株)） 焼そば革命、新小麦うどん、肉汁うどんのおつゆ

No.30 めん類 6C20-30 兵庫県 田靡製麵株式会社 濃厚とんこつ風ラーメン2食入（替玉付）Vegan ●

No.31 その他加工食品 6C20-31 神奈川県 ジャパンエナジーフード株式会社 Minaka プロテインキューブ

No.32 その他加工食品 6C20-32 滋賀県 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 比叡ゆば、京生麩、お麩ショコラ

No.33 その他加工食品 6C20-33 大阪府 株式会社茜丸 茜丸濃い静岡抹茶あん１K

No.34 その他加工食品 6C20-34 福島県 西野屋食品株式会社 いか人参 ●

No.35 その他加工食品 6C20-35 山口県 𠮷野水産株式会社 糖質ゼロの海藻麺～「わかめ麺」「もずく麺」～

No.36 その他加工食品 6C20-36 山形県 佐竹物産株式会社 新品種さくらんぼ３D立体型パッケージ（バーチャル体験付）

No.37 その他加工食品 6C20-37 石川県 株式会社加賀麩不室屋 お吸い物最中　加賀麩のお吸いもの

No.38 その他加工食品 6C20-38 大阪府 大山崎油座商店（ナルックスホールディングス(株)） 大山崎油座商店のカメリナオイル

No.39 その他加工食品 6C20-39 兵庫県 株式会社夢工房 明石焼ミックス粉セット、冷凍あかし玉子焼（明石焼）

No.40 その他加工食品 6C20-40 奈良県 太陽食品株式会社 国産有機はとむぎ茶、ハトムギグラノーラ

No.41 オーガニック 6C20-41 岡山県 三宝産業株式会社 有機生きくらげ、有機生椎茸 ●

No.42 オーガニック 6C20-42 京都府 高田茶園茶濃香 凍結「コロコロ抹茶」

No.43 オーガニック 6C20-43 静岡県 株式会社浜佐商店 有機栽培茶、有機ティーバッグ、有機抹茶、有機粉末煎茶

No.44 オーガニック 6C20-44 愛知県 有限会社木村農園 金時矢生姜（はじかみ）
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No.45 食肉製品 6C20-45 熊本県 株式会社千興ファーム 鮮馬刺し赤身スライス・鮮馬刺し線切り・桜うまトロ

No.46 食肉製品 6C20-46 鹿児島県 株式会社山野井 豚干肉<ポークジャーキー>、豚揚皮<ポークチップ>

No.47 飲料品・酒類 6C20-47 和歌山県 じゃばら本舗（(株)ファイブワン）  じゃばらストレート果汁 150ml

No.48 飲料品・酒類 6C20-48 愛知県 株式会社ネオナチュラル 美活甘酒「はだ恵り」

No.49 飲料品・酒類 6C20-49 熊本県 千代の園酒造株式会社 大吟醸　千代の園　エクセル

No.50 飲料品・酒類 6C20-50 鹿児島県 タートルベイ醸造 奄美・クラフトハイボール　真夜中のハイボール

No.51 飲料品・酒類 6C20-51 京都府 佐々木酒造株式会社 古都のリキュール　檸檬

No.52 飲料品・酒類 6C20-52 兵庫県 明石酒類醸造株式会社 東経１３５度兵庫ドライジン

No.53 飲料品・酒類 6C20-53 新潟県 越後雪室屋（にいがた雪室ブランド事業協同組合） 雪室珈琲プレミアムアイス　1000ｍｌ

No.54 飲料品・酒類 6C20-54 熊本県 株式会社ダイヤモンドブルーイング YAMAYODARE -Pale Ale -

No.55 調味料 6C20-55 静岡県 株式会社山本食品 わさびオイルふりかけ

No.56 調味料 6C20-56 広島県 株式会社猫島商店 レモン胡椒

No.57 調味料 6C20-57 大阪府 浜弥鰹節株式会社 リアル鰹節フレーバー

No.58 調味料 6C20-58 徳島県 ヤマク食品株式会社 809MISO　味噌と花椒のゴマ油

No.59 調味料 6C20-59 広島県 ヤマトフーズ株式会社 バルスコ

中小企業総合展 in FOODEX 2022 事務局〔㈱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 （平日9:30～17:30）/ FAX: 03-6635-3126

E-MAIL: foodex2022@jtb.com

※中小企業総合展 in FOODEX 2022 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。


