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詳しくはこちら
お問い合わせ先：中小企業総合展 in FOODEX 2022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（営業時間：平日9:30～17:30）
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。
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中小企業総合展 in FOODEX 2022 は日本全国の食品・飲料分
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ENG

01

業者
ョン 、

に、

中小機構のご紹介

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

・ベンチャー企業のイノベーシ
や地域経済の活性化を促進し

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。

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
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
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。

〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1
虎ノ門37森ビル

URL：https://www.smrj.go.jp

法人番号：2010405004147

(企業のWEBサイトにつながります)



33大阪府 P14株式会社茜丸茜丸濃い静岡抹茶あん１K

34福島県 P14西野屋食品株式会社いか人参

35山口県 P14𠮷野水産株式会社糖質ゼロの海藻麺～「わかめ麺」「もずく麺」～

36山形県 P14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）

37石川県 P15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

38大阪府 P15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

39兵庫県 P15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）

40奈良県 P15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

42京都府 P16高田茶園茶濃香凍結「コロコロ抹茶」

41岡山県 P16三宝産業株式会社有機生きくらげ、有機生椎茸

43静岡県 P16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

44愛知県 P16有限会社木村農園金時矢生姜（はじかみ）

45熊本県 P17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

46鹿児島県 P17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>食肉製品

11大阪府 P08大阪味源（(株)味源グループ）ShiMiRu　味源の和惣菜シリーズ

12福島県 P08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）

13秋田県 P09株式会社秋田まるごと加工秋田ふぐ白子ムース

14大阪府 P09有限会社松博まつい亭の【元祖牛もつどて鍋】和風み噌味

15広島県 P09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」

その他
加工食品

出展者一覧（カテゴリー別）

カテゴリー 小間番号都道府県 ページ出展者名主な出展製品 カテゴリー 小間番号都道府県 ページ出展者名主な出展製品 

47和歌山県 P17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

49熊本県 P18千代の園酒造株式会社大吟醸　千代の園　エクセル

50鹿児島県 P18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

51京都府 P18佐々木酒造株式会社古都のリキュール　檸檬

52兵庫県 P18明石酒類醸造株式会社東経１３５度兵庫ドライジン

53新潟県 P19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

54熊本県 P19株式会社ダイヤモンドブルーイングYAMAYODARE -Pale Ale‒

48愛知県 P17株式会社ネオナチュラル美活甘酒「はだ恵り」

菓子・デザート

16北海道 P09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

18京都府 P10株式会社舞扇堂着物しょこら

19宮城県 P10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）

20北海道 P10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

21島根県 P11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

22愛知県 P11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。

23佐賀県 P11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）

24愛知県 P11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

17沖縄県 P10琉球黒糖株式会社チョコっとぅ。

02北海道 P06株式会社誉食品紅鮭親子ルイベ 180g

01宮城県 P06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

03兵庫県 P06有限会社播磨海洋牧場ハーフシェルオイスター

04兵庫県 P06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

05静岡県 P07有限会社魚魚一浜名湖うなぎの刺身

06静岡県 P07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」

07愛知県 P07マル伊商店株式会社しらす干し、生炊きしらす（佃煮）

09静岡県 P08おいしい産業株式会社駿河湾産生桜えびのづけ

10山形県 P08きりおり（(株)高橋型精）こま海苔（将棋のり）/レース海苔

08富山県 P07かね七株式会社なつれ　海鮮茶漬け８点セット

オーガニック

02 03

加工魚介類

惣菜・デリカ

25兵庫県 P12神戸瑞穂本舗株式会社冷凍もっちもちの生パスタ

26宮城県 P12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）

27新潟県 P12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

28兵庫県 P12明和株式会社赤ちゃんそうめん「ベビーちゅる」

29埼玉県 P13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

30兵庫県 P13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

31神奈川県 P13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

32滋賀県 P13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

めん類

その他加工食品

飲料品・酒類

55静岡県 P19株式会社山本食品わさびオイルふりかけ

57大阪府 P20浜弥鰹節株式会社リアル鰹節フレーバー

58徳島県 P20ヤマク食品株式会社809MISO　味噌と花椒のゴマ油

59広島県 P20ヤマトフーズ株式会社バルスコ

56広島県 P19株式会社猫島商店レモン胡椒

調味料

小間番号 : 6C20-01～59
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北 陸

沖縄県

P10  琉球黒糖株式会社

沖 縄

出展者一覧（地域別）

北海道
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秋田県

P09  株式会社秋田まるごと加工

福島県

宮城県

山形県

東 北

埼玉県

関 東

愛知県

中 部
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P08

P09

P14

P15

P20

大阪味源（(株)味源グループ）

有限会社松博

株式会社茜丸

大山崎油座商店

（ナルックスホールディングス(株)）

浜弥鰹節株式会社

京都府

P10

P16

P18

株式会社舞扇堂

高田茶園茶濃香

佐々木酒造株式会社

P17

P18

P19

株式会社千興ファーム

千代の園酒造株式会社

株式会社ダイヤモンドブルーイング

P17

P18

株式会社山野井

タートルベイ醸造

兵庫県

P06

P06

P12

P12

P13

P15

P18

有限会社播磨海洋牧場

明石めで鯛や（西明石興業(有)）

神戸瑞穂本舗株式会社

明和株式会社

田靡製麵株式会社

株式会社夢工房

明石酒類醸造株式会社

P06

P09

P10

株式会社誉食品

株式会社わらく堂

株式会社北海道米菓フーズ

株式会社貴千

西野屋食品株式会社

P08

P14

株式会社丸荒

井ヶ田製茶株式会社

株式会社丸光製麵

P06

P10

P12

つむぎや（土田物産(株)）P13

神奈川県
ジャパンエナジーフード株式会社P13

静岡県

有限会社魚魚一

合資会社高福

おいしい産業株式会社

株式会社浜佐商店

株式会社山本食品

P07

P07

P08

P16

P19

マル伊商店株式会社

株式会社コモ

ニューグレース株式会社

有限会社木村農園

株式会社ネオナチュラル

P07

P11

P11

P16

P17

新潟県

株式会社わたや

越後雪室屋（にいがた

雪室ブランド事業協同組合）

P12

P19

きりおり（(株)高橋型精）

佐竹物産株式会社

P08

P14

 

株式会社楠清

株式会社猫島商店

ヤマトフーズ株式会社

P09

P19

P20



06 0706

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

自社独自の加熱加圧技術で
旬の素材を骨までふっくら仕上げました

前浜で揚がる旬の美味しさを閉じ込めた「骨まで
ふっくらお魚シリーズ」、独自の製法で、身はしっか
りとしたまま、骨まで柔らかくなっています。魚離れ
の理由が骨が気になることのため、高齢者でも子供
にも安心です。体にやさしい無添加食品で、簡便即
食で常温保存も可能です。

株式会社丸荒
住所：〒986-0732 宮城県南三陸町志津川字大森町201番地2
電話：0226-48-5625
URL：http://maruara.jp

6C20-01 宮城県

ハーフシェルオイスター

確かな衛生管理とトレーサビリティを
実現し、ロス無く生食できる

播磨海洋牧場は海洋生物のスペシャリストとして科学
的データに基づいて播磨灘の牡蠣を存分に活かせる
育て方を生産者の方と二人三脚で作り上げました。
衛生管理を徹底し、実店舗での実用性も検証した結
果ハーフシェルオイスターが完成しました。白くプリッ
とした身、バージンオイスターの香りと風味を是非お
楽しみください。

有限会社播磨海洋牧場
住所：〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町丙612-45
電話：079-228-5360
URL：http://www.harikai.com/

6C20-03 兵庫県

明石めで鯛や名物　鯛のかぶと煮

独自の製法で身はふわふわ、
上品な味に仕上げています

一度食べると忘れられなくなる味、じっくり４０分か
けて炊いた明石めで鯛や名物の「鯛のかぶと煮」は
身がふわっと柔らかくご家庭ではなかなか出せない
味。器に移し、レンジで温めるだけの簡単調理で、本
格的な「かぶと煮」が味わえます。（冷凍保存）

明石めで鯛や（西明石興業(有)）
住所：〒673-0012 兵庫県明石市和坂１２－７　西明石ホテル
電話：078-921-2997
URL：https://www.medetaiya.jp/

6C20-04 兵庫県

紅鮭親子ルイベ 180g

美味しさ絶対 ‼
「紅鮭といくら」の最強コラボ

サイコロ状にカットした脂ののった紅鮭を独自の調味
でじっくりと漬け込み、仕上げに甘さ香る糀を混ぜ合
わせ、贅沢に色鮮やかなイクラ醬油漬を添えた最高
の一品。とことん手造りにこだわり、素材の旨味を引
き出す巧みな製法で漬け込んだ独自の味を是非ご賞
味下さい。

株式会社誉食品
住所：〒041-0824 北海道函館市西桔梗町853番地2
電話：0138-86-9291
URL：http://hakodate-homare.com/

6C20-02 北海道

浜名湖うなぎの刺身

今までありそうでなかった、
うなぎの新食感！

浜松の新名物として全国で初めて商品化。特許庁に
も認められた登録商標です。気になるお味は、まるで
フグのような弾力のある歯ごたえと、ほんのり甘みの
ある脂の美味しさに思わずビックリすることでしょ
う。提案商品として、BtoC（個人贈答用）とBtoB（外
食向け：刺身用フィーレ）があります。

有限会社魚魚一
住所：〒432-8034 静岡県浜松市中区塩町59-1
電話：053-458-6343
URL：https://www.totoichi.com/

6C20-05 静岡県

しらす干し、生炊きしらす（佃煮）

農林水産大臣賞受賞の生のしらすを
炊き上げた生炊きしらす。

農林水産大臣賞受賞の生炊きしらすは生のしらすを水
揚げ直後に素早く炊き上げて作るので佃煮とは思えな
いほどのふんわりとした舌ざわり。味付けも甘めと山
椒等の臭み取りも入れていないので子供でも食べられ
る味付けになっています。

マル伊商店株式会社
住所：〒470-3502 愛知県知多郡南知多町大字片名字新師崎11-2
電話：0569-63-0683
URL：https://maruisyoten.co.jp/

6C20-07 愛知県

なつれ　海鮮茶漬け８点セット

「なつれ」は「からだにやさしい
自然にやさしい」商品です

全国から選りすぐり「富山湾産ぶり」、「富山産さくら
ます」、「音戸産ちりめん」、「山口産のどぐろ」、「長
崎産まだい」、「北海道産さけ」、「北海道産ほた
て」、「北海道産にしん」を具材に使用しました。調
味料、保存料、着色料は一切使用しておりません。常
温保存が可能です（賞味期間６か月）。

かね七株式会社
住所：〒939-3521 富山県富山市水橋畠等297
電話：076-478-1111
URL：http://www.kane7.co.jp

6C20-08 富山県

造り手のこだわった「いわし削り節」「まぐろ削り節」

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。

他社取扱いの少ない「いわし削り」「まぐろ削り」「タ
ラ削り」との配合や「糸削り」「中厚削り」「うず花削
り」等の特殊な削り手法を駆使しお客様のニーズに
合った商品をご提案致します。

合資会社高福
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/

6C20-06 静岡県加工魚介類 加工魚介類

加工魚介類 加工魚介類

加工魚介類 加工魚介類

加工魚介類 加工魚介類



06 0908

駿河湾産生桜えびのづけ

駿河湾で獲れた新鮮な生桜えびを
漬けにしました。

駿河湾で獲れた新鮮な生桜えびを漬けにしていま
す。化学調味料不使用の白醤油ベースの調味タレ
に漬け込んだ生桜えびはおつまみや丼、お茶漬けな
どでお召上がりいただけます。カタログギフトやお
中元・お歳暮、産直サイトでもご好評いただいてお
り、OEMも受託可能です。

おいしい産業株式会社
住所：〒421-3212 静岡県静岡市清水区蒲原小金147-7
電話：054-625-6710
URL：https://oic.co.jp/

6C20-09 静岡県

ShiMiRu　味源の和惣菜シリーズ

無添加、無化調にこだわった
レトルト和惣菜

一流料理人によるレシピ開発。無添加、無化調のレト
ルト和惣菜。地産地消にこだわった料理、和食のプロ
がこだわって全て手作りで行っていますので味も安心
安全も両方お届け致します。

大阪味源（(株)味源グループ）
住所：〒596-0831 大阪府高槻市唐崎北3-24-4
電話：072-669-9751
URL：https://www.ajigen-group.com/

6C20-11 大阪府

かまぼこ商品（さんまのぽーぽー焼風蒲鉾、魚さし他）

素材の味を生かしたなめらかで
食べやすい蒲鉾

福島いわきの郷土料理「さんまのぽーぽー焼き」もモ
チーフにしたさんまのぽーぽー焼風蒲鉾やかに甲らか
まぼこ等は、素材の特色を最大限に生かしたかまぼ
こです。また、蒲鉾の身を丹念にねる事で、魚・素材
の持っている力や味を最大限に引出し、皆さまに美味
しいと言ってもらえる蒲鉾造りに取組んでおります。

株式会社貴千
住所：〒970-0315 福島県いわき市永崎字川畑25
電話：0246-55-7005
URL：https://www.komatsuya3rd.com

6C20-12 福島県

こま海苔（将棋のり）/レース海苔

新しい・美しい・美味しい

【レース海苔】細かく繊細なレース模様に打ち抜い
た海苔。和食から洋食まで、幅広いシーンで食事を演
出します。【将棋海苔】山形県天童市は日本一の将棋
駒産地。お馴染みの将棋駒をモチーフにした、かわい
い海苔です。

きりおり（(株)高橋型精）
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：https://tk-keisei.com/

6C20-10 山形県

秋田ふぐ白子ムース

びんを開ければ自宅がバルに

秋田県産の天然ごまふぐととらふぐの白子をチーズと
混ぜ、とらふぐなどのだしで溶きました。秋田味噌や
自家製のふぐ魚醤で味付けし、健康志向の消費者へ
訴求できる内容にしています。焼きたてのパンなどに
そのまま塗って召し上がるほか、クリーム系のパスタ
などの隠し味にもご利用いただけます。

株式会社秋田まるごと加工
住所：〒011-0941 秋田県秋田市土崎港北5-5-42
電話：018-827-6883
URL：http://akita-fugu.com/

6C20-13 秋田県

弊社創業時からの商品でもある「なす辛子漬」

国産の茄子を低温で酒粕に漬け込み
辛子漬にしました。

国産の茄子を食べやすく刻んで、酒粕に漬け込み低温
で熟成させたなす辛子漬です。化学調味料を使用しな
いで素材の持つ味を大切にしました。芳醇でうま味の
ある辛子漬です。発酵食品である酒粕と漬物が一つに
なった商品です。

株式会社楠清
住所：〒733-0012 広島県広島市西区中広町1丁目1番14号
電話：082-292-1316
URL：http://www.kusukiyo.co.jp

6C20-15 広島県

ポッププディングあふれ出るカスタード

スイーツ店が本気で作った
クリームパン。

スイーツ店が本気で作ったクリームパンの「北海道
ポッププディング　あふれ出るカスタード」は北海道
産小麦を使用して作るイースト不使用、無発酵のク
リームパンです。とろーりなめらかなカスタードクリー
ムがたっぷり入っています。

株式会社わらく堂
住所：〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通7丁目6-30
電話：011-853-3126
URL：https://www.warakudo.co.jp/

6C20-16 北海道

まつい亭の【元祖牛もつどて鍋】和風み噌味

ご家族との団らん大切な方へのご贈答に
大阪京橋仕込み本格もつ鍋

食いだおれの街大阪で食べログ１位の支持をもらい
愛され続ける創業20年を超えるまつい亭。白味噌を
ベースにしたスープ。独自の仕入れルートから厳選し
た国産牛もつのみを仕入れ使用。全て手作業でカッ
トした牛もつはスープがよく絡み、牛もつ独特のクセ
を取るひと手間を加えています。

有限会社松博
住所：〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生1-5-20 松井ビル201
電話：06-4255-5544
URL：https://www.rakuten.co.jp/matsui-tei/

6C20-14 大阪府

惣菜・デリカ

惣菜・デリカ 惣菜・デリカ

惣菜・デリカ惣菜・デリカ 菓子・デザート

加工魚介類 加工魚介類



06 1110

チョコっとぅ。

約60℃の環境下でも溶けずに
状態を維持できるチョコ黒糖

弊社で製造している黒糖菓子は極限まで煮詰める
ことで商品の出来高は少なくなっておりますが、黒
糖のコクが楽しめる商品となっております。弊社の
黒糖菓子は水分が少ない為通常の黒糖商品に比べ
ると賞味期限も長く対応が可能です。

琉球黒糖株式会社
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
URL：https://ryukyu-kokuto.com/

6C20-17 沖縄県

喜久福8個入4種詰合せ（抹茶・ずんだ・生・ほうじ茶）

喜び久しく福来る

京都産の色鮮やかな抹茶クリームを甘さ控えめのこ
し餡と宮城県産のもち米みやこがねを使用したおもち
で包みました。ショック冷凍でおいしさを閉じ込めま
した。自然解凍すればなめらかなくちどけ、一度たべ
たら忘れられない味です。抹茶・ずんだ・生クリーム・
ほうじ茶人気は4種詰合せです。

井ヶ田製茶株式会社
住所：〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2丁目7番23号
電話：022-224-1371
URL：https://www.ocha-igeta.co.jp/

6C20-19 宮城県

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

全取扱商品は原料産地指定
北海道産使用。

他社にはない、北海道産原料、素材にこだわった逸
品を製造しています。

株式会社北海道米菓フーズ
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/

6C20-20 北海道

着物しょこら

四季を彩る京都らしい着物の形をした
チョコレートクッキーです

扇子で培った日本らしい意匠力をクッキーにプリント
致しました。生地にはホワイトチョコレートを練り込
み、ほろりとした食感に仕上げております。京都伏見
にある工房で1枚1枚丁寧に作っております。

株式会社舞扇堂
住所：〒612-0065 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町56
電話：075-621-7137
URL：http://www.maisendo.co.jp/

6C20-18 京都府

・有機食用薔薇各種　・ローズウォーター

感性豊かな皆様へ！生活にアクセントを
つけ豪華さや高級感を演出

当社のオリジナルブランドローズ、｢さ姫｣は多くのシェ
フ・パティシエのご意見を伺いながら12年の品種・栽
培技術の研究開発を経て作りだした独特な芳香性と
深紅の色、花弁の肉厚さが特徴です。本来薔薇が持
つ香りや甘みを強化し、感性豊かな高級感を醸成し
た、この至福の味と香りと美味しさを是非ご堪能くだ
さい。

有限会社奥出雲薔薇園
住所：〒694-0041 島根県大田市長久町長久口411番地14
電話：0854-83-7330
URL：http://fregrance-rose.com/

6C20-21 島根県

スイーツオードブル（スイーツおせち）

佐賀県産品を活用した
スイーツオードブル(おせち)です。

スイーツをメインにした４種のオードブルです。主に佐
賀県産品のお茶やいちごを活用したスイーツオードブ
ルで、その他鹿児島名物のしろくま（かき氷）をイメー
ジしたスイーツ、福岡のふるさと納税で人気のあるク
レームブリュレをセットにした九州の名物を詰め込み
ました。一度で、九州を感じられるセットになっていま
す。

かねすえ（佐賀冷凍食品(株)）
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/

6C20-23 佐賀県

名古屋コーチンの卵のおおきなバウムクーヘン

バウムクーヘンをご自身でカットして
お楽しみいただけます！

日本三大地鶏のひとつ、名古屋コーチンの卵だけを
使ったバターの薫り高い、直径１２センチ、長さ３０セ
ンチのおおきなバウムクーヘンです。お手元に届いて
から袖切りなどで思い通りにカットして、トースターや
電子レンジで温めてご賞味ください。焼きたての香り
と食感がお口の中でよみがえる演出をお楽しみくださ
い。

ニューグレース株式会社
住所：〒485-0802 愛知県小牧市大草字久捨2985-1
電話：0568-79-2716
URL：http://newgrace.co.jp

6C20-24 愛知県

おぐら小町、デニッシュチョコ、スイートポテト小町等。

保存料無添加でおいしさ長持ち
コモのパン。

イタリア由来の酵母パネトーネ種を熟成発酵させ、製
造したパンです。特徴は、①保存料無添加で健康志
向②独特の風味と柔らかい口どけ③長期保存可能
（常温で賞味期限35日～2年）です。近年では、フー
ドロス削減への貢献商品として、日常的な「買い置
き」と非常時の「備蓄」両立可能商品として、注目を
いただいています。

株式会社コモ
住所：〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の1
電話：0568-73-7090
URL：https://www.comoshop.jp/biz/

6C20-22 愛知県

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート

菓子・デザート



06 1312

冷凍もっちもちの生パスタ

5秒で完成！本格生パスタ！！

デュラム小麦のセモリナ粉のみを使用したこの本格
的生パスタは、凍ったままボイル5秒、又は電子レン
ジ1分加熱で調理完成。また長時間経過時も変化致
しませんのでケータリング、ブッフェ、惣菜等にも最
適です。

神戸瑞穂本舗株式会社
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
URL：http://www.kobe-mizho.co.jp

6C20-25 兵庫県

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

のど越しの良い
へぎそばの生そばを冷凍パック。

「へぎそば」はつなぎに海藻のふのりを使う新潟伝
統のそば。歯切れの良さとツルツルとしたのど越しが
特徴。とてもおいしく食べやすい。創業100年のそば
屋がこだわり続けてきた商品です。打ちたての生そば
をそのまま冷凍してあるので、風味・食感は解凍して
も変わりません。フローズンチルドにも対応可能で
す。

株式会社わたや
住所：〒947-0021 新潟県小千谷市本町2-3-34
電話：0258-82-2258
URL：https://watayasoba.co.jp/

6C20-27 新潟県

赤ちゃんそうめん「ベビーちゅる」

赤ちゃんそうめん
「ベビーちゅる」商標登録済

食塩不使用の18mmカット麺でお鍋・レンジで簡単調
理できる赤ちゃん用離乳食です。乳児に必要なカルシ
ウムを加え厳選素材で作りました。幅広い月齢でお使
いいただけます。

明和株式会社
住所：〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-37
電話：079-245-1631
URL：https://www.mensho-an.co.jp/

6C20-28 兵庫県

気仙沼　海鮮ふかひれ生ラーメン（３食入）

サメの水揚げ日本一の
宮城県気仙沼産のふかひれを使用。

海の幸と山の幸の旨みが溶け込んだ特製餡に気仙沼
港に水揚げされたふかひれを丁寧に袋詰めしていま
す。スープは、魚介系のダシと動物系のダシをとった
ダブルスープを使用。麺は本格中華の熟成多加水麺
です。麺を食べ終わった後は、コラーゲンが溶け込ん
だスープにご飯を入れ、ふかひれ風雑炊としてもお楽
しみいただけます。

株式会社丸光製麵
住所：〒988-0031 宮城県気仙沼市潮見町2-82
電話：0191-61-1022
URL：https://marumitsu-seimen.com

6C20-26 宮城県

焼そば革命、新小麦うどん、肉汁うどんのおつゆ

創業100年、埼玉の小麦問屋から
レンジ4分具材入り冷凍焼きそば

≪焼そば革命≫ﾚﾝ ｼﾞ４分、チンする本格ソース焼そ
ば・国産具材（ｷｬﾍﾞﾂ・人参・豚肉）入≪新小麦うどん
≫その年の初夏に収穫した埼玉県産小麦を100％使
用・みずみずしくてもっちもち・かむほどに溢れる粉
の旨み≪肉汁うどんのおつゆ≫埼玉郷土料理「肉汁う
どん」・埼玉産豚バラ肉、深谷ネギ使用

つむぎや（土田物産(株)）
住所：〒349-1102 埼玉県久喜市栗橋中央1-17-1
電話：0480-52-2111
URL：https://www.tsumugiya.net/

6C20-29 埼玉県

Minaka プロテインキューブ

ヴィーガン対応、シュガーフリーの
プロテイン食品です。

私自身が、「安心して口にできる食べ物を」と考え、生
まれたのがMinakaです。食事は毎日のことであり、体
づくりに直結するものだからこそ、一人ひとりがきちん
と意識を向けてほしい。食に向き合うことは自分自身
に向き合うこと。そして自然や環境、人生にも向き合う
ことにつながると考えています。

ジャパンエナジーフード株式会社
住所：〒244-0003 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/

6C20-31 神奈川県

比叡ゆば、京生麩、お麩ショコラ

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。

食品安全マネジメントシステムのＦＳＳＣ２２０００を
ゆば工場として世界で初めて取得。衛生的な環境で
製造することで、保存料不使用で賞味期限が冷蔵2ヶ
月の生ゆばを開発。原材料の大豆は滋賀県産限定。
比叡山延暦寺御用達、比叡ゆばとメニューに謳うこ
とが可能です。ハラール認証取得、ヴィーガン・グルテ
ンフリー対応。

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八
住所：〒520-0043 滋賀県大津市中央4-3-10
電話：077-514-1102
URL：https://hieiyuba.co.jp/

6C20-32 滋賀県

濃厚とんこつ風ラーメン2食入（替玉付）Vegan

動物性原料不使用とは思えない
とんこつ風ラーメン！

食べやすい9ｃｍ中華麺と動物性原料不使用とは思
えないほどの風味が特徴の濃厚液体ラーメンスープ
がセットになった商品。電子レンジ調理もできて便
利。さらに日本では有名な「替玉」麺が2食分もつい
てボリューム満点！プラントベースフードでサスティナ
ブルな商品です。

田靡製麵株式会社
住所：〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-48
電話：079-245-0425
URL：https://www.tanabiki-seimen.com

6C20-30 兵庫県めん類 めん類 めん類 めん類

めん類 めん類 その他加工食品 その他加工食品



06 1514

茜丸濃い静岡抹茶あん１K

静岡県産の茶葉を贅沢に使った
無添加のあんこです。

製餡メーカーとして最多の60種類以上の色とりど
りのあんこをそろえております。また、小豆を使った
粒あん、こしあんは糖度が低く、小豆の風味が強く
感じられ、業界でも評価をいただいております。主
に製菓製パン、外食としてご利用いただいており、
初めての方はぜひ、この機会にお試しいただければ
と思います。

株式会社茜丸
住所：〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目13-15
電話：06-6771-7424
URL：http://www.akanemaru.co.jp

6C20-33 大阪府

糖質ゼロの海藻麺～「わかめ麺」「もずく麺」～

低糖質、食物繊維豊富な海藻を
手軽で食べやすい麺に仕上げました

小麦粉等を使用せず素材をそのまま麺にしており、温
めても延びたり色落ちしたりせず、鍋物やサラダなど
様々なメニューに通年ご利用いただけます。また、水
切りや水洗いが不要で、「簡便」「即食」「手軽」等の
ニーズに合致した商品です。ロカボ食材、アレルギー
対応食品、スマイルケア食品等としてご提案いたしま
す。

𠮷野水産株式会社
住所：〒750-0093 山口県下関市彦島西山町4丁目9-6
電話：083-267-0004
URL：http://yshns.jp

6C20-35 山口県

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）

3D立体型パッケージと
バーチャル収穫体験の高付加価値化

佐竹物産が有する3D立体型パッケージ技術(国際特
許出願中）にVR（仮想現実）やAR（拡張現実）技術
を組み合わせ、高品質なさくらんぼ生産技術などを有
する生産者と連携し、自宅に居ながらさくらんぼ狩り
等のバーチャル収穫体験や、生産者とリモートでコ
ミュニケーションをとり果実を購入できるシステムを
提供します。

佐竹物産株式会社
住所：〒990-2251 山形県山形市立谷川3-965-2
電話：023-686-5213
URL：https://www.satakebs.com/

6C20-36 山形県

いか人参

スルメイカのコクと人参の
シャキシャキ感がたまらなく美味い

福島県の郷土料理いか人参は、細切りにしたスルメイ
カと人参を、醤油などで味付けするお漬け物。各家庭
で年末年始にかけて作られている福島県人のソール
フード。人参特有のにおいもほとんど感じませんので
人参は苦手だけどいか人参は食べられるっていう人も
多いようです。人参のシャキシャキした食感がクセに
なります。

西野屋食品株式会社
住所：〒971-8181 福島県いわき市常磐上矢田町田端8-1
電話：0246-28-2828
URL：http://www.nishinoya.jp/

6C20-34 福島県

お吸い物最中　加賀麩のお吸いもの

お湯を注ぐだけで
手間いらずにお吸いもの

お湯を注ぐと中から麩や野菜がひろがり、彩り豊かな
おすましやお味噌汁が楽しめます。化学調味料、合成
着色料無添加。日常使いだけでなく、お手土産や特別
なハレの日の一椀としてもお使いいただけます。

株式会社加賀麩不室屋
住所：〒920-0923 石川県金沢市かたつ1番地
電話：076-203-0004
URL：https://www.fumuroya.co.jp/

6C20-37 石川県

明石焼ミックス粉セット、冷凍あかし玉子焼（明石焼）

「あかパー」全国初！
つけだし汁付き明石焼ミックス粉セット

全国初となる「特製つけだし汁」が付いた家庭用明石
焼ミックス粉セット。たこ焼きプレートで手軽に本格的
な明石焼が調理できます。明石焼は、たこ焼きとは原
材料（粉）が異なり歴史も古く、たこ焼き誕生の大きな
ヒントにもなった料理です。コロナ禍によりお家時間
が増える中、急激に販売数が伸びている商品です。

株式会社夢工房
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/

6C20-39 兵庫県

国産有機はとむぎ茶、ハトムギグラノーラ

自社農場で栽培した有機はとむぎを
使用した有機はとむぎ茶。

自社栽培の有機はとむぎを使用した有機はとむぎ茶
シリーズ。有機はとむぎに有機ジンジャー、有機レモ
ングラス、有機チャイをそれぞれブレンドいたしまし
た。また、ハトムギ100%で作ったグルテンフリー、
ヴィーガン対応のハトムギグラノーラも販売。プレー
ンタイプとチョコタイプの2種類を揃えている。

太陽食品株式会社
住所：〒630-8423 奈良県奈良市出屋敷町141-1
電話：0742-62-4711
URL：http://www.taiyosyokuhin.co.jp

6C20-40 奈良県

大山崎油座商店のカメリナオイル

天然の抗酸化成分を含み加熱調理に
使える唯一国産オメガ3オイル

カメリナは日本では認知低く、現在は輸入品がほとん
ど。国産100％にこだわって生産農家が愛情を持って
栽培、それを新鮮で高品質なコールドプレス加工した
安心・安全なオイルです。オメガ3を多く含みオメガ
3・6・9がベストバランスで含有。また天然の抗酸化
成分を含み加熱調理に使える唯一の国産オメガ3オイ
ルです。

大山崎油座商店（ナルックスホールディングス(株)）
住所：〒618-0001 大阪府三島郡島本町山崎2丁目1番7号
電話：075-963-3456
URL：https://www.facebook.com/OhyamazakiAburazasyoten/

6C20-38 大阪府

その他加工食品 その他加工食品

その他加工食品 その他加工食品

その他加工食品 その他加工食品

その他加工食品 その他加工食品



06 1716

有機生きくらげ、有機生椎茸

きのこの大きさと量の安定性、
安全性には自信あり

原料にこだわり晴れの国岡山の広葉樹や、自社で
開発した「オーガニック飼料サンカル」を使用し、菌
床から一貫してきのこを製造しています。オーガニッ
クきくらげは、温度、湿度の管理を徹底し大きく肉
厚なものを作る様に育てています。現在生きくらげ
の生産に力を入れ、年間通して安定的に生産してい
ます。

三宝産業株式会社
住所：〒700-0837 岡山県岡山市北区南中央町12-16
電話：086-221-0811
URL：http://www.sarara.co.jp/

6C20-41 岡山県

有機栽培茶、有機ティーバッグ、有機抹茶、有機粉末煎茶

美味しく、低価格な、
新しいスタイルでの有機栽培茶の提案

魅力ある日本の緑茶を昔ながらの有機栽培で生産
し、緑の素材としての有機抹茶、有機粉末煎茶、日常
茶として毎日飲んでいただける美味しい有機ティー
バッグ、冷たく冷やして楽しむ冷茶など、新しいスタイ
ルでお届けいたしています。すべてのパッケージに英
語表記での説明を付けました。

株式会社浜佐商店
住所：〒420-0011 静岡県静岡市葵区安西3-11
電話：054-251-1515
URL：http://organic-greentea.com/

6C20-43 静岡県

金時矢生姜（はじかみ）

矢生姜は日本独自の品種である
金時生姜からとれる葉付き生姜です

伝統的な製法でつくる金時生姜は、風味の良さと鮮
やかな天然の赤い色が特徴です。主に高級料亭で使
用され、品質の良い種生姜をつくるために、産地を厳
選し、畑を一度つくったら約7年は休ませます。矢生
姜栽培は砂の選択、砂入れ、水やり、光の調整など、
すべてはきれいな赤色のために行います。

有限会社木村農園
住所：〒490-1301 愛知県稲沢市平和町須ケ谷郷473
電話：0567-46-0228
URL：https://shougaya.com/

6C20-44 愛知県

凍結「コロコロ抹茶」

宇治の有機栽培抹茶を使った
業界初めてのキューブ型凍結乾燥抹茶

宇治の有機栽培抹茶を特別契約し、凍結乾燥の技術
で抹茶をブロックタイプにしました。粉状抹茶より劣
化が少なく取り扱いが簡単になりご使用法が広がりま
した。砂糖、ミルク、甘味料など一切加えておりませ
んので抹茶本来の味を楽しめます。ペットボトルの冷
水で2-3回振れば即席抹茶ドリンクになります。食用
もできます。

高田茶園茶濃香
住所：〒610-0261 京都府綴喜郡宇治田原町岩山山下10
電話：0774-88-2688
URL：http://www.chanoka.shop

6C20-42 京都府オーガニック オーガニック

オーガニック オーガニック

鮮馬刺し赤身スライス・鮮馬刺し線切り・桜うまトロ

包丁・まな板いらず！
簡単・ロスなく本格的馬刺し

鮮馬刺し赤身スライス：赤身馬刺しをスライスしまし
た。包丁・まな板いらずで馬刺しを召し上がれます。
鮮馬刺し線切り：赤身馬刺しを細切りにしました。
ユッケ用に最適です。桜うまトロ：赤身と馬脂をペー
スト状にしました。丼や寿司ネタはもちろんの事、
様々な召し上がり方ができます。

株式会社千興ファーム
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

6C20-45 熊本県

じゃばらストレート果汁 150ml

保存料・着色料無添加の
和歌山県産じゃばらストレート果汁です。

季節の不快感を緩和する幻のスーパー果実「じゃば
ら」のストレート果汁です。保存料・着色料無添加に
なっております。お料理との相性が良く、素材の美味
しさを一層引き立てます。レモン果汁のように焼き物
や揚げ物などのお料理、お湯割り、焼酎の割材にもご
使用頂けます。

じゃばら本舗（(株)ファイブワン）
住所：〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛127-1
電話：073-448-5040
URL：http://www.five-1.co.jp/

6C20-47 和歌山県

美活甘酒「はだ恵り」

美活甘酒「はだ恵り」習慣で
体の中から美しくすこやかな１日を

体の内側からキレイになれる美活飲料「はだ恵り」。
米糀甘酒をベースにしたはだ恵りは３種の米糀と２種
の酵素で美容と健康成分のオリゴ糖やアミノ酸を
たっぷり含みます。自社有機農場で採れたお米やヘチ
マ、ハーブなどを使用して、飲みやすさと体への優し
さにこだわった「はだ恵り」は現代人に嬉しい新感覚
の発酵飲料です。

株式会社ネオナチュラル
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
電話：052-745-3344
URL：https://www.neo-natural.com/

6C20-48 愛知県

豚干肉<ポークジャーキー>、豚揚皮<ポークチップ>

食の仙術を極める 食仙人珍味
ポークジャーキーとポークチップ

ポークジャーキーは秘伝の醤油タレに漬け込み、独自
の製法で仕上げたほかでは味わえないしっとりとした
食感と甘み、風味が特長です。ポークチップは豚上皮
を丁寧に湯煎し、油で香ばしく揚げて塩うまみ風味に
味付けしています。カリカリの食感とあと味の風味が
あとを引く美味しさです。新フレーバーも好評発売中
です。

株式会社山野井
住所：〒899-3404 鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地28
電話：0993-77-3800
URL：https://www.the-yamanoi.co.jp/

6C20-46 鹿児島県

飲料品・酒類 飲料品・酒類

食肉製品 食肉製品
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6C20-42 京都府

調味料 調味料

雪室珈琲プレミアムアイス　1000ｍｌ

雪の力で雑味のない
濃厚かつまろやかな味わい

室温0度の雪室に珈琲豆を約1カ月貯蔵、雪室貯蔵
の珈琲豆を使用し加圧式（エスプレッソ抽出）で珈
琲本来の味を引き出しました。通常の倍の原料を使
用する事で濃厚かつマイルドな味をご堪能頂けま
す。　

越後雪室屋（にいがた雪室ブランド事業協同組合）
住所：〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明3-4-9
電話：025-250-0102
URL：http://www.yukimuroya.jp/

6C20-53 新潟県

わさびオイルふりかけ

ご飯・刺身・お肉・野菜、
いろんな料理に合う万能調味料です。

わさびの新しい食べ方をご家庭で・お手軽に！をコン
セプトにわさび味の新しい「たれ」として、スペイン南
部の代表料理「アヒージョ」をイメージして作りまし
た。オリーブオイルのサラサラ感と、ニンニクと白ごま
をわさび茎のサクサクにツンとくるわさび風味が全体
の味を引き締める食べるオイルです。

株式会社山本食品
住所：〒411-0823 静岡県三島市御園103-2
電話：055-982-0892
URL：http://www.yamamotofoods.co.jp/

6C20-55 静岡県

レモン胡椒

広島県産レモンを使用した
レモン胡椒。

広島レモンは防腐剤を使用していない為、果皮まで
安心して食べられるのが特徴です。レモンはもちろん
広島県産。塩、青唐辛子も全て国産原料のみを使用
し、素材を活かすために余計な物は一切使用してい
ません。から揚げやソーセージ等の肉料理、ポテトサ
ラダや牡蠣等にも良く合います。

株式会社猫島商店
住所：〒733-0833 広島県広島市西区商工センター一丁目10-23
電話：082-277-6541
URL：http://www.nekoshima.jp/

6C20-56 広島県

YAMAYODARE -Pale Ale‒

熊本の甘夏、阿蘇山の豊かな伏流水
から生まれたクラフトビール

YAMAYODARE - Pale Ale -／ホップ由来の柑橘を
思わせる香りに、程よい苦味。軽めの飲み口で、甘夏
の甘味がほんのりと口の中に広がります。熊本オリジ
ナルのクラフトビールを作りたいという思いで創業。
インターナショナルビアカップのカテゴリ部門チャン
ピオン、他、銀賞・銅賞受賞の経歴有。

株式会社ダイヤモンドブルーイング
住所：〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3丁目1-102
電話：096－384－0178
URL：https://diamondbrewing.co.jp/

6C20-54 熊本県飲料品・酒類 飲料品・酒類

大吟醸　千代の園　エクセル

コルク栓を使用した大吟醸酒を
ゆっくりとワイングラスで！

びん囲い製法で、酒庫で入念に熟成させた大吟醸酒
です。ワインと同じコルク栓を使うことで独特の瓶熟
効果が生まれます。丸味のある奥深い落ち着いた味
わいで、芳醇な果実香もお楽しみ頂けます。冷やして
ゆっくりとワイングラスでお楽しみ下さい。2021ワイ
ングラスでおいしい日本酒アワード金賞受賞酒。

千代の園酒造株式会社
住所：〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1782
電話：0968-43-2161
URL：http://www.chiyonosono.co.jp

6C20-49 熊本県

古都のリキュール　檸檬

瀬戸内のレモン果汁を贅沢に使用した
濃醇リキュール

瀬戸内は温暖かつ降水量も少ない気候で、酸味の奥に
旨味も栄養もたっぷり含まれた力強い檸檬が育ちま
す。そこで収穫された檸檬を丁寧に搾汁し、本来の風
味を活かしつつ甘さを抑えた製法で食事をしながらで
も楽しめるリキュールに仕上げました。

佐々木酒造株式会社
住所：〒602-8152 京都府京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727
電話：075-841-8106
URL：http://www.jurakudai.com/

6C20-51 京都府

東経１３５度兵庫ドライジン

英国と日本２つの伝統技術を
融合させたジャパニーズクラフトジン

伝統的なジンのボタニカル3種類と厳選したジャパ
ニーズボタニカル5種類を組み合わせ、更に純米酒を
蒸溜したスピリッツを加えた日本らしさを感じる新し
いジンです。欧米で先行発売し高い評価を得た人気
のジンで、ようやく2021年11月に国内で販売を開始
しました。なめらかで甘くスッキリとした味わいのあ
るジンです。

明石酒類醸造株式会社
住所：〒673-0871 兵庫県明石市大蔵八幡町1-3
電話：078-919-0277
URL：https://www.akashisakebrewery.com

6C20-52 兵庫県

奄美・クラフトハイボール　真夜中のハイボール

次は絶対これだ。
ご当地クラフトハイボール＆ハードセルツアー

本格焼酎を用いたクラフトハイボールとアメリカ西海
岸で新たなトレンドとなっているハードセルツアーを
出展。地域の特色を出したフレーバーのお酒です。ア
ルコール分５％とやや低めで、酔うためのお酒ではな
く、リラックスする為のハイボールです。ラベルは世界
自然遺産に登録された奄美の野鳥コノハズクがモ
チーフです。

タートルベイ醸造
住所：〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津８３０
電話：0997-83-1410
URL：http://www.turtle-bay.biz

6C20-50 鹿児島県飲料品・酒類 飲料品・酒類

飲料品・酒類 飲料品・酒類
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6C20-42 京都府

リアル鰹節フレーバー

世界初の本物と嗅ぎ分けが出来ない
リアル鰹節フレーバー香料

大阪の老舗鰹節屋が2020年8月　国立大学発「嗅覚
受容体反応による数値化技術」（世界特許）を用いた
最先端技術に出逢い、花かつおを開けた瞬間の香り
の数値化に成功。
本物と嗅ぎ分けが出来ない「リアル鰹節フレーバー」
を世界で初めて実現。香りのチカラによって、
未来に向けて「笑顔と健康と価値」を提供します

浜弥鰹節株式会社
住所：〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋2-5-18
電話：06-6731-4385
URL：https://www.katsuobusi.com/

6C20-57 大阪府

バルスコ

お肉を感動的に美味しくする、
ピリッとパンチのあるスパイス

「味変革命」とキャッチフレーズを掲げ、家庭でのお
食事に刺激を与えたく味変ソースとして開発しました。
イタリアの製法を再現した国産バルサミコ酢と黒胡
椒、スペイン産紫にんにくを使用し、香り豊かでコク深
い味わいに仕上げました。赤唐辛子やハバネロがピ
リッと効いたパンチのあるスパイスに仕上げておりま
す。

ヤマトフーズ株式会社
住所：〒733-0006 広島県広島市西区三篠北町17-21
電話：082-509-5011
URL：https://setouchi-lemon.jp/

6C20-59 広島県 6C20-52 兵庫県

809MISO　味噌と花椒のゴマ油

味噌屋が作った時短・簡単・便利・
オシャレな新機軸の味噌商品

簡単・便利・美味しい！「かけるだけ」、「混ぜるだ
け」で普段のお料理がオシャレな「おうちカフェごは
ん」に早変わりします。味噌をフリーズドライにして粗
く砕くことで「ザクザクの新食感」を加えて、様々なお
料理に使える新機軸の味噌調味料です。同じシリーズ
として809MISO　味噌とナッツ＆クルトンもありま
す。

ヤマク食品株式会社
住所：〒771-1298 徳島県板野郡藍住町奥野字乾170-1
電話：088-692-2421
URL：https://www.yamaku.co.jp/

6C20-58 徳島県調味料

調味料

調味料

Exhibitor Information

Salmon and roe ruibe 180 g

HOMARESHOKUHIN Co.,Ltd
ADDRESS: 853-2 Nishikikyo-cho, Hakodate-shi, Hokkaido, Japan 041-0824
TEL: 0138-86-9291
URL: http://hakodate-homare.com/

6C20-02・Hokkaido

Undeniably delicious!! 
A powerful combination of salmon and roe.
The fatty salmon is cut into cubes and gradually marinated it in our original flavoring. It's then 
mixed with sweet koji and richly topped with bright-colored roe pickled in soy sauce, for a top 
class product. Enjoy the unique flavor of the product, carefully crafted every step of the way with 
skill that draws out the flavor of the ingredients.

Half Shell Oyster

Harima Ocean Farm LTD.
ADDRESS: 612-45 Shirahama, Himeji, Hyogo, Japan 672-8023
TEL: 079-228-5360
URL: http://www.harikai.com/

6C20-03・Hyogo

Thanks to reliable sanitation control and 
traceability, it can safely be eaten raw
Harima Ocean Farm, a specialist in marine life, has developed a culturing system that makes full 
use of the Harima Sea's oysters based on scientific data, in conjunction with the producers. This 
half shell oyster was completed after thorough sanitation control and evaluating practicality in 
physical stores. Enjoy the white body, aroma, and flavor of virgin oysters.

Sanriku Mixed Rice Base series, Tender to the Bone Simmered Fish series, and others

MARUARA Inc.
ADDRESS: 201-2 Omorimachi, Shizugawa, Minamisannriku-cho, Miyagi, 
Japan 986-0732
TEL: 0226-48-5625  URL: http://maruara.jp

6C20-01・Miyagi

Using our signature heat pressurization technology, 
we cook seasonal fish until they're tender to the bone
The "Tender to the Bone Simmered Fish Series" keeps the whole flavor of the seasonal fish caught in 
Maehama, using our signature process to tenderize the meat all the way to the bone while maintaining 
a firm body. One reason for avoiding fish is the bones, but this is safe for children and the elderly. With 
no additives, it's healthy while also being quick and easy to eat, and storable at room temperature.

Akashi Medetaiya's famous red seabrem head

AkashiMedetaiya（Nishiakashi kogyo Ltd.)
ADDRESS: Nishiakashi Hotel, 12-7 Wasaka, Akashi-shi, Hyogo, Japan 673-0012
TEL: 078-921-2997
URL: https://www.medetaiya.jp/

6C20-04・Hyogo

Light meat and a superior taste achieved through
our signature method
A taste you'll never forget, Akashi Medetaiya's famous "Simmered Red Seabream Head" is 
carefully cooked for 40 minutes to create a light and tender meat that's hard to duplicate at home. 
Simply put it on a plate and heat it in the microwave for an authentic simmered seabream head 
experience. (Store in the freezer)

flakes of preserved fish including sardine, and mackerel

Takafuku Co.,Ltd
ADDRESS: 389-1 Kanbara-Segizawa, Shimizu-ku, Shizuoka, Japan 421-3214 
TEL: 054-385-4141
URL: http://takafuku.ocnk.net/

6C20-06・Shizuoka

We have the perfect flakes for your desired 
flavor and use.
We offer products that few other companies carry, such as the combination of sardine flakes, tuna 
flakes, and cod flakes, and utilize special cutting techniques such as string flakes, semi-thick 
flakes, and spiral flakes to meet our customers' needs.

shirasubosi,namatakishirasu(tukudani)

Maruisyoten Inc.
ADDRESS: 11-2 Shinmorozaki, Aza, Katana, Oaza, Minamichitacyo, Chitagun, Aichi, 
Japan 470-3502
TEL: 0569-63-0683URL: https://maruisyoten.co.jp/

6C20-07・Aichi

Made by cooking live whitebait, this namatakishirasu earned the Minister's 
Award from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF).
The MAFF Minister's Award-winning namatakishirasu is cooked immediately after catching the 
fish, creating a texture and volume you won't believe is tsukudani. It tastes sweet and doesn't 
contain pepper or other odor repellents, so both children and adults alike can enjoy it.

Lake Hamana eel sashimi

TOTOICHI Co.,Ltd
ADDRESS:59-1 Shiomachi, Nakaku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan 432-8034
TEL: 053-458-6343
URL: https://www.totoichi.com/

6C20-05・Shizuoka

An unexpected new way to enjoy eel!
As a new specialty of Hamamatsu, it's commercialized nationwide for the first time. The 
registered trademark has been approved by the Japan Patent Office. 
As for the taste, it has a chewy texture just like fugu, and the fat contains a slightly sweet taste 
you wouldn't expect. 
Available products include B2C (for personal gifts) and B2B (for restaurants: sashimi filets).

surugawannsann namasakuraebinoduke

Oicsangyou Co.,Ltd

6C20-09・Shizuoka

Marinated fresh namasakuraebi caught 
in Surugawan.
Marinated fresh namasakuraebi caught in Surugawan. The namasakuraebi is marinated in a white soy 
sauce-based marinade with no chemical seasoning, and can be served as an appetizer, on a bowl of rice, 
or in ochazuke. It has gotten rave reviews through gift catalogs, as Bon gifts, year-end gifts, and on 
direct sales sites, and we also work as an OEM.

Nature Seafood chazuke 8pieces set

Kaneshichi（Kaneshichi Co.,Ltd）
ADDRESS: 297 Mizuhashihatakera, Toyama-shi, Toyama, Japan 939-3521
TEL: 076-478-1111
URL: http://www.kane7.co.jp

ADDRESS: 147-7 Kanbara Kogane, Shizuoka-shi Shimizu-ku, Shizuoka,
Japan 421-3212
TEL: 054-625-6710   URL: https://oic.co.jp/

6C20-08・Toyama

"Nature" is a product that is "good for your body, 
good for nature"
We carefully selected the best fish from around the country: the Toyama Bay amberjack, Toyama 
masu salmon, Ondo dried whitebait, Yamaguchi blackthroat seaperch, Nagasaki red seabream, 
Hokkaido salmon, Hokkaido scallops, and Hokkaido herring. No seasonings, preservatives, or 
artificial colors are used. It can be stored at room temperature (good for 6 months).
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Red Bean Paste Bun,Chocolate Danish,Sweet Potato Paste Bun

COMO Co.,Ltd
ADDRESS: 505-1 Shimonotsubi, Muranaka, Komaki, Aichi, Japan 485-0082
TEL: 0568-73-7090
URL: https://www.comoshop.jp/biz/

6C20-22・Aichi

COMO's delicious, long-lasting breads with no added
preservatives.
Breads made from Italian-inspired panettone yeast, aged, and fermented. These breads are unique because (1) 
they're healthy with no preservatives, (2) they have a unique flavor and softness that melts in your mouth, and (3) they 
have a long shelf life (keep at room temperature for 35 days to 2 years). Recently, our breads have gained attention 
as a product suitable for both everyday stock and emergency stockpiling, which helps reduce food loss.

Sweets Hors d'oeuvre(Sweets Osechi)

KANESUE（Saga Frozen Food Co.,Ltd)
ADDRESS: 2117-1 Tokuman, Kubota-cho, Saga-shi, Saga, Japan 849-0201
TEL: 0952-37-1185
URL: https://kanesue-saga.jp/

6C20-23・Saga

Sweet hors d'oeuvres made using ingredients
from Saga Prefecture.
Four dessert hors d'oeuvres. These sweet hors d'oeuvres feature tea and strawberries from Saga 
Prefecture, and pack in famous Kyushu desserts, including one inspired by Kagoshima's famous 
Shirokuma (shaved ice) and Fukuoka's crème brulée, popular as a gift to hometown tax 
contributors. Experience Kyushu with just one set.

・Fresh rose flowers for raw eating  ・Rose water 

Okuizumo Rose Garden
ADDRESS: 411-14 Nagahisa, Nagahisa-cho, Ohda-shi, Shimane, Japan 694-0041
TEL: 0854-83-7330
URL: http://fregrance-rose.com/

6C20-21・Shimane

To those with good sensibility! Accentuate your life and 
create a sense of extravagance and luxury
Our original rose brand, "Sahime," was developed through 12 years of R&D on the variety and 
cultivation methods, taking into account the opinions of many chefs and pâtissiers. It features　a 
signature fragrance, deep crimson color, and thick petals. Enjoy the blissful flavor, aroma, and taste, 
which reinforces the original fragrance and sweetness of roses and creates a sense of luxury.

Baumkuhen

Newgrace Co.,Ltd
ADDRESS: 2985-1 Kyusute, Okusa, Komaki-shi, Aichi, Japan 485-0802
TEL: 0568-79-2716
URL: http://newgrace.co.jp

6C20-24・Aichi

You can enjoy cutting the baumkuhen yourself!

This is a large buttery baumkuhen, 12 cm in diameter and 30 cm in length, made using only eggs 
from Nagoya Cochin, one of the three great chickens of Japan. Once it arrives, you can cut it 
however you like, then heat it up in a toaster oven or microwave. Enjoy the fresh aroma and 
texture in your mouth.

Kesennuma Seafood Shark Fin Ramen (3 servings)

Marumituseimen Co.,Ltd
ADDRESS: 2-82 Shiomicho, Kesennuma-City, Miyagi, Japan 988-0031
TEL: 0191-61-1022
URL: https://marumitsu-seimen.com

6C20-26・Miyagi

Ramen made with shark fins from Kesennuma in Miyagi
Prefecture, which boasts the largest haul of sharks in Japan.
The unique thick sauce combining the tastes of the bounties of the sea and mountains is carefully 
packaged with fins from sharks caught in Kesennuma. The soup is a combination of both fish- and 
animal-based stock. It comes with authentic, aged Chinese-style noodles with high water content. After 
finishing the noodles, you can add rice to the collagen-filled broth, for a shark fin-flavored rice soup.

Frozen fresh hegi soba noodles, fresh hegi soba noodles frozen and chilled

Wataya Co.,Ltd
ADDRESS: 2-3-34 Honcho, Ojiya, Niigata, Japan 947-0021
TEL: 0258-82-2258
URL: https://watayasoba.co.jp/

6C20-27・Niigata

A frozen pack of fresh hegi soba noodles that 
go down smoothly.
"Hegi soba" is a traditional soba from Niigata, using funori seaweed as a binding agent. It has a great 
texture and is smooth to swallow. It's very tasty and easy to eat. It has been a popular product at a 
century-old soba shop. The fresh noodles are frozen as is, so the flavor and texture remain unchanged 
even when thawed. The product can also be shipped frozen and thawed to chilled before delivery.

Frozen boiled fresh pasta

Kobe Mizho Honpo Inc.
ADDRESS: 2F, 1-14-8, Ikegami, Nishi-Ku, Kobe, Hyogo, Japan 651-2111
TEL: 078-978-1137
URL: http://www.kobe-mizho.co.jp

6C20-25・Hyogo

Ready in 5 seconds! Authentic fresh pasta!!

This authentic fresh pasta, made of 100% Semolina flour from Durham wheat, can be boiled 
frozen in 5 seconds, or cooked in the microwave for 1 minute. It's also ideal for catering, buffets, 
prepared meals, etc., because it keeps for a long time.

Yakisoba Kakumei, Shin Komugi Udon, and Nikujiru Udon Broth

TSUMUGIYA（Tsuchida Products Ltd.）
ADDRESS: 1-17-1 Kurihashi-chuo, Kuki-shi, Saitama, Japan 349-1102
TEL: 0480-52-2111
URL: https://www.tsumugiya.net/

6C20-29・Saitama

Saitama and wheat: passions of a flour wholesaler
 in Saitama which boasts 100 years of history.
【Yakisoba Kakumei 】· Authentic sauce yakisoba done in 4 minutes in a microwave · Made from domestic 
ingredients (cabbage, carrots, pork) 【Shin Komugi Udon】· Uses 100% Saitama wheat from the first 
summer harvest of the year· Fresh and springy· Overflowing flavor of flour in every bite  【Nikujiru Udon 
broth】· Saitama's local cuisine Nikujiru Udon· Uses pork belly from Saitama and Fukaya green onion

"Baby Churu": Somen for babies

MEIWA CO.,LTD.
ADDRESS: 841-37 Shirahamakou, Himeji-shi, Hyogo, Japan 672-8023
TEL: 079-245-1631
URL: https://www.mensho-an.co.jp/

6C20-28・Hyogo

Baby Somen "Baby Churu," a registered trademark

Easy-to-make baby food with 18 mm noodles and no added salt that can be cooked in a pot or the 
microwave. The ingredients are carefully selected, adding the calcium needed for infants. It's 
suitable for a wide range of ages.

Exhibitor InformationExhibitor Information
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Kamaboko products (Saury Patty Flavored Kamaboko, Uosashi, etc.)

KISEN Co.,Ltd
ADDRESS: 25 Aza Kawahata, Nagasaki, Iwaki-shi, Fukushima, Japan 970-0315
TEL: 0246-55-7005
URL: https://www.komatsuya3rd.com

6C20-12・Fukushima

Smooth, easy-to-eat kamaboko that draws out the
flavor of its ingredients
With varieties like Saury Patty Flavored Kamaboko, based on the signature "saury patties" from Iwaki 
in Fukushima Prefecture, and crab shell kamaboko, these products maximize the unique flavors of 
their ingredients. We're working on creating the most delicious product for our customers, carefully 
kneading the paste to maximize the flavor and strength of the fish and other ingredients.

Akita Fugu Milt Mousse

Akita-marugotokako Co.,Ltd
ADDRESS: 5-5-42 Tsuchizakiminato Kita, Akita-shi, Akita, Japan 011-0941
TEL: 018-827-6883
URL: http://akita-fugu.com/

6C20-13・Akita

Open the bottle to bring the bar to your home

Natural milt from Akita Prefecture's gomafugu (spottyback puffer fish) and torafugu (tiger puffer 
fish) mixed with cheese and melted in a broth of torafugu and other ingredients. Flavored with 
Akita miso and our homemade fugu fish sauce to appeal to health-conscious consumers. It can 
be enjoyed on freshly baked bread or used to add a subtle flavor, such as to creamy pasta.

ShiMiRu - Ajigen prepackaged Japanese food series

OSAKAAJIGEN(AJIGENGROUP Co.,Ltd）
ADDRESS: 3-24-4 Karasakita, Takatsuki-shi, Osaka, Japan 596-0831
TEL: 072-669-9751
URL: https://www.ajigen-group.com/

6C20-11・Osaka

Prepackaged meals made with no additives 
or artificial flavors
Recipes developed by top-notch chefs. Prepackaged Japanese food with no additives or artificial 
flavors. All dishes are handmade by experts in Japanese cuisine using local produce to deliver a 
safe and delicious meal.

Beef giblets dote hot pot

Matsuhiro Co.,Ltd
ADDRESS: Matsui Building 201, 1-5-20, Gamo, Osaka-shi, Joto-ku, Osaka,
Japan 536-0016
TEL: 06-4255-5544   URL: https://www.rakuten.co.jp/matsui-tei/

6C20-14・Osaka Prepared foods and delicatessen

Ready-to-eat Matsuitei giblet hot pots anytime,
anywhere, regardless of temperature
Carefully selected fresh domestic beef giblets and the signature hot pot you can only find at 
Matsuitei. This hot pot, loved by the picky, food-obsessed people of Osaka, has been packaged in 
a sanitized ready-to-eat pouch.

Pop pudding custard

Warakudo Co.,Ltd
ADDRESS:7-6-30 Sakaedori, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido , Japan  003-0021
TEL: 011-853-3126
URL: https://www.warakudo.co.jp/

6C20-16・Hokkaido

Cream-filled bun that a confectionery 
made in all earnest.
"Hokkaido Pop Pudding Custard" is an unfermented cream-filled bun that a confectionery made 
in all earnest, using Hokkaido wheat without yeast. It's filled with smooth and creamy custard.

Brown Sugar & Chocolate

RYUKYU KOKUTO Co.,Ltd
ADDRESS: 4-16-19 Nishizaki, Itoman-shi,Okinawa, Japan 901-0305 
TEL: 098-992-8300
URL: https://ryukyu-kokuto.com/

6C20-17・Okinawa

Chocolate brown sugar that won't melt even 
at temperatures around 60°C
Because our brown sugar confectionaries are caramelized to the limit, volume is limited. 
However, our products allow you to enjoy the rich taste of brown sugar. Since our products have 
less moisture, they can last longer before expiring.

Eggplant karashizuke, a product as old as our company

Kusukiyo Co.,Ltd
ADDRESS: 1-1-14 Nakahiromachi, Nishi-ku, Hiroshima, Hiroshima, 
Japan 733-0012
TEL: 082-292-1316   URL: http://www.kusukiyo.co.jp

6C20-15・Hiroshima Prepared foods and delicatessen

Prepared foods and delicatessen Prepared foods and delicatessen

Domestically-grown eggplants pickled in sake lees 
and mustard at a low temperature.
Domestic eggplants cut into bite-sized pieces and pickled and aged in sake lees with mustard at 
a low temperature. We value the taste of the ingredients, and don't use artificial flavors. This 
karashizuke is rich and savory. It's a combination of sake lees and pickled vegetables̶both 
fermented foods.

8 pieces of Kikufuku in 4 varieties (matcha, zunda, cream, and hojicha)

Igeta Tea Co.,Ltd
ADDRESS: 2-7-23 Omachi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, Japan 980-0804
TEL: 022-224-1371
URL: https://www.ocha-igeta.co.jp/

6C20-19・Miyagi

Long-lasting joy and bliss

Vibrant matcha cream from Kyoto wrapped in koshian bean paste with mild sweetness and mochi 
made with Miyakogane mochi rice from Miyagi Prefecture. The rice cakes are flash frozen to 
preserve the delicious taste. Just defrost naturally for a unforgettable smooth taste that melts in 
your mouth. The customer favorite is a box of 4 varieties: matcha, zunda, cream, and hojicha.

Kimono cookie

MAISENDO Co.,Ltd
ADDRESS: 56 Hashibachokichi, Higashi-machi, Momoyama, Fushimi-ku, Kyoto, 
Japan 612-0065 
TEL: 075-621-7137   URL:http://www.maisendo.co.jp/

6C20-18・Kyoto

Chocolate cookies in the shape of Kyoto's famous 
kimono and decorated for all four seasons
The Japanese design, cultivated through hand fan making, is printed on the cookies. With white 
chocolate incorporated into the dough, the cookies are perfectly light and flaky. Each cookie is 
carefully made at a factory in Fushimi, Kyoto.

Arare, okaki, senbei, rice chips, agro-processed purée and powder

Hokkaido Beika Foods Co.,Ltd
ADDRESS: 20-1 Ryuutsuu Danchi 2-5, Asahikawa, Hokkaido, Japan 079-8442
TEL: 0166-73-8118
URL: https://beika-foods.co.jp/

6C20-20・Hokkaido

All our products are made using ingredients
from Hokkaido, our designated production area.
We create high-quality products with carefully selected ingredients from Hokkaido that you won't 
find anywhere else.

Koma nori (Shogi nori) / Lace nori

Kiri-ori（TAKAHASHI KEISEI Co.,Ltd）

6C20-10・Yamagata

New. Beautiful. Delicious.

[Lace nori] Nori with a detailed lace pattern. Useful for a wide range of dining experiences, from 
Japanese to Western. 
[Shogi nori] Tendo City in Yamagata Prefecture is the number one producer of shogi pieces in 
Japan. The cute nori sheets are designed after the familiar shogi pieces.

ADDRESS:1-1-35 Zao, Matsugaoka, Yamagata, Japan 990-2338
TEL: 023-695-3311
URL: https://tk-keisei.com/

Processed seafoods Prepared foods and delicatessen

Confectionery and desserts

Confectionery and desserts Confectionery and desserts

Confectionery and desserts

Confectionery and desserts Confectionery and desserts

Confectionery and desserts

Confectionery and desserts

Confectionery and desserts

Noodles and pasta

Noodles and pasta

Noodles and pasta

Noodles and pasta

Noodles and pasta



Freeze dry Matcha cube　Korokoro

TakadaChaen Chanoka
ADDRESS: 10 Yamashita, Iwayama, Ujitawara-cho, Tuzuki-gun, Kyoto, Japan 610-0261 
TEL: 0774-88-2688
URL: http://www.chanoka.shop

6C20-42・Kyoto

Made from Uji's organic matcha, this is the
industry's first cube-shaped freeze-dried matcha
Through a special contract with Uji's organic tea farmer, we used a freeze-drying technique to make the tea into 
blocks. Matcha cube preserve better than powdered Matcha and are easier to handle, expanding the uses of the tea. 
The product contains no added sugar, milk, or sweeteners, so you can enjoy the authentic taste of Matcha. Put some 
cubes in a bottle of cold water and give it a few shakes, for an instant Matcha drink. You can also eat them as is.

Organic green tea. Organic tea bag. Organic Matcha & powderd Sencha .

HAMASA SHOTEN Co.,Ltd
ADDRESS: 3-11 Anzai, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan 420-0011
TEL: 054-251-1515
URL: http://organic-greentea.com/

6C20-43・Shizuoka

Introducing a new style of organic tea that's tasty 
and inexpensive
We produce attractive Japanese green tea through traditional organic cultivation, give it new 
styles, and deliver them to you. Our products include organic matcha as a green ingredient, 
organic powdered sencha, delicious organic tea bags for daily use, and cold tea that can be chilled 
and enjoyed. All packages include explanations in English.

Organic Kikurage mushrooms、Organic Shiitake mushrooms

Sanpo Industry Co.,Ltd
ADDRESS: 12-16 Minamichuocho Kita-ku, Okayama-shi, Okayama,
Japan 700-0837
TEL: 086-221-0811  URL: http://www.sarara.co.jp/

6C20-41・Okayama

We're confident in the safety and consistency of our 
mushrooms in terms of size and quantity
With careful attention to what we use, we consistently produce mushrooms from fungus beds using the 
broad-leafed trees of sunny Okayama, and our own Sankaru organic feed. Our organic kikurage is nurtured by 
thorough control of temperature and humidity to produce large, fleshy mushrooms. Currently, we're focusing 
on the production of fresh kikurage mushrooms and are producing them consistently throughout the year.

Kintoki　Ｇｉｎｇｅｒ

Kimura Farm LLC
ADDRESS: 473 Sugatani-Go, Heiwa-cho, Inazawa -shi, Aichi, Japan, 490-1301
TEL: 0567-46-0228
URL: https://shougaya.com/

6C20-44・Aichi

Hajikami is a leafed ginger taken from Japan's 
unique variety called kintoki ginger
The traditionally produced kintoki ginger has a distinctive taste and vibrant, natural red color. It's mainly 
used in high-end restaurants, and in order to produce good quality ginger seeds, the cultivation fields are 
carefully selected and left to rest for about 7 years after a harvest. Every part of the cultivation process 
is to ensure the beautiful red color, including sand selection, adding sand, watering, and light control.

Dried pork (pork jerky), fried pig skin (pork chips)

YAMANOI Co.,Ltd
ADDRESS: 3075-28 Takahashi, Kinpou-cho,Minamisatsuma-shi, Kagoshima, 
Japan 899-3404
TEL: 0993-77-3800  URL: https://www.the-yamanoi.co.jp/

6C20-46・Kagoshima

Mastering the art of food with heavenly delicacies:
pork jerky and pork chips
The pork jerky is made by carefully applying our secret sauce to each piece individually and letting them dry. 
Through our signature process, we create a moist jerky with a texture, sweetness, and top-class flavor you 
won't find anywhere else. Our pork chips are made by boiling the skin in hot water before frying with oil and 
seasoned with salty and savory flavors. The crunch and delicious aftertaste will leave you craving for more.

Jabara Straight Juice 150ml 

Jabarahonpo (Five One Co., Ltd. )
ADDRESS: 127-1 Mikazura, Wakayama-shi, Wakayama, Japan 641-0011
TEL: 073-448-5040
URL: http://www.five-1.co.jp/

6C20-47・Wakayama

Straight jabara juice from Wakayama Prefecture 
with no added preservatives or artificial colors.
This is straight jabara juice, a super fruit that alleviates seasonal discomfort. There are no added 
preservatives or artificial colors. It goes well with a variety of dishes and really brings out the flavor 
of the ingredients. It can also be used like lemon juice with grilled and fried foods, to make hot lemon 
water, or to cut shochu with.

Fresh sliced red horse meat, fresh horse julienne, sakura minced horse meat

Senko-farm Co.,Ltd
ADDRESS: 2530 Takagi, Mifune-cho, Kamimashiki-gun, Kumamoto, 
Japan 861-3203
TEL: 096-282-7677  URL: http://www.senko-farm.com

6C20-45・Kumamoto

No need for a knife or cutting board! 
Easy, safe, and authentic raw horse meat
Fresh sliced red horse meat: Red horse meat in slices. You can eat slices of horse meat without a knife or chopping board. 
Fresh horse julienne: Red horse meat cut julienne. Perfect for yukhoe. 
Sakura minced horse meat: Red horse meat and fat made into a paste. 
There are many ways to enjoy it, such as on a bowl of rice or as a sushi topping.

Daiginjo　Chiyonosono　Excel

Chiyonosono Sake Brewery Inc.
ADDRESS: 1782 Yamaga, Yamaga-shi, Kumamoto, Japan 861-0501
TEL: 0968-43-2161
URL: http://www.chiyonosono.co.jp

6C20-49・Kumamoto

Enjoy daiginjo sake in a corked bottle from a 
wine glass!
This daiginjo sake has been carefully aged in the bottle. Using the same corked bottle as wine creates a 
unique bottle aging effect. You can enjoy the rich, fruity aroma with the deep, rounded, and soothing 
flavor. Enjoy it chilled from a wine glass. Winner of the Grand Gold Medal at the Fine Sake Awards Japan 
2021.

bikatsu-amazake「Hadameguri」

neo natural Co.,Ltd
ADDRESS: Meijiyasudaseimeiimaikeuchiyama Building 8F, 3-8-10 Uchiyama
Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan 464-0075
TEL: 052-745-3344  URL: https://www.neo-natural.com/

6C20-48・Aichi

Have a beautiful and healthy day with 
Bikatsu-Amazake "Hadameguri"
"Hadameguri" is a drink that will make you beautiful from the inside. Based on amazake, Hadameguri uses 
3 types of rice-koji and 2 types of enzymes containing plentiful amounts of oligosaccharides and amino 
acids for health and beauty. "Hadameguri," made with rice, luffa, and herbs from our own organic farm, is 
a new fermented drink that is pleasing to modern people, with an emphasis on drinkability and health.
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Hiei tofu skin, Kyoto nama-fu, and chocolate fu

Hieiyuba Honpo Yubahachi Co., Ltd.
ADDRESS: 4-3-10, Chuo, Otsu-shi, Shiga, Japan 520-0043
TEL: 077-514-1102
URL: https://hieiyuba.co.jp/

6C20-32・Shiga

Tofu skin supplied to Hieizan Enryakuji Temple.
It can be stored in the fridge for 2 months.
We're the first tofu skin factory to be certified under FSSC 22000 for food safety management systems. By 
working in a sanitary environment, we can make tofu skin that last 2 months in the fridge with no 
preservatives. We only use soy beans from Shiga Prefecture. You can advertise on your menu that this is Hiei 
tofu skin supplied to Hieizan Enryakuji Temple. Halal certified, vegan, and gluten free.

Deep premium Matcha(Shizuoka)

Akanemaru. Co.,Ltd
ADDRESS: 2-13-15 Daido, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 543-0052
TEL: 06-6771-7424
URL: http://www.akanemaru.co.jp

6C20-33・Osaka

Sweat bean paste made using tea leaves from 
Shizuoka Prefecture with no additives.
We have more variety than any other bean paste maker, with over 60 different types. Also, our 
tsubuan (chunky) and koshian (smooth) made from adzuki beans are low in sugar, showcase the taste 
of the beans, and are highly regarded even within the industry. They're mainly used in confectioner-
ies, bakeries, or at restaurants, so if you haven't tried them yet, this is a great opportunity.

Minaka Protein Cube

JAPAN ENERGY FOOD Co.,Ltd
ADDRESS: Chuodairokukannai building 3F, 1-2-1 Furocho Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, Japan 231-0032
TEL: 090-9390-3392  URL: https://energyfood.co.jp/

6C20-31・Kanagawa

Sugar-free vegan protein.

I wanted to create something I would feel comfortable eating myself, and the result was Minaka. 
Because we eat every day and we're what we eat, I want people to be more aware of what they're 
eating. Facing what you eat is facing yourself. I believe that it'll lead to a facing issues in nature, 
the environment, and life.

Ika-ninjin

Nishinoyashokuhin K.K
ADDRESS: 8-1 Joban Kamiyadamachi,Iwaki-shi, Fukushima, Japan 971-8131
TEL: 0246-28-2828
URL: http://www.nishinoya.jp/

6C20-34・Fukushima

The richness of the squid and the crunch of the 
carrots create an irresistible taste
Ika-ninjin, a local treat from Fukushima Prefecture, is thinly sliced squid and carrots pickled in 
soy sauce and other flavors. This soul food of Fukushima is made in every household during the 
New Year holidays. Because it doesn't keep much of the carrot smell, a lot of people who dislike 
carrots can still eat it. You'll get hooked on the crunch of the carrots.

New variety cherry 3D gift (with virtual experience) 

SATAKE BUSSAN Co.,Ltd
ADDRESS:3-965-2 Tachiyagawa, Yamagata-shi, Yamagata, Japan 990-2251
TEL: 023-686-5213
URL: https://www.satakebs.com/

6C20-36・Yamagata

3D package and virtual harvest experience for 
added value
Combining Satake's 3D-type packaging (international patent pending) with VR (virtual reality) and 
AR (augmented reality) technologies, we provide virtual harvesting experiences such as cherry-pick-
ing while at home, and a system that allows remote communication with producers to purchase fruit 
in collaboration with producers who have high-quality cherry production techniques.

Soup wafers, Kaga-fu soup

Kagafufumuroya Co.,Ltd
ADDRESS: 1 Katatsu, Kanazawa-shi, Ishikawa, Japan 920-0923
TEL: 076-203-0004
URL: https://www.fumuroya.co.jp/

6C20-37・Ishikawa

Simply add hot water for a bowl of quick soup

Pouring hot water releases the fu and vegetables, for a colorful clear soup or miso soup. No 
artificial flavors or synthetic dyes. It's perfect not only for everyday use, but also as a souvenir or 
for special occasions.

Zero-carb seaweed noodles - Wakame noodles and Mozuku noodles

Yoshino Fisheries Co.,Ltd.
ADDRESS: 4-9-6 Nishiyama-cho, Hikoshima, Shimonoseki-shi, Yamaguchi, 
Japan 750-0093
TEL: 083-267-0004   URL: http://yshns.jp

6C20-35・Yamaguchi

We made seaweed, which is rich in fiber and low in 
sugar, into easy-to-eat noodles
Made using only seaweed without flour, etc., they don't get soggy or lose color when cooked, and 
can be used for a variety of dishes year round, including hot-pots and salads. They don't require 
draining or rinsing, so they're fast, easy, and convenient. This product is low in carbs and safe to 
eat for people with allergies or difficulty chewing.

Akashiyaki mixed powder set、Frozen Akashiyaki 

Yumekobo Co.,Ltd.
ADDRESS: 3-15-1 Asagiri-cho,Akashi-shi, Hyogo, Japan 673-0866
TEL: 078-220-8352
URL: http://www.yumekoubou-akashi.jp/

6C20-39・Hyogo

Akashiyaki parties: Japan's first akashiyaki 
mixed powder set with dashi stock!
This is the first home-use akashiyaki mixed powder set with special dashi stock in Japan. Authentic 
akashiyaki can be made with ease using a takoyaki pan. Akashiyaki is a dish that has different 
ingredients (batter) and a longer history than takoyaki, and was a major inspiration for the creation of 
takoyaki. Sales are growing rapidly as people spend more time at home due to the COVID-19 pandemic.

OhyamazakiAburazasyoten Camelina Oil

OhyamazakiAburazasyoten（Nalux Holdings Corp）
ADDRESS: 2-1-7 Yamazaki, Shimamoto-cho, Miashima-gun, Osaka, 
Japan 618-0001
TEL: 075-963-3456   URL:https://www.facebook.com/OhyamazakiAburazasyoten/

6C20-38・Osaka

The only domestic Omega 3 oil that contains natural 
antioxidants and can be used for cooking
Camelina isn't well known in Japan, and currently most products are imported. This is a safe and reliable 
oil that's 100% domestically produced, cultivated with love by farmers, and made with high-quality 
cold-press processing while still fresh. It includes the best balance of Omega 3, 6, and 9. It's also the 
only domestic Omega 3 oil that contains natural antioxidants and can be used for cooking.

Japanese Organic Coix Tea、Coix granola

Taiyosyokuhin Co,Ltd
ADDRESS:141-1 Deyashikicho,Nara-shi, Nara, Japan 630-8423
TEL: 0742-62-4711
URL:http://www.taiyosyokuhin.co.jp

6C20-40・Nara

Organic coix tea made from ingredients cultivated
on our own farm.
A series of organic coix teas made from ingredients cultivated on our farm. We blended organic 
coix tea with organic ginger, lemongrass, or chai. We also sell gluten-free vegan coix granola, 
made from 100% coix. It comes in two flavors, plain and chocolate.

Rich Non Pork Soup Style Ramen (With Noodle Refill) 2 meals Vegan

Tanabiki-Seimen Co.,Ltd.

6C20-30・Hyogo

You won't believe there are no animal products in 
this pork soup style ramen!
This set includes easy-to-eat 9 cm Chinese-style noodles in a rich ramen soup with a taste you 
won't believe is free of animal products. It can also be conveniently cooked in the microwave. In 
addition, it comes with a second helping of noodles, famously known as "kaedama" in Japan, for 
a satisfying meal! This a sustainable plant-based product.

ADDRESS:841-48 Kou, Shirahama-cho, Himeji-shi, Hyogo, Japan 672-8023
TEL: 079-245-0425
URL: https://www.tanabiki-seimen.com

Organic

Organic

Organic
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Meat products
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yukimurocoffee premiumice 1000ml

Echigo-Yukimuroya（Niigata Yukimuro Brand Business Cooperative)
ADDRESS: 3-4-9 Meike-Shimmei, Chuo-ku,Niigata-shi, Niigata, Japan 950-0943
TEL: 025-250-0102
URL: http://www.yukimuroya.jp/

6C20-53・Niigata

A mild full-bodied coffee without undesired
flavors thanks to the power of snow

135°EAST HYOGO DRY GIN

Akashi Sake Brewery Co.,Ltd
ADDRESS: 1-3, Okurahachimancho, Akashi, Hyogo, Japan 673-0871
TEL: 078-919-0277
URL: https://www.akashisakebrewery.com

6C20-52・Hyogo

Japanese craft gin created through a blend of 
traditional British and Japanese techniques
This new gin combines three traditional gin botanicals with five carefully selected Japanese 
botanicals, adding a spirit distilled from junmaishu sake for a distinctly Japanese feel. The 
popular gin, which has gained a high reputation since its launch in Europe and the United States, 
has finally been released in Japan in November 2021. This gin is smooth, sweet, and refreshing.

The coffee beans were stored in a snow chamber at 0°C for about a month, and then filtered with 
pressure (espresso method) to bring out the true taste of the coffee. Using twice the usual 
ingredients creates a full-bodied coffee with a mild taste.　

Koto no Liqueur Lemon

Sasaki Shuzo Co.,Ltd
ADDRESS:727 Kitaiseya-cho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 602-8152
TEL: 075-841-8106
URL: http://www.jurakudai.com/

6C20-51・Kyoto

A rich liqueur made with a luxurious amount of the 
Setouchi lemon juice
Setouchi enjoys a warm, low-precipitation climate, and produces strong lemons with rich flavor 
and nutrients underneath the acidity. Lemons harvested there are carefully squeezed to create a 
liqueur that can be enjoyed with a meal. The recipe preserves the fruit's original flavor and 
reduces sweetness.

YAMAYODARE -Pale Ale‒

Diamondbrewing Inc.
ADDRESS: 102, 1-3, Nagamine Minami, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto,
Japan 861-8039
TEL: 096－384－0178   URL: https://diamondbrewing.co.jp/

6C20-54・Kumamoto

An ever-evolving craft beer that uses large amounts 
of underground water from Aso City
Using the mineral-rich underground water of Aso City, we create craft beers for each season 
using seasonal fruits and vegetables. Our craft beer was named a category champion at the 
International Beer Cup, and has also won silver and bronze awards in the past.

Lemon pepper

Nekoshimasyouten Co.,Ltd
ADDRESS:1-10-23 Shokosenta, Hiroshima-shi, Nishi-ku, Hiroshima, 
Japan 733-0833
TEL: 082-277-6541  URL: http://www.nekoshima.jp/

6C20-56・Hiroshima

Lemon pepper made using lemons from
Hiroshima Prefecture.
Hiroshima lemons don't use preservatives, so even the peel is safe to eat. The lemons are of course 
from Hiroshima, while the salt and green chili peppers are also domestically grown, and no excess 
ingredients are added in order to maximize the ingredients' taste. It's perfect for meats like fried 
chicken and sausage, while also going well with potato salad, oysters, and more.

REAL BONITO FLAVOR

HAMAYA KATSUOBUSHI Co.
ADDRESS: 2-5-18 Tsuruhashi, Ikuno-ku, Osaka, Japan 544-0031 
TEL: 06-6731-4385
URL: https://www.katsuobusi.com/

6C20-57・Osaka

The world's first real bonito flake seasoning 
that can't be distinguished from the real thing
A long-established bonito flake shop used cutting-edge technology based on the ""Quantification of Olfactory Receptor 
Reactions"" (international patent) developed by a national university in August 2020, and succeeded in quantifying the aroma 
of the moment the bonito flakes bag was opened. We created the first ""real bonito flake flavoring"" that can't be distinguished 
from the real thing by smell. We provide ""smiles, health, and value"" for the future through the power of aroma.

Wasabi oil seasoning

Yamamotofoods Co.
ADDRESS: 103-2 Misono, Mishima-shi, Shizuoka, Japan 411-0823
TEL: 055-982-0892
URL: http://www.yamamotofoods.co.jp/

6C20-55・Shizuoka

A versatile condiment that goes well with rice, sashimi,
meat, vegetables, and a variety of other dishes.
"A new and easy way to eat wasabi at home!" was the concept behind this new wasabi flavored 
seasoning based on Ajillo, the signature food of southern Spain. The smoothness of olive oil and 
the taste of garlic and white sesame are combined with the crunchy wasabi stem for a burst of 
wasabi flavor that draws out the flavor of all the ingredients.

Barsco

Yamato Foods Co.,Ltd
ADDRESS: 17-21, Misasakitamachi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 
Japan  733-0006
TEL: 082-509-5011  URL: https://setouchi-lemon.jp/

6C20-59・Hiroshima

A zesty spice with some punch that will give
your meat an impressive taste
With the tagline "taste revolution,""we developed a sauce with a unique taste for exciting meals at 
home. It uses Balsamic vinegar made in Japan replicating the Italian process, black pepper, and Spanish 
roja garlic, to create a rich aroma and full flavor. It's combined with red pepper and habanero for a zesty 
spice with some punch.

809MISO　Miso and Chinese pepper sesame oil

YAMAKU FOODS Co.,Ltd　
ADDRESS: 170-1, Aizumi-chou Okunoazainui, Itano-gun, Tokushima,
Japan 771-1298
TEL: 088-692-2421  URL:https://www.yamaku.co.jp/

6C20-58・Tokushima

A revolutionary new product from a miso shop
that's quick, easy, convenient, and trendy
Easy, convenient, delicious! Just sprinkle or mix to turn your ordinary meals into trendy "cafe meals at 
home" in an instant. Freeze-dried crushed miso creates a crunchy new taste and can be used in various 
dishes as a revolutionary new miso product. Miso with nuts and croutons is also included in the 
809MISO series.

Craft Seltzer and High-Ball : Spirits with Soda in Dead of Night

Turtle-bay Brewery

6C20-50・Kagoshima

This is the next big thing: Local craft highball
and hard seltzer
Presenting a craft highball using authentic shochu and hard seltzer, which has been trending on 
the West Coast. This is a flavored liquor with regional features. With only 5% alcohol, this is not a 
drink to get drunk, but a highball to relax. The label uses the wild Ryukyu scops owl of Amami, a 
World Natural Heritage site, as a motif.

ADDRESS:830 Kametsu, Tokunoshima-cho, Oshima-gun, Kagoshima, 
Japan 891-7101
TEL: 0997-83-1410  URL: http://www.turtle-bay.biz

Seasoning

Seasoning

Seasoning

Seasoning

Seasoning

Beverages Beverages

Beverages

Beverages

Beverages

紅鮭のルイベとチーズ。わさびの香りと辛みが食欲を刺激する和風カナッペ。
家の飲みが楽しくなる!  お酒のすすむおつまみです。    

わさび香る! 紅鮭親子ルイベのカナッペ

翡翠色輝くへぎそば。新潟県の中越地方では薬味を和辛子で食べる習慣をヒントに。
辛子茄子漬の爽やかな辛みをアクセントにとろとろ出汁に絡めて温・冷ともに楽しめます。

へぎそばとなす辛子漬け とろとろ風

海の旨みたっぷり! 生姜が効いた帆立とさんまのぽーぽー焼風バター醤油の炊き込み
ご飯。 家族みんなが喜ぶかんたんご飯です。 

海の香り 帆立とさんまのぽーぽー焼風  
炊き込みご飯

さんまのぽーぽー焼風蒲鉾（株式会社貴千）

三陸ご飯の素シリーズ ほたて味 （株式会社丸荒）

金時矢生姜（パウダータイプ）（有限会社木村農園） 

6C20-01 宮城県 P.06

P.166C20-44 愛知県

P.086C20-12 福島県

紅鮭親子ルイベ 180g（株式会社誉食品）

わさびオイルふりかけ（株式会社山本食品）

バルスコ（ヤマトフーズ株式会社） 

6C20-55 静岡県 P.19

P.206C20-59 広島県

P.066C20-02 北海道

へぎそば生そば 冷凍（株式会社わたや）

なす辛子漬（株式会社楠清）

北海道おかき プレーン味 （株式会社北海道米菓フーズ） 

6C20-15 広島県 P.09

P.106C20-20 北海道

P.126C20-27 新潟県

809MISO 味噌と花椒のゴマ油（ヤマク食品株式会社）

いか人参（西野屋食品株式会社）

有機生きくらげ（三宝産業株式会社） 

6C20-34 福島県 P.14

P.166C20-41 岡山県

P.206C20-58 徳島県

生きくらげといか人参 豆腐干の食感が楽しめる、低糖質・高タンパクの中華風サラダ。
ザクザク食感と香ばしいごま油と花椒の香りが楽しめます。

生きくらげといか人参  中華風豆腐干サラダ　

フードプラスクリエイト / 
有限会社千代田

代表 林 由希恵

VMD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。

会場 うまいものがたり 
中小企業総合展
in FOODEX 2022
キッチンスタジオ

会場にてレシピ配布中！

WEBでも公開中です。

時間 会期中毎日 
詳細プログラムは
WEBサイトに公開中

環境
×

おうち時間

人の心の価値観が変化した今「手間を楽しむ」傾向と「効率的に手間をかけない」本格
的な味わいを家庭で楽しみたいという二極化が目立ちます。今回キッチンスタジオでは
コロナストレスからの心の健康や、環境 に配慮した簡単メニューをご提案いたします。
 【キーワード】免疫向上強化、温活、腸活、おうちバル、おうちカフェ

KiTcHeN StUdIo

- I N  F O O D E X-
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   味成分とカルシウムが豊富な
   「いわし削り」づくりを究める。

　黒潮の恵み豊かな駿河湾沿岸部の中でも、大
正初期から削り節製造が盛んな静岡県清水区
蒲原。1921年創業の合資会社高福は、このエリ
アのブランド商品ともいえる「いわし削り」を、
創業当初から手掛けてきた製造会社である。
「削り節といえば、かつお節がよく知られていま
すが、私どもは、かつお以外にもいわしやまぐ
ろ、さば、さんま、タラなど、他では取り扱いが
少なく珍しい魚の削り節を手掛けています。か
つお節は上品な味わいが特長で、言わば高級料
亭の味やすまし汁など、出汁そのものの味を大
切にする料理には欠かせません。一方でいわし
削りはインパクトがあって、パンチの効いた味が
魅力です。味噌汁などの濃い味にも負けず、コク
のある料理にはむしろ、いわし削りをおすすめ
したいですね」。そう語るのは、高福の営業部
長、原克治さんだ。
かつお節の旨味成分であるイノシン酸は、料理に
使うことで味を感じやすくなり塩分を控えることに
つながる。いわし削りの旨味成分も、かつお節と同
様にイノシン酸だ。削り節でとった出汁は、まさに
料理の引き立て役なのである。
さらに、いわしの煮干しはかつお節と違って10cm
ほどの小さなサイズであることもあり、魚を丸ごと

削るためカルシウムが非常に豊富である。イノシ
ン酸の旨みと魚の旨みを丸ごと活かした強い味わ
いを、料理に打ち出すことができるのだ。

　熱風乾燥と天日乾燥を使い分け、
　まるで焼き魚のような味わいを生み出す。

　いわし削りはかつお節以上に繊細な作業工程
が必要となる。まずは、国内で水揚げされた大き
さ10cm程度の良質ないわしの煮干しの中から
油分の少ないものを選別し、頭と内臓を手作業
で取り除く。そして、きれいな花削りに仕上げる
ために、小さくなった煮干しを適度な柔らかさに
なるように水を掛けて蒸し煮し、高温による熱風
乾燥を施している。
「多くの会社が天日乾燥を採用していますが、弊
社では熱風乾燥による処理を行っています。いわ
し削りはクセが強い味わいが特長ですが、より苦
味を抑えて香ばしい味わいに仕上げるために、高
温の熱風乾燥が効果的なんですよ。煮干しの臭み
を飛ばして、まるで焼き魚のような味わいに仕上げ
ることができます」と、専務の髙柳真太郎さんは製
法へのこだわりを語る。
煮干しの状態によっては、熱風乾燥の後に天日
乾燥を施すこともあるという。材料は天然の魚そ
のものだけに、仕上がりの味を大きく左右する製
法へのこだわりはとても繊細だ。

　独自ブレンドのニーズにも、
　短納期・小ロットで細やかに対応。

　「乾燥処理を終えたいわし節は、100年の歴
史で培った削り技術できれいに削り上げます。削
りの刃は、基本の刃はもちろんですが、より薄くふ
わっと仕上げてほしいお客様には、ダイヤモンド
粒子の入った超硬刃で削っているんです。飲食店
ごとに味のご要望が異なることも多く、カタクチ
イワシとウルメイワシを使い分けたり、さば削り
とブレンドをしたり、細かなご要望に対応できる
のが私どもの強みでもありますね」と髙柳さん。
他にもまぐろ削り、さんま削り、タラ削りとの混合
削り節や、糸削り、中厚削り、うず花削りといった
特殊な削り手法を駆使して、多様なお客様の個
別ニーズにも小ロット＆短納期で応えている。
「私どもの理念は『家族愛と笑顔があふれる食
卓の創造』です。コロナ禍においてリモートワー
クが増え、働き方はもちろん家族の在り方が見直
されるなか、生き方の価値観も多様化してきまし
た。そんな時代の食卓にこそ、人々はひとときの
安らぎや笑顔の瞬間を求めていると思います。
削り節、出汁は脇役ではありますが、常に食卓を
支え続けられるように、時代が求める味をご提案
していきたいですね」。提供するサービスは進化
しながらも、本物の味を追い求める高福の姿勢
は、100年間変わらず受け継がれている。

かつおやいわしをはじめとする削り節の一大産地として知られる静岡県清水区。合資会社高福は、この地で
100年にわたって削り節一筋に加工業を手がける老舗企業だ。いわし削りを中心に手間を惜しまない伝統
の製法にこだわり続けるものづくりに迫った。

　高精度な光学部品づくりの技術を活かして、
　農業と食のジャンルへチャレンジ。

　大阪と京都の府境にある大山崎は、鎌倉時代に
中世日本最大規模の油座として栄えた。現在は油
発祥の地である離宮八幡宮に石碑を残すのみだ
が、2020年に中世以来久方ぶりとなる油座商が産
声を上げた。それが、「大山崎油座商店」である。
同店が手がけるのは、日本ではあまり馴染みがな
い「カメリナオイル」。ヨーロッパでは3000年に
わたって親しまれてきた栄養価の高いオイルだ。
「カメリナとは、アブラナ科のカメリナ・サティバ
という植物で、そのオイルは天然の抗酸化成分、
オメガ3・6・9を理想的なバランスでたっぷり含ん
だヘルシーなオイルです。日本でもえごま油やアマ
ニ油に含まれることで知られていますが、カメリナ
オイルが優れているのは、加熱調理しても栄養素
がほとんど損なわれないこと。揚げ物や炒め物な
ど調理の幅を大きく広げ、しかも現代人に不足し
がちなオメガ3を効率的に摂取できる理想的なオイ
ルだと言えます」とその魅力を語るのは、大山崎油
座商店の母体である光学部品メーカーのナルック
スホールディングス取締役、北川清太郎さんだ。光
学製品メーカーである同社が、異分野である食品
事業を手掛けることとなった経緯を聞いた。
「昭和20年代に輸入岩塩の卸売業からスタート
し、光学部品メーカーとして邁進してまいりました

が、さらに持続的成長する300年企業を目指して、
10年ほど前から食と農業の分野でもこれまで
培ってきた最先端テクノロジーを活かしながら可
能性を拓くべく、新たにアグリ事業へ取り組むこと
となったのが始まりです」。アグリ事業では、食の
安心と安全供給を目指して、農地での野菜栽培を
はじめ、人工照明による植物工場などさまざまな
研究開発が行われている。カメリナオイルもそん
なプロジェクトのひとつだ。

　100%国産化にこだわって、原料の
　カメリナを日本の契約農家で無農薬栽培。

 「オンリーワンの商品をつくれないかと模索して
いたときに出会ったのがカメリナオイルでした。日
本では認知度が低く、当初はスイスのザンクトガ
レン産のオイルを輸入販売していました。しかし、
日本の農家さんの手でカメリナを栽培した、より
新鮮で高品質なオイルをつくりたい、とカメリナ
の栽培に適した場所と農家さんを探すことになっ
たのです」。
カメリナは、日照時間が長く乾燥した涼しい場所
を好む植物。しかも生命力が強く、マイナス14℃
でも発芽できて痩せた土地でも育つため、米の裏
作としても栽培が可能である。2018年からは標
高700mの高地、山梨県北杜市で、2020年から
三重県伊賀市の契約農家で、無農薬にこだわって

栽培が始まった。しかし、はじめから順調に収穫
できたわけではない。栽培も初めてなら、収穫の
タイミング、また圧搾工程においても製品として世
に出せるクオリティに仕上げるまでには、幾つも
の試行錯誤を繰り返した。

　高い栄養価を維持するコールドプレス
　製法で、風味豊かな味わいに仕上げる。

 「製造方法を模索するうちに、実は日本の食用
油の安全基準は、世界と比べるととても曖昧であ
ることが分かりました。例えば、抽出の手法とし
て、日本ではコストを抑えられる『溶剤抽出』が行
われているケースが多いのです。弊社のカメリナオ
イルは抽出方法も安心安全にこだわって、より風
味豊かに仕上げるコールドプレス製法を採用して
います」。スクリューですり潰しながら圧搾するこ
の製法は、熱による変質がなく、添加溶剤による
処理も行わず、より自然な手法でオイルを抽出す
ることができるのだ。こうして圧搾されたカメリナ
オイルは、元来のゴールドのような色味と高栄養
価を維持することができる上、エンドウ豆のよう
な味わいで調理にも使いやすい。さらに加熱調理
可能な唯一のオメガ3オイルという特長も手伝っ
て、食品業界でも注目を集めている。まだ誕生し
たばかりの100%純国産のカメリナオイルの今
後の展開に期待が高まる。

天下分け目の天王山・山崎の合戦で知られる大山崎で、次世代の健康油「カメリナオイル」をつくるナルッ
クスホールディングス株式会社。長年、光通信や自動車などの光学部品を手掛けてきたメーカーである。
未来を見据え「農業と食」のジャンルへ新たに乗り出した同社の取り組みにフォーカスした。

さまざまな種類の削り節を、
家族愛と笑顔があふれる食卓へ。

2021年で創業100周年を迎えた高福の専務、
髙柳真太郎さんとスタッフの皆さん。

削りの刃は希望の仕上げに合わせて、ダイヤモンド粒子
が入った超硬刃と基本の刃を使い分ける。

削り上がった削り節は即座に封入作業が行われ、
鮮度を保っている。

天然の抗酸化成分をたっぷり含み、加熱調理に使える
唯一の国産オメガ3オイル「カメリナオイル」

原料となるアブラナ科のカメリナ・サティバは、国産・
無農薬にこだわり、山梨県北杜市の契約農家で栽培。

「カメリナオイル」を手掛ける取締役の北川清太郎さん
と参与の横井賢二さん

6C20-06　合資会社高福　いわし削り

かつて油座として栄えた大山崎から発信する

6C20-38　ナルックスホールディングス株式会社　大山崎油座商店「カメリナオイル」

純国産の健康油、
オメガ3オイル。
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　実家の水産加工品を活用して、
　新たな事業をスタート。

　新鮮な桜えびが水揚げされることで知られる
駿河湾・由比漁港。このエリアでは古くから桜
えび・しらすの水産加工卸業が栄えてきた。今
回取材に訪れたのは、海岸まで目と鼻の先とい
う立地にある、おいしい産業株式会社。駿河湾
ブランドの加工食品を企画製造販売する、
2017年にスタートしたばかりの会社である。
「弊社の代表である磯部の実家、株式会社ヤマ
トミは水産加工卸業を営んでいるのですが、幼
い頃から『ヤマトミは長男が継ぐことになるか
ら、次男であるお前は自分自身で起業するよう
に』と言われて育ったそうです。そして東京でIT
系の企業に勤めた後、30歳を機に静岡に戻っ
て、『実家の水産加工品を活かして、駿河湾産
の水産物の魅力をより多くの人々へ伝えるオリ
ジナル商品を企画販売したい』と立ち上げたの
がこの会社なのです」と創業の背景を語るの
は、同社で広報を担当する山口宏枝さんだ。
他にはないオリジナリティのあるものを、と磯部
社長が考案した第一弾の商品が「駿河湾産の生
桜えびのづけ」である。
「発想のもとは、この地域の漁師料理である
『生桜えびの沖漬け』なんです」。桜えびの産
地である駿河湾でも、生の桜えびは、年に2回水
揚げの最盛期を迎える春と秋にしか食べること

ができない希少なえび。そもそも国内で桜えび
が水揚げされるのは駿河湾のみという地域限定
かつ期間限定の珍しい水産品なのである。

　漁師料理にインスピレーションを得て
　つくった、無添加の「生桜えびのづけ」。

　「桜えびの鮮やかなピンク色を活かせるように
工夫して、白しょうゆの特製ダレでづけにして、添
加物を一切使わずに仕上げました」。商品企画に
あたって、静岡市産学交流センターの「静岡おみや
プロジェクト」に参加。専門家からのサポートを受
けながら企画検討を繰り返し、また製法の面では
実家のヤマトミにもアドバイスを受けつつ試行錯
誤を重ねて商品を完成させた。
「弊社の強みは、朝水揚げされたばかりの桜えび
をヤマトミが市場で競り落し、新鮮な状態のまま
の生桜えびを独自のIQF技術（※）で1匹ずつバラ
バラにしながら急速凍結できる製造ラインがある
ことです。素材の鮮度を保ちながら、地元の漁師
料理の味を全国にお届けできたら、という想いで
取り組みました」と開発当時を振り返る。

　駿河湾産にこだわった「おいしい」ものを
　つくり続ける。

　おいしい産業の商品ラインナップには、鮮度に
こだわった桜えびやしらすの加工品、天日干しにし

た乾物などの他にも、ユニークな商品がある。「駿
河湾産 桜えびの粉」もそのひとつだ。
「急速凍結する製造ラインでは、振動によって桜
えびのヒゲをふるい落とすのですが、以前は破棄し
ていたそのヒゲを有効活用しようと、無添加の調
味パウダーをつくりました。天日干しをして粉末に
することで、発色もよくなり、気軽にえびの風味を
つけられる調味料として好評です」。一方で2019
年は桜えびの記録的な不漁に悩まされた。そんな
中、駿河湾の新名物を開発しようと磯部社長が取
り組んだのが、浅海に生息する海藻「アカモク」を
使った加工食品である。地元の海で漁れるアカモ
クは、粘りがある食感で栄養価も高い。これを細か
く刻んで調味料で味付けし、商品化した。「桜えび
もしらすも満足な水揚げ量に至っていない状況の
中、アカモクはこのエリアでも注目の水産品です。
現在、漁協とアカモクの養殖などに取り組んでお
り、新たな可能性を開拓しているところです。もっ
と駿河湾ブランドの『おいしい』ものを、日本全国
の食卓へお届けできるように、これからも新たなこ
とにチャレンジしていきたいですね」。古くからあ
る地元の資源を、新たな目線で価値のある商品と
してブラッシュアップする。そんな若い起業家の
チャレンジに今後も期待が高まる。

南に駿河湾、北に富士山を望む自然豊かな静岡市清水区蒲原の地で、桜えび・しらすの加工販売業を
2017年にスタートした、おいしい産業株式会社。駿河湾で水揚げされた新鮮な海産物にこだわって商品
開発に力を注ぐ同社の創業当時のお話を聞いた。

　清酒ブランド「明石鯛」で世界への販路を
　拓き、蒸留酒造りの礎を築く。

　本州と淡路島をつなぐ明石海峡大橋を横目に
見ながら国道2号線を西へ少し走ると、銅製の
ポットスチルが並ぶ大きなガラス張りの蒸留所
が車窓から目に飛び込んでくる。それが、2017
年に清酒蔵の隣にオープンしたクラフトジンと
ウイスキーを造る「海峡蒸留所」だ。古くからこの
地で酒類醸造を手掛けてきた明石酒類醸造は、
時代の流れとともにしょう油やみりん、焼酎や日
本酒なども造ってきたが、第二次世界大戦での空
襲、阪神・淡路大震災による蔵の倒壊、リーマン
ショックによる打撃など、幾つもの逆風にさらさ
れるたび、都度立ち上がってきたという。
「国内での日本酒や焼酎の市場が低迷するな
か、生き残っていくには海外の販路を開拓する
ほかないと、ロンドンの食品展示会へ出展した
のが2005年のことです。それ以降約2年間、海
外の展示会へ年の3分の1は出展していました」
そう当時を振り返るのは、社長の米澤仁雄さん
だ。「現地の人脈を頼って模索する日々が続き
ました。日本酒があまり知られていない英国市
場で販路を拓いていくのは本当に根気の要る作
業でしたが、長年にわたって『明石鯛』の味や
魅力はもちろん、日本酒の造り方などを丁寧に
伝えながら販路を広げたことで、現地インポー
ターとの信頼関係を築くことができたのです」。
同社の日本酒は英国市場に徐々に広まり、現在

では英国中の一流レストランや高級ホテル、豪
華客船クイーンエリザベス号のメニューに「明石
鯛」が載るほどに、その名を知られるところと
なった。

　英国でテイスティングを繰り返し、
　日本のボタニカル50種から5種を厳選。

　日本酒「明石鯛」で、英国をはじめとする販路
を築いてきた明石酒類醸造が、ジンの本場英国で
あえてジャパニーズクラフトジン造りへのチャレン
ジを考え始めたのは、2015年頃のことである。当
時英国でも「クラフトジン」が流行しており、現地
の潮流を肌で感じていた米澤さんは「日本独自の
ボタニカルを使って、世界に通用するジャパニーズ
クラフトジンを造りたい」と、新たな酒造りに乗り
出した。「本場スコットランドの蒸留所で勉強さ
せてもらいながら、2017年には日本国内でスピ
リッツの製造免許を取得しました。
そこから本格的にジャパニーズクラフトジンのレ
シピづくりを始めたのです」。クラフトジンのレシ
ピは蒸留所によってさまざま。独自の配合でボタ
ニカルをブレンドすることで個性が決まる。「まず
は、伝統的なロンドンジンのボタニカル、ジュニ
パーベリー、アンジェリカ、コリアンダーを活かし
つつ、日本独自のボタニカルをブレンドするため
に、50種のボタニカルの蒸留サンプルを携えてロ
ンドンへ向かいました。日本らしさを追究しながら
も、『ジン』として評価される味に仕上げなければ

本場では通用しません。現地でテイスティングを重
ねながら、5種のジャパニーズボタニカルを厳選
し、オリジナルレシピを完成させました」。その国
産ボタニカルとは、兵庫県からは安富町の柚子、
養父市の山椒、三田市の煎茶、神戸市の紫蘇、そし
て和歌山県紀の川市の梅の5種類。独自のレシピ
に沿って、個々のボタニカルの特徴を引き出せるよ
うにそれぞれに合わせた蒸留方法で蒸留し、ブレン
ドしたという。

　ジンの本場英国で認められたクラフトジン
　を日本市場で販売スタート。

　「イギリスのグリニッジを起点に東経135度線
が走る子午線のまち兵庫県明石市にちなんで、
『東経１３５度兵庫ドライジン（135°E AST 
HYOGO DRY GIN』と名付けました」。メイドイン
ジャパンを全面に打ち出したクラフトジンは、
2020年に欧米で先行発売。本場英国でも高評価
を得て、生産が追いつかないほどの売れ行きをみ
せた。そして満を持して2021年11月より日本国内
でも販売をスタート。
「バー文化が根付いている英国と違って、日本で
のクラフトジンの可能性は未知数。でも飲み方の
提案など、取り組むべき課題はまだまだあります。
今後もさらに蒸留技術を磨いて、日本の酒を海外
へ向けて発信していきたいですね」。そう未来を
語る米澤さんは、海の向こうを見据えて目を輝か
せる。

「西灘」と称される酒どころ、兵庫県明石市でクラフトジンを造る明石酒類醸造株式会社。本格的な蒸留
所「海峡蒸留所」を構え、本場英国でもその名を知られる酒造メーカーだ。創業1856年の老舗企業が新
たに挑む、ジャパニーズクラフトジン造りの物語に迫る。全国へお届けしたい。

「おいしい」駿河湾の味を、

桜えびの色を活かして特製の白しょうゆダレで味をつけ、

無添加にこだわった「生桜えびのづけ」。

富士川の河川敷に生桜えびを敷き詰めて天日干しに

する。河川敷が桜色に染まるこの地区の風物詩。

桜えびを均一に並べ、手作業で異物除去を行う。

高さ約6メートルの銅製蒸留機、ポットスチル。

クラフトジンをはじめウイスキーなどを蒸留する。

伝統的なジンのボタニカル3種に加え、

厳選したジャパニーズボタニカルをブレンド。

2020年に欧米で先行発売し、ジンの本場英国でも

高評価を得た。和洋の伝統技術が融合した味わい。

6C20-09　おいしい産業株式会社　駿河湾産「生桜えびのづけ」

日本酒の酒蔵が本場英国で挑んだ、メイドイン兵庫の

6C20-52　明石酒類醸造株式会社 海峡蒸留所　兵庫ドライジン「東経135度線」

クラフトジン。

※IQF技術： Individual Quick Freezingの略称で、「一つひとつの急
速冷凍（1尾凍結）」を意味する。-40～-45℃で5分という短時間で凍
結するため、細胞壁の破壊がほとんどなく、桜えび本来の風味や美味し
さを楽しむことができる。
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ご自宅でも贅沢気分を味わえる商品というテーマで「中小企業総合展 in FOODEX 2022」
に出展される商品から418名の方に「食べたい」と思うものに投票していただきました。

調査媒体：　　　　　　　　　　　　　　　　（https://minproject.jp/）　　　調査期間：2021/12/3 - 12/13　　　回答数：418

日本三大地鶏名古屋コーチンの卵だけを使った、バターの薫り高いおおきなバウムクーヘン
名古屋コーチンの卵のおおきなバウムクーヘン

6C20-24 愛知県 ニューグレース株式会社 P.11

102 票

P.09

とろーりなめらかなカスタードクリームがたっぷり
入ったクリームパン

ポッププディングあふれ出るカスタード
6C20-16 北海道 株式会社わらく堂

78 票 京都産の色鮮やかな抹茶クリームを甘さ控えめのこし餡と
宮城県産のもち米みやこがねを使用したおもちで包みました。

喜久福8個入4種詰合せ（抹茶・ずんだ・生・ほうじ茶）
6C20-19 宮城県 井ヶ田製茶株式会社

63 票

室温0度の雪室貯蔵の珈琲豆を使用し加圧式で
珈琲本来の味を引き出しました。

雪室珈琲プレミアムアイス　1000ｍl
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）

45 票

P.16P.19

P.10

宇治の有機栽培抹茶を凍結乾燥の技術で
ブロックタイプにしました。

凍結「コロコロ抹茶」
6C20-42 京都府 高田茶園茶濃香

27 票

卵がたっぷり入って
おいしそう。

女性３０代 会社員 名古屋コーチンの卵が魅力
的！しっとり感が心を癒して
くれそう。

女性６０代 専業主婦

美味しそうな玉子色の生
地に惹かれます。

女性４０代 その他

初めて食べたとき、衝撃的
でした。和菓子派も洋菓
子派も満足なひとしな。

女性４０代会社員

ネーミングも可愛らしく手
軽に抹茶を楽しめるところ
がいい！砂糖などの甘味
料が入っていない商品はな
かなか無いので嬉しい。

女性４０代
パート・アルバイト

土地の特長を生かしたコ
ンセプトがいい。

女性５０代　会社員

あふれるカスタードのネーミン
グ通りいっぱい詰まったカス
タードがすごくおいしそう！

女性４０代 パート・アルバイト

1位

2位 3位

4位 5位

ホッと一息つきたいときに！至福のティータイムアイテム

農林水産大臣賞受賞の生のしらすを炊き上げた生炊きしらす
しらす干し、生炊きしらす（佃煮）

6C20-07 愛知県 マル伊商店株式会社 P.07

75 票

P.07

弾力のある歯ごたえと、ほんのり甘みの
ある脂の美味しさ

浜名湖うなぎの刺身
6C20-05 静岡県 有限会社魚魚一

69 票 一流料理人によるレシピ開発。
無添加、無化調のレトルト和惣菜

ShiMiRu 味源の和惣菜シリーズ(金目鯛の姿煮)
6C20-11 大阪府 大阪味源

（(株)味源グループ）

64 票

全国から選りすぐりの具材を使用

なつれ　海鮮茶漬け
6C20-08 富山県 かね七株式会社

54 票

P.15P.07

P.08

お湯を注ぐと中から麩や野菜が
ひろがる彩り豊かなおすまし

お吸い物最中　加賀麩のお吸いもの
6C20-37 石川県 株式会社加賀麩不室屋

32 票

ご飯のおともにピッタリ、味も
そうですが、手軽に食べられ
ることも大事。ふりかけてす
ぐ食べられるうえにカルシウ
ムもとれるから嬉しい食材。

女性５０代 パート・アルバイト

しらすは子供も好きなので、家族
で食べられそう。

女性４０代 パート・アルバイト

お湯を注ぐだけの手軽さと
中の具材が出てくるときの
宝箱のようなお楽しみ。

女性４０代
パート・アルバイト

全国各地の選りすぐられ
た魚でお茶漬けが出来
て、常温保存が可能だな
んて、究極のごちそうで
す！

女性５０代 専業主婦

うなぎのお刺身は今まで
聞いたこともなく、まさに
インパクトのある究極の逸
品と思い、ぜひ味わいたい
です。

女性４０代 専業主婦

味が染み込んでいて家庭
では作れない究極の逸品
だと思いました。

女性６０代 専業主婦

1位

2位 3位

4位 5位

ご飯のおともにぴったり！素材にこだわる究極の逸品

温かいご飯に乗せ
たら絶対美味しい！

女性３０代
パート・アルバイト


