
添付資料

≪Fine Food ホール（Hall 2.1）・通常出品枠≫

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 01 代表 大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 グルテンフリーパスタ、米粉皮餃子 秋田県

02 01-1 孫 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 グルテンフリー食品 秋田県

03 01-2 孫 株式会社餃子計画 餃子 大阪府

04 02 単独 柴沼醤油醸造株式会社
国産丸大豆濃口しょうゆ、減塩しょうゆ、グルテンフ

リー醤油、小袋醤油
茨城県

05 03 単独 三和食品株式会社 わさび 群馬県

06 04 単独 正田醤油株式会社 醤油・醤油加工品 群馬県

07 05 単独 キユーピー株式会社 調味料（マヨネーズ、ドレッシング） 東京都

08 06 単独 金印物産株式会社 加工わさび・加工ゆず 東京都

09 07 単独 ジェムノン合同会社
凍結乾燥食品（野菜、果物）、乾燥食品（昆布、エノ

キ）、柚子果汁
東京都

10 08 単独 株式会社トライ・インターナショナル
美味しい焼き芋、ねり唐辛子みそ、生姜味噌、山椒

味噌、焼ねぎ地味噌
東京都

11 09 単独 西本貿易株式会社
冷凍水産加工品（ホタテ・ハマチ等）、海苔、ラーメン

関連商材（冷凍麺・ラーメンスープ）
東京都

12 10 単独 ハナマルキ株式会社 液体塩こうじ、味噌、即席みそ汁 東京都

13 11 単独 株式会社ミトク

有機グルテンフリー醤油（たまり醤油）、有機即席ラーメン（ノン
フライ、かん水、MSG不使用）、有機フリーズドライ玄米味噌パ
ウダー（日本の味をそのまま粉末にした日本の味パウダーシ

リーズとともに）など

東京都

14 12 単独 神州一味噌 株式会社 味噌、フリーズドライ味噌パウダー、即席味噌汁 東京都

15 13 単独 横井醸造工業株式会社
食酢(米酢、醸造酢、果実酢、飲用酢等)、発酵調味

料
東京都

16 14 単独 株式会社　和田久 昆布・鰹節・だしパック 東京都

17 15 単独 エバラ食品工業株式会社 焼肉のたれ、やきとりのたれ 神奈川県
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通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

18 16 単独 株式会社ヤマト醤油味噌 有機みそ、玄米甘酒、生醤油、ドレッシング、だし 石川県

19 17 単独 内堀醸造株式会社 食酢（米酢、すし酢） 岐阜県

20 18 代表 静岡県 日本茶（静岡茶） 静岡県

21 18-1 孫 大塚製茶株式会社 緑茶 静岡県

22 18-2 孫 株式会社　流通サービス 富士抹茶、Ｐｒｅｍｉｕｍ玉露 静岡県

23 19 単独 佐藤食品工業株式会社
茶エキスパウダー、天然調味料、果物・野菜パウ

ダー
愛知県

24 20 代表
京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会

（※Hot Beverageホールと同時出品）
抹茶パウダー、米菓、日本酒 京都府

25 20-1 孫 京都貿易株式会社 日本酒 京都府

26 20-2 孫 テアニン株式会社 抹茶、ほうじ茶パウダー、抹茶用シェーカー 京都府

27 21 単独 コッチラボ株式会社 大豆パスタ、大豆ミート、大豆チップス 京都府

28 22 単独 株式会社創味食品 濃縮ラーメンスープ 京都府

29 23 単独 株式会社むそう商事
日本伝統調味料全般（醤油・味噌・みりん等）、乾

麺、茶、煎餅等スナック、その他新製品（ヴィーガン
ラーメン、有機ふりかけ、有機醤油麹等）

大阪府

30 24 単独 やぶパートナーズ株式会社 朝倉山椒 兵庫県

31 25 単独 センナリ株式会社
有機純米酢、有機醸造酢、有機ドレッシング、有機

ソース
広島県

32 26 代表 徳島県 ゆず，かんきつ加工品，海藻加工品等 徳島県

33 26-1 孫 阿南農業協同組合 木頭ゆず（青果）　木頭ゆず（果汁、加工品）　等 徳島県

34 26-2 孫 西地食品有限会社 柚きざみ，ゆずシロップ，すだち果汁 徳島県

35 26-3 孫 阪東食品
有機すだち・ゆず・ゆこう果汁、丸しぼりすだち・ゆ
ず・ゆこう果汁、みちこの有機ぽんず、スシドレ、有

機ﾄﾞﾘﾝｸすっすっす、ゆずそると他
徳島県
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通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

36 26-4 孫 光食品株式会社
有機ゆず唐辛子HOTソース、有機ゆず果汁、オーガ

ニックジンジャーエール
徳島県

37 27 代表 公益社団法人　高知県貿易協会
孫出展企業の商品として、ゆず果汁、冷凍ゆず皮、

ゆずコンフィ、ドレッシング、シャーベット
高知県

38 27-1 孫 北川村ゆず王国株式会社 ゆず果汁、ゆず加工品 高知県

39 27-2 孫 株式会社小谷穀粉 日本茶ティーバッグ 高知県

40 28 代表 福岡フードビジネス協議会 こんにゃく，茶，菓子，にんにく，調味料等 福岡県

41 28-1 孫 有限会社　石橋屋
米粉加工こんにゃく（ライスしらたき）・こんにゃく麺・

ミラクルマンナン（新素材）
福岡県

42 28-2 孫 株式会社　高橋商店 ゆずすこ、のりクロ、ゆず果汁 福岡県

43 28-3 孫 西福製茶株式会社
日本茶(八女茶・八女玉露・八女抹茶)・抹茶ラテ・野

菜スムージー
福岡県

44 28-4 孫 株式会社MOMIKI 宮崎県産黒にんにく 宮崎県

45 29 代表 長崎県商工会連合会 乾麺、焼酎、日本茶 長崎県

46 29-1 孫 有限会社長田製茶 緑茶 長崎県

47 30 単独 Miyako Oriental Foods Inc.
液体柚子胡椒、ゆず味噌、ゆず果汁、ツユの素、味

噌
海外

≪Fine Food ホール（Hall 2.1）・オープンスペース枠≫

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 01 単独 株式会社ネクスティ ダシつゆ、素材調味液、懐敷笹 新潟県

02 02 単独 オーケー食品工業株式会社 寿司具材、いなり揚げ、油揚げ 福岡県

03 03 代表 長崎県商工会連合会 乾麺、焼酎、日本茶 長崎県
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通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

04 03-1 孫 重家酒造株式会社 壱岐焼酎「ちんぐ」 長崎県

05 03-2 孫 玄海酒造株式会社 壱岐スーパーゴールド22 長崎県

06 04 単独 株式会社オキス ごぼう茶 鹿児島県

≪Fine Food ホール（Hall 2.1）・ニューチャレンジャー枠≫

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 01 単独 ジャポンテ 米、味噌、海苔、お茶、塩 東京都

02 02 単独 株式会社日本果汁 柚子果汁、柚子オイル 京都府

≪Hot Beverageホール（Hall 7）・通常出品枠≫

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 01 単独 日本緑茶センター株式会社
有機日本茶（有機抹茶、有機煎茶、有機玉露）、EU

農薬基準茶（抹茶、煎茶）
東京都

02 02 単独 竹沢製茶株式会社
有機栽培茶：抹茶、カブセ煎茶、煎茶、抹茶入り煎茶、くき茶、抹茶入りく
き茶、玄米茶、抹茶入り玄米茶、番茶、ほうじ茶、粉末緑茶、一般慣行栽

培茶：桜葉入り緑茶、桜葉入り紅茶、抹茶入り柚子緑茶、固形茶
静岡県

03 03 単独 (株）やまま満寿多園 緑茶及び緑茶関連商品 静岡県

04 04 単独 株式会社八幡屋茶舗
煎茶、玄米茶、ほうじ茶、抹茶、有機煎茶、有機玄

米茶、有機ほうじ茶、有機抹茶
静岡県

05 05 代表
京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会

（※Fine Foodホールと同時出品）
日本茶、宇治茶 京都府

06 05-1 孫 宇治の露製茶株式会社 日本茶 京都府

07 05-2 孫 有限会社藤二商会
有機宇治抹茶・有機宇治茶ティーバック・有機玄米

茶・有機粉末煎茶
京都府
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≪Hot Beverageホール（Hall 7）・オープンスペース枠≫

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 01 単独 みて株式会社 日本茶 三重県

02 02 単独 ロコビズ株式会社 有機煎茶、有機抹茶 兵庫県

03 03 単独 九州農産物通商株式会社 農産物（果実、野菜、お茶） 福岡県

≪Meatホール（Hall 9）・特別出品枠≫

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 01 代表 日本畜産物輸出促進協議会 日本産和牛 東京都

02 01-1 孫 スターゼンインターナショナル株式会社 日本産和牛 -

03 01-2 孫 株式会社ミートコンパニオン 日本産和牛 -

04 01-3 孫 伊藤ハム株式会社 日本産和牛 -

05 01-4 孫 全国農業協同組合連合会 日本産和牛 -

06 01-5 孫 エスフーズ株式会社 日本産和牛 -

07 01-6 孫 JA全農インターナショナル株式会社 日本産和牛 -

08 01-7 孫 合同会社ナイト 日本産和牛 -

09 01-8 孫 キリシマランチ 日本産和牛 -


	出品者一覧

