
■FHM2017　出品参加企業一覧

連番 親孫ID ブース 形態 企業名 主要出品物 地域

1 01 8027 単独 有限会社柏崎青果 黒にんにく・切干大根・黒ごぼう茶 青森県

2 02 8034 単独 小野食品株式会社 国産ブリ照焼・サンマ生姜煮 岩手県

3 03 8031 単独 株式会社　清水商店 蒸し蛸 茨城県

4 04 8004 代表 栃木県 栃木県

5 04-1 8004 孫 フタバ食品株式会社 アイスクリーム類 栃木県

6 04-2 8004 孫 東京拉麺株式会社 即席麺 栃木県

7 05 8029 単独 株式会社三陸コーポレーション 三陸産水産物・水産加工品 東京都

8 06 8030 単独 株式会社True World Japan 冷凍ハマチフィーレ、生鮮ハマチフィーレ 東京都

9 07 8028 単独 東京シティ青果株式会社 山葵・紫蘇・シャインマスカット 東京都

10 08 8032 単独 株式会社ノースイ 冷凍カキ、冷凍帆立 東京都

11 09 8007 単独 有限会社レイク・ルイーズ 白川郷らーめん・日本酒 岐阜県

12 10 8023 単独 井村屋グループ株式会社 アイスクリーム 三重県

13 11 8024 単独 株式会社　和田萬商店 国産金いりごま、国産ごま七味 大阪府

14 12 8003 単独 アイシン商事株式会社 有機日本茶・有機抹茶 大阪府

15 13 8008 単独 大関株式会社 日本酒 兵庫県

16 14 8035 単独 株式会社多田フィロソフィ 藻塩・和風だし・手延べうどん 兵庫県

17 15 8033 単独 クニヒロ株式会社 冷凍殻付カキ生食用 広島県

18 16 8002 単独 株式会社小谷穀粉 日本茶、玄米茶、麦茶 高知県

19 17 8021 代表 公益社団法人 鹿児島県特産品協会 鹿児島県

20 17-1 8021 孫 鹿児島県漁業協同組合連合会 ブリ・カンパチ・カツオ(真空フィレ) 鹿児島県

21 17-2 8021 孫 鹿児島県経済農業協同組合連合会 黒酢、冷凍さつまいもカット 鹿児島県

22 17-3 8021 孫 セイカ食品株式会社 ボンタンアメ 鹿児島県

23 OP-01 8006 単独 株式会社アドット お菓子 埼玉県

24 OP-02 8006 単独 Mount Root 徳佐りんご 山口県

25 NC-01 8005 単独 株式会社ふるさとの森 各種かまぼこ 長野県

26 NC-02 8005 単独 吉村農園 甘藷（鳴門金時） 甘藷若葉（すいおう） 大根 徳島県

27 特1 8013~8020 代表 一般財団法人　全日本菓子輸出促進協御議会

28 特1-01 8013 孫 カバヤ食品株式会社 グミキャンディ 東京都

29 特1-02 8013 孫 株式会社ちぼり 贈答用焼き菓子 神奈川県

30 特1-03 8014 孫 株式会社　ギンビス チョコレートスナック 東京都

31 特1-04 8014 孫 株式会社上野風月堂 ウエハース 東京都

32 特1-05 8015 孫 株式会社ハート 玩具菓子 東京都

33 特1-06 8015 孫 丸京製菓株式会社 和菓子 東京都

34 特1-07 8016 孫 株式会社でん六 豆菓子 山形県

35 特1-08 8016 孫 株式会社エイワ マシュマロ 東京都

36 特1-09 8017 孫 ノーベル製菓株式会社 キャンデー 大阪府

37 特1-10 8017 孫 松山製菓株式会社 清涼菓子 愛知県

38 特1-11 8018 孫 パイン株式会社 パインアメ・オレンジアメ・あわだま 大阪府

39 特1-12 8018 孫 フルタ製菓株式会社 チョコレート 大阪府

40 特1-13 8019 孫 コリス　株式会社 ラムネ菓子 大阪府

41 特1-14 8019 孫 扇雀飴本舗 キャンデー 大阪府

42 特1-15 8020 孫 株式会社 中島大祥堂 黒わらび餅 大阪府

43 特1-16 8020 孫 株式会社黄金糖 飴 奈良県


