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通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

1 01 単独 エビコー株式会社 南蛮えび、ぼたん海老、ほたて貝柱 北海道

2 02 単独 株式会社岡﨑屋 純黒にんにく 青森県

3 03 代表 秋田県 秋田牛、日本酒 秋田県

4 03-1 孫 株式会社秋田県食肉流通公社 秋田牛 秋田県

5 03-2 孫 秋田酒類製造株式会社 日本酒 秋田県

6 04 代表 一般社団法人山形県国際経済振興機構 牛肉（山形牛） 山形県

7 04-1 孫 株式会社山形県食肉公社 牛肉（山形牛・山形県産黒毛和種） 山形県

8 05 単独 全国農業協同組合連合会　茨城県本部 粉末緑茶 茨城県

9 06 単独 株式会社東京フード さつま芋、及びさつま芋の加工品 栃木県

10 07 代表 栃木県 漬け物、おつまみ、お菓子、拉麺 栃木県

11 07-1 孫 株式会社おばねや 国産野菜の漬物関係 栃木県

12 07-2 孫 仙波糖化工業株式会社 冷凍食品、お茶、カラメルシラップ 栃木県

13 07-3 孫 株式会社壮関 海藻加工品、農産物加工品 栃木県

14 07-4 孫 東京拉麺株式会社 即席麺 栃木県

15 08 代表 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 加工食品、酒類、青果 千葉県

16 08-1 孫 合資会社寒菊銘醸 地ビール、清酒 千葉県

17 08-2 孫 株式会社グランプラス チョコレート 千葉県

18 08-3 孫 茂野製麺株式会社 乾麺 千葉県
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19 08-4 孫 千葉県酒類販売株式会社 清酒・フルーツワイン・リキュール 千葉県

20 08-5 孫 日本サーナ株式会社 ハーブ関連食品及び健康食品 千葉県

21 08-6 孫 マルユー株式会社 厚焼玉子　桜田夫 千葉県

22 08-7 孫 都一株式会社 うどん、焼きそば、らーめん 千葉県

23 08-8 孫 株式会社やますインターナショナル 落花生、落花生加工品、金山寺味噌等 千葉県

24 08-9 孫 芳源マッシュルーム株式会社 マッシュルーム 千葉県

25 08-10 孫 米屋株式会社 和菓子・冷凍和菓子・羊羹 千葉県

26 09 単独 株式会社イームインターナショナル 加工食品 東京都

27 10 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

28 11 単独 株式会社ショクリュー 日本産　冷凍/生鮮/加工　水産物各種 東京都

29 12 代表 全日本菓子輸出工業協同組合連合会 菓子類 東京都

30 12-1 孫 株式会社エイワ マシュマロ 東京都

31 12-2 孫 カバヤ食品株式会社 チョコレート 東京都

32 12-3 孫 株式会社ギンビス 菓子類（　チョコレート、スナック） 東京都

33 12-4 孫 株式会社ちぼり 菓子類 神奈川県

34 12-5 孫 丸京製菓株式会社 どらやきなど 鳥取県

35 12-6 孫 セイカ食品株式会社 ボンタンアメ・兵六餅・パイナップルアメ・しょうがアメ 鹿児島県

36 13 単独 大勝フーズ株式会社 ホタテ貝柱、ボイルホタテ 東京都
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37 14 単独 日本ビール株式会社 ビール、ノンアルコールビール、エナジードリンク 東京都

38 15 単独 株式会社ノースイ 牡蠣、帆立、海苔 東京都

39 16 単独 ハナマルキ株式会社 液体塩こうじ、味噌、即席みそ 東京都

40 17 単独 株式会社山星屋 菓子類 東京都

41 18 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)、発酵調味料 東京都

42 19 単独 株式会社宮香ニオス 食品香料 神奈川県

43 20 単独 北陸製菓株式会社
ビスケット、クッキー、カンパン、米菓、煎餅などの菓

子
石川県

44 21 単独 神栄アグリテック株式会社 冷凍食品（和菓子、水産品ほか） 福井県

45 22 単独 株式会社武生製麺 業務用冷凍なま越前そば、市販用乾麺越前そば 福井県

46 23 単独 丸善製茶株式会社 緑茶 静岡県

47 24 単独 合資会社野田味噌商店 味噌、醤油 愛知県

48 25 単独 マルサンアイ株式会社 味噌、豆乳 愛知県

49 26 単独 井村屋グループ株式会社 アイスクリーム、かすてら、ようかん、和菓子等 三重県

50 27 代表 三重県 冷凍野菜惣菜、酢 三重県

51 27-1 孫 ヤマダイ食品株式会社 冷凍野菜惣菜 三重県

52 27-2 孫 山二造酢株式会社 飲む酢 三重県

53 28 単独 株式会社日本セーラ 朝食酵素ドリンク 大阪府

54 29 単独 株式会社多田フィロソフィ
淡路島の藻塩、かつおの極味だし、手延べ藻塩うど

ん
兵庫県
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55 30 単独 日泰通商株式会社 播磨灘産冷凍殻付牡蠣、燻製白子、燻製牡蠣 兵庫県

56 31 単独 株式会社北岡本店 清酒、リキュール 奈良県

57 32 単独 國和産業株式会社 干し柿のお菓子『やま柿』 岡山県

58 33 単独 堂本食品株式会社 佃煮、和惣菜、煮豆、まぜこみごはんの素 広島県

59 34 代表 公益社団法人　高知県貿易協会 うなぎ蒲焼き、シャーベット、酒等 高知県

60 35-1 孫 有限会社高知アイス ゆずシャーベット、ゆず果汁、希釈ゆずドリンク 高知県

61 35-2 孫 興洋フリーズ株式会社 高知産寿司ネタスライス 高知県

62 35-3 孫 四万十うなぎ販売株式会社 うなぎ蒲焼 高知県

63 35-4 孫 有限会社濵川商店 清酒・リキュール 高知県

64 36 単独 株式会社福永産業 畜産品・畜産加工品 福岡県

65 37 単独 五木食品株式会社 麺製品 熊本県

66 38 単独 マルトウ物産販売株式会社 チョコサンドクッキー 大分県
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67 N1 単独 吉村農園 甘藷、甘藷若葉（茎） 徳島県

THAIFEX 2017 ジャパンパビリオン出品者リスト
（ニューチャレンジャー枠）


	添付資料①-1‗THAIFEX17_出品者（通常）.pdf
	添付資料①-2‗THAIFEX17_出品者（ニューチャレンジャー）.pdf

