
通し
番号 No. 形態 コース 企業名 主要出品物 地域

1 1 単独 新規 有限会社マルヒロ太田食品 まるごとカニコロッケ 北海道

2 2 単独 新規 株式会社岡崎屋 純黒にんにく　2球入 青森県

3 3 単独 新規 有限会社うしちゃんファーム 日本産A5黒毛和牛 宮城県

4 4 単独 新規 株式会社ヤマナカ 冷凍ボイルベビーホタテ 宮城県

5 5 代表 - 一般社団法人山形県国際経済振興機構 - 山形県

6 5-1 孫 販路 株式会社山形県食肉公社 総称　山形牛 山形県

7 6 単独 販路 株式会社清水商店 蒸し蛸 茨城県

8 7 単独 新規 全国農業協同組合連合会茨城県本部 さしま粉末茶（緑茶・ほうじ茶） 茨城県

9 8 代表 - 栃木県 - 栃木県

10 8-1 孫 新規 東京拉麺株式会社 東京拉麺　チキン味 栃木県

11 8-2 孫 新規 株式会社おばねや 若採り里ごぼう（かつお味） 栃木県

12 9 代表 - 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 - 千葉県

13 9-1 孫 新規 株式会社玉正 炙り鯖 千葉県

14 9-2 孫 新規 株式会社ＦＳ－Ｔｒａｄｉｎｇ 国産　いちご（フレッシュ） 千葉県

15 9-3 孫 販路 株式会社カネヤマ サバ 千葉県

16 9-4 孫 販路 株式会社グランプラス ペカンナッツショコラ　ココア 千葉県

17 9-5 孫 販路 日本サーナ株式会社 オーガニック抹茶 千葉県

18 9-6 孫 販路 都一株式会社 ゆでうどん 千葉県

19 9-7 孫 販路 株式会社やますインターナショナル 謹製乾麺　とんこつ風ラーメン 千葉県

20 9-8 孫 販路 マルユー株式会社 冷凍厚焼玉子 千葉県

21 10 単独 販路 ハナマルキ株式会社 液体塩こうじ 東京都

22 11 単独 販路 株式会社ショクリュー 冷凍水産物各種 東京都

23 12 単独 販路 株式会社日山畜産 和牛 東京都

24 13 代表 - 一般社団法人全日本菓子輸出促進協議会 - 東京都

25 13-1 孫 新規 株式会社エイワ ブルーベリーマシュマロ 東京都

26 13-2 孫 販路 株式会社ギンビス アスパラガス ビスケット 東京都

27 13-3 孫 販路 コリス株式会社 フエラムネいちご 大阪府

28 13-4 孫 新規 ノーベル製菓株式会社 キャンデー 大阪府

29 14 単独 新規 株式会社山星屋 モントワール ＪＡ紀南 うめぼしグミ 東京都

30 15 単独 新規 ジャパンホートビジネス株式会社 花咲しぐれツインパック 東京都
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通し
番号 No. 形態 コース 企業名 主要出品物 地域

31 16 代表 - 株式会社日本政策金融公庫 - 東京都

32 16-1 孫 新規 株式会社ＭＭＪ 別海のおいしい牛乳 群馬県

33 16-2 孫 新規 株式会社岩渕畜産 しあわせ牛 千葉県

34 16-3 孫 販路 大栄フーズ株式会社 とびっ子 神奈川県

35 16-4 孫 新規 株式会社くしまアオイファーム さつまいも 宮崎県

36 16-5 孫 新規 有限会社小田畜産 牛肉／鹿児島産黒毛和牛「小田牛」 鹿児島県

37 17 単独 新規 株式会社ベルインターナショナル 黒豆茶等　健康食品 東京都

38 18 単独 販路 株式会社サングローブフード ぶどう・桃 東京都

39 19 単独 販路 あづまトレーディング株式会社 ほたるいか沖漬 東京都

40 20 単独 新規 東邦物産株式会社 日本産生鮮本鮪真空ブロック 東京都

41 21 単独 販路 株式会社武生製麺 五割そば 福井県

42 22 単独 新規 株式会社北前船のカワモト 野菜だし 福井県

43 23 単独 新規 株式会社鈴木栄光堂 乳酸菌ヨーグルトソフトキャラメル 岐阜県

44 24 単独 新規 有限会社エバーグリーン 抹茶 静岡県

45 25 単独 新規 株式会社南山園 西尾の抹茶 愛知県

46 26 単独 販路 マルサンアイ株式会社 純正こうじみそ 愛知県

47 27 代表 - 三重県 - 三重県

48 27-1 孫 販路 ヤマダイ食品株式会社 ほうれん草ごま和え 三重県

49 27-2 孫 販路 伊藤酒造株式会社 鈿女 特別純米 豊穣の舞 三重県

50 27-3 孫 販路 株式会社大田酒造 純米大吟醸　半蔵　神の穂 三重県

51 28 単独 新規 株式会社茜丸 京抹茶どらやき 大阪府

52 29 単独 販路 日泰通商株式会社 ハーフシェルオイスター 兵庫県

53 30 単独 販路 堂本食品株式会社 和さらだ　紅あずまサラダ 広島県

54 31 単独 新規 株式会社柚子屋本店 搾り柚子（ゆず果汁） 山口県

55 32 単独 新規 西南開発株式会社 ほっと！パイ　抹茶あずき 愛媛県

56 33 単独 新規 株式会社小谷穀粉 煎茶ティーバッグ 高知県

57 34 代表 - 公益社団法人高知県貿易協会 - 高知県

58 34-1 孫 新規 北川村ゆず王国株式会社 北川村産ゆず果汁 高知県

59 34-2 孫 販路 有限会社高知アイス ゆずシャーベット 高知県

60 34-3 孫 新規 興洋フリーズ株式会社 海援鯛フィレ 高知県

61 34-4 孫 販路 四万十うなぎ販売株式会社 うなぎ蒲焼 高知県

62 34-5 孫 新規 株式会社近森産業 芋天粉 高知県

63 34-6 孫 新規 道水中谷水産株式会社 冷凍黒潮本鮪 高知県



通し
番号 No. 形態 コース 企業名 主要出品物 地域

64 35 単独 新規 株式会社七尾製菓 フレンチ抹茶パピロ 福岡県

65 36 単独 販路 株式会社福永産業 北海道産「神居牛（かむいぎゅう）」 福岡県

66 37 単独 新規 サンポー食品株式会社 焼豚ラーメン 佐賀県

67 38 単独 新規 株式会社長崎県貿易公社 野菜のり 長崎県

68 39 単独 販路 五木食品株式会社 火の国熊本　とんこつラーメン 熊本県

69 40 単独 新規 小平株式会社 冷凍　モチモチ　ワッフル 鹿児島県

70 41 代表 - 鹿児島県輸出食品振興連絡協議会 - 鹿児島県

71 41-1 孫 販路 セイカ食品株式会社 ボンタンアメ 鹿児島県

72 41-2 孫 販路 鹿児島製茶株式会社 有機抹茶 鹿児島県

73 41-3 孫 新規 公益社団法人鹿児島県特産品協会 かのやカンパチ・アカバラ 鹿児島県

74 42 単独 販路 タイ日本フーズ株式会社 和牛 海外

通し
No. No. 形態 コース 企業名 主要出品物 地域

1 1 孫 新規 株式会社山形飛鳥 いかの肝醤油 山形県

2 2 単独 新規 勘兵衛園 梨 千葉県

3 3 単独 新規 アドバンス株式会社 もつ鍋セット
大阪ウメビーフ・香る鍋スープ 大阪府

4 4 単独 新規 株式会社カネジュウ水産 煮干しいりこバルク 愛媛県
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