
<通常出品枠>

通し
番号

形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
欧州への輸
出経験なし

輸出経験
なし

1 単独 北海道庁（輸出拡大協議会） 冷凍ほたて貝柱 水産物・水産加工品 北海道 〇 〇

2 単独 株式会社小川製麺所 蒟蒻入りそば、茶そば、山形のとびきりそば その他加工食品 山形県

3 単独 株式会社柴沼醤油インターナショナル
グルテンフリー照り焼きソース、ディスペンパック醤油＆わ
さび

調味料 茨城県

4 単独 株式会社アイエー・フーズ
こんにゃく製麺（ラーメンタイプ・うどんタイプ）、やわらか蒟
蒻パウダー

その他加工食品 群馬県 〇

5 単独 三和食品株式会社 本わさびフレッシュ、冷凍ゆず果汁 調味料 群馬県

6 単独 正田醤油株式会社 魚型醤油、醤油（添加物無添加）、グルテンフリー醤油 調味料 群馬県

7 代表 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 - 出品物なし（取りまとめのみ） 千葉県

8 孫 合資会社寒菊銘醸
純米大吟醸 、純米吟醸 、九十九里オーシャンビール コシ
ヒカリライスエール

アルコール飲料 千葉県 〇

9 孫 都一株式会社 ゆでうどん、中華そば、むし焼きそば その他加工食品 千葉県

10 単独 株式会社アルカン
盛田フライパンシリーズソース、天然醸造木桶仕込みシ
リーズ、 特級こいくちしょうゆ

調味料 東京都

11 単独 岩瀬コスファ株式会社 Le Kanten Ultra100（寒天） 水産物・水産加工品 東京都

12 代表 キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ、キューピー深煎りごまドレッシング 調味料 東京都

13 孫 キユーピートレーディングヨーロッパ キユーピーマヨネーズ、キューピー深煎りごまドレッシング 調味料 海外

14 単独 金印物産株式会社 生おろしわさび、きざみわさび、きざみゆず 調味料 東京都

15 代表 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 - 出品物なし（取りまとめのみ） 東京都

16 孫 稚内東部株式会社 ホタテ 水産品・水産加工品 北海道

17 孫 株式会社ＴｒｕｅＷｏｒｌｄＪａｐａｎ ハマチフィーレ、真鯛 水産品・水産加工品 東京都

18 孫 日本水産株式会社 ホタテ、ブリ 水産品・水産加工品 東京都

19 孫 紀文欧州 蒲鉾、さつま揚げ 水産品・水産加工品 海外

20 代表 一般社団法人全日本菓子輸出促進協議会 - 菓子 東京都

21 孫 株式会社天乃屋 ぷち歌舞伎揚、姫丸、姫丸わさび味 菓子 東京都

22 孫 株式会社エイワ ストロベリーマシュマロ 菓子 東京都

23 単独 西本貿易株式会社
冷凍ホタテ、冷凍ハマチフィレ・ロイン、冷凍ラーメン＆ラー
メンスープ

水産品・水産加工品 東京都

24 単独 日本緑茶センター株式会社
生産者の顔が見える有機日本茶　(PB品対応）、桜ハーブ
ティー

茶 東京都

25 単独 横井醸造工業株式会社 江戸丹念酢 調味料 東京都
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26 単独 株式会社ミトク
有機グルテンフリー醤油、有機玄米みそ、有機わさびペー
スト

調味料 東京都

27 単独 丸山製茶株式会社
有機抹茶、日本茶ティーパック（煎茶、有機煎茶、玄米
茶）、有機日本緑茶

茶 静岡県

28 単独 株式会社流通サービス 富士抹茶、Premium玉露パウダー 茶 静岡県

29 単独 株式会社創味食品
ラーメンスープ白湯G、ラーメンスープ北の味噌G、ラーメン
スープ醤油G

調味料 京都府

30 単独 明石酒類醸造株式会社 純米大吟醸原酒、特別純米酒、白梅吟醸梅酒 アルコール飲料 兵庫県

31 単独 白鶴酒造株式会社 純米大吟醸 白鶴錦 アルコール飲料 兵庫県

32 代表 ひょうごの美味し風土拡大協議会 - 出品物なし（取りまとめのみ） 兵庫県

33 孫 キング醸造株式会社
薫り華やぐ純米酒、日の出有機みりんタイプ、六条の雫
（麦焼酎）

アルコール飲料 兵庫県

34 単独 株式会社三宅本店 千福神力生もと純米、千福 純米酒 アルコール飲料 広島県

35 代表 ひめくら協同組合 - 出品物なし（取りまとめのみ） 愛媛県

36 孫 遠赤青汁株式会社
有機遠赤ケール、遠赤愛媛有機八片黒にんにく、有機ゆ
ずパウダー

その他加工食品 愛媛県

37 孫 有限会社進藤重晴商店 果の香（ゆず）、果の香（いよかん）、果の香（河内晩柑） 菓子 愛媛県

38 代表 公益社団法人高知県貿易協会 - その他加工食品 高知県

39 孫 北川村ゆず王国株式会社 北川村産ゆず果汁、ゆず青果玉 青果物 高知県

40 孫 株式会社タナカショク
百三珍（豆腐ジャーキー）、百二珍（豆腐の燻製スティック）
醤油味、百一珍（土佐珍味豆腐）

その他加工食品 高知県 〇

41 単独 五木食品株式会社
海外用九州とんこつラーメン、アニマルフリー海外用熊本
もっこすラーメン、野菜そうめん ほうれん草

その他加工食品 熊本県

42 単独 有限会社コウヤマ 熊本いきなり団子、紫芋パウダー、さつま芋チップ 菓子 熊本県

43 代表 一般社団法人熊本県貿易協会 - その他加工食品 熊本県

44 孫 有限会社五木屋本舗 山うにとうふ（豆腐の味噌漬） その他加工食品 熊本県 〇

45 孫 カネリョウ海藻株式会社 味付もずく、日本産海藻サラダ、梅昆布茶 水産品・水産加工品 熊本県

46 孫 熊本製粉株式会社 米粉、Baked Donughnut Mix、All Purpose Baking Mix その他加工食品 熊本県 〇

47 孫 千代の園酒造株式会社 大吟醸 アルコール飲料 熊本県

48 代表 宮崎県 - その他加工食品 宮崎県

49 孫
ＡＧＲＩＳＴＲＥＡＭ　ＫＩＭＵＡＲＡ　ＦＡＲＭ株式会
社

マンゴーコンフィチュール、マンゴーハチミツ、ソルダム（プ
ラム）コンフィチュール

その他加工食品 宮崎県 〇

50 孫 株式会社モミキ うまみたれガーリックVegan、うまみたれ Vegan、黒にんにく その他加工食品 宮崎県

51 単独 株式会社鹿児島茶輸出研究所 有機抹茶 茶 鹿児島県

<オープンスペース枠>
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通し
番号

形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
欧州への輸
出経験なし

輸出経験
なし

52 単独 有限会社タカハシ食品 サラダ昆布、日高産根昆布佃煮、日高産一口昆布巻 水産品・水産加工品 東京都

53 単独 ロコビズ株式会社 有機抹茶、有機宮崎煎茶 茶 兵庫県

<ニューチャレンジャー枠>

通し
番号

形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
欧州への輸
出経験なし

輸出経験
なし

54 単独 株式会社サケシーン 日本酒 アルコール飲料 東京都 〇 〇

55 単独 株式会社西河商店 わさびオイル 調味料 鳥取県 〇 〇
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