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1 A11 単独 北海道 株式会社芦別RICE あしべつだけ
2 A08 単独 北海道 株式会社⽵⽥⾷品 かにみそ,えびみそ,いか塩⾟
3 代表 岩⼿県 岩⼿県 -
4 B05 孫 岩⼿県 元正榮北⽇本⽔産株式会社 乾アワビ,あわびの燻製,あわび煮⾙
5 C06 孫 岩⼿県 岩⼿県産株式会社 中村家監修 帆⽴らーめん,国産サバのオリーブオイル漬け,国産サバのレモンバジル味
6 D37 孫 岩⼿県 株式会社佐幸本店 ⼭のきぶどう、＊⼭ぶどう無添加100％ストレート果汁,完熟⼭のきぶどう、＊⼭ぶどう無添加100％ストレート果汁,きぶどうジャム、＊⼭ぶどうジャム
7 C08 単独 宮城県 有限会社うしちゃんファーム 短⾓和⽜：⾚⾝主体の和⽜
8 代表 秋⽥県 ⼤潟村農産物・加⼯品輸出促進協議会 -
9 C37 孫 秋⽥県 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 スパゲティ,アラビアータ（グルテンフリー）,ビーフカレー（グルテンフリー）
10 C39 孫 秋⽥県 株式会社餃⼦計画 グルテンフリー ＆ ノンミート 餃⼦
11 A07 単独 福島県 会津よつば農業協同組合 いなわしろ天のつぶ
12 C07 単独 東京都 株式会社⽣産者直売のれん会 さくらゼリー,猫もにゃか,珈琲365
13 A12 単独 東京都 松⽥産業株式会社 プチ⼤福,北海道いももち,うに
14 B12 単独 東京都 クラシエフーズ株式会社 ポッピンクッキン、たのしいおすしやさん,ポッピンクッキン、つくろうおべんとう,ポッピンクッキン、たのしいラーメンやさん
15 B23 単独 東京都 全国調理⾷品⼯業協同組合 真いわし梅煮,さば味噌煮
16 C40 単独 東京都 マルコメ株式会社 糀⽢酒ＬＬ １２５ｍｌ,糀⽢酒 ゆずＬＬ １２５ml,糀⽢酒 りんごＬＬ １２５ｍｌ
17 D19 単独 東京都 ⽇之出国際交易株式会社 秘蔵味噌（⻨） 500g,新製法 峯樹⽊園 100%ストレート桑の実ジュース,朝どれ枝⾖ペースト
18 D31 単独 東京都 株式会社遠藤製餡 あずきラテ,あずき美⼈茶
19 A02 単独 東京都 株式会社True World Japan ハマチフィーレ,冷凍ホタテ⾙柱,加⼯アワビ
20 B01 単独 神奈川県 ⼤栄フーズ株式会社 とびっ⼦,中華いい蛸,中華ほたてひも
21 代表 富⼭県 富⼭県農林⽔産部 -
22 B07 孫 富⼭県 ⿂津漁業協同組合 ぶり刺⾝⽤,富⼭湾の宝⽯⽩えび,富⼭湾ほたるいか刺⾝⽤
23 C36 孫 富⼭県 三笑楽酒造株式会社 三笑楽 純⽶吟醸 720ml,三笑楽 ⼭廃純⽶ 720ml
24 A26 孫 富⼭県 ねこのくら⼯房 畑のテリーヌ,五箇⼭ぎょうざ,畑のソーセージ
25 A13 孫 富⼭県 有限会社仁光園 ひら飼い⽶寿の卵,なまたまグー プレミアム
26 A26 孫 富⼭県 株式会社健菜堂 えごま油PREMIUM
27 A24 単独 ⽯川県 有限会社⼤根⾳松商店 乾燥もどしナマコ,なまこ粥,なまこスープ
28 C11 単独 ⽯川県 北陸製菓株式会社 みんなのビスケット,サンリオ⿊糖ビスケット,モンチッチバニラビスケット
29 代表 福井県 福井県（公益財団法⼈ふくい産業⽀援セン -
30 C35 孫 福井県 株式会社武⽣製麺 業務⽤五割そば PC5-100,業務⽤茶そば PT-100,乾麺 三代⽬の越前蕎⻨
31 B29 孫 福井県 株式会社北前船のカワモト やわらか新こんぶ,野菜だし,⻩⾦のだし
32 C36 孫 福井県 株式会社エコファームみかた 梅酒 BENICHU9° 720ｍｌ とろり林檎梅酒,梅酒 BENICHU38° 720ｍｌ
33 B31 孫 福井県 ⼩浜海産物株式会社 雲丹醤 ⼩瓶,牡蠣醤 ⼩瓶,鯛醤
34 B15 孫 福井県 有限会社萬⾕ 煮さば,煮さば寿司,焼きさば
35 C22 単独 三重県 あづまフーズ株式会社 北海道たこわさび,希少雑穀の6種和え,アロエチアシード（ほうじ茶）
36 B08 単独 三重県 株式会社秀英 やさしいりんごゼリー,やさしい桃ゼリー,やさしい洋梨ゼリー
37 C18 単独 ⼤阪府 ⼤和⾷品株式会社 ⼤和⿊⽑和⽜ローストビーフ
38 C20 単独 ⼤阪府 マリンフード株式会社 業務⽤クッキングモッツァレラ,ヴィーガンホットケーキ 4枚⼊,ヴィーガンソフト 160g
39 C32 単独 ⼤阪府 サクラ⾷品⼯業株式会社 ⾖乳に混ぜる DHC スムージポーション
40 B03 単独 兵庫県 ⾹美町商⼯会 ⾹住ガニ,「⾹住ガニ」甲羅めし,「⾹住ガニ」カニ味噌
41 代表 兵庫県 神⼾商⼯会議所 -
42 B14 孫 兵庫県 株式会社有⾺芳⾹堂 北海道⿊⼤⾖煎り⾖,こんがりカシューナッツ,油で揚げないハイクオリティナッツ
43 C12 孫 兵庫県 株式会社神⼾洋⾏ ミッフィーお弁当セット,リラックマかまぼこ,コリラックマかまぼこ
44 C16 孫 兵庫県 六甲バター株式会社 チーズデザート バニラ,キャンディチーズ,スモークチーズ
45 B06 孫 兵庫県 東洋ナッツ⾷品株式会社 焦がしキャラメルナッツ アーモンド105ｇ,さかなっつハイ！10ｇ×25P,⾷塩無添加クラッシーミックスナッツ⽸360g
46 D11 単独 岡⼭県 株式会社ほんぢ園 ほんぢ園宇治抹茶,⼭政⼩⼭園 抹茶
47 A09 単独 岡⼭県 ⾚磐市 ⽩桃,シャインマスカット,ワイン、⽇本酒
48 B40 単独 広島県 カクサン⾷品株式会社 オイスターエキス,オイスターソース,とんこつラーメンスープN-1
49 B36 単独 愛媛県 株式会社昆布森 ひじき⽩和えの素
50 B11 単独 愛媛県 さくら⾷品株式会社 ⽟⼦ガニ,⿊ごまいわしせんべい,焼あじ
51 D27 単独 ⾼知県 株式会社⼩⾕穀粉 ＯＳＫニューファミリーインスタント煎茶40ｇ宇治抹茶⼊り
52 代表 ⾼知県 ⾼知⼤学⼟佐FBC -
53 D17 孫 ⾼知県 株式会社アースエイド Leaf Garlic 酢味噌 さっぱり（葉にんにく調味料）,Leaf Garlic 酢味噌 コク（葉にんにく調味料）,有機⿊にんにく
54 D15 単独 福岡県 ⻄福製茶株式会社 ⼋⼥抹茶ペースト
55 代表 ⼤分県 公益社団法⼈⼤分県物産協会 -
56 D39 孫 ⼤分県 株式会社⽇⽥天領⽔ ⽇⽥天領⽔ 500ｍｌ,⽇⽥天領⽔ 2L,諭吉
57 C15 孫 ⼤分県 有限会社どんど焼き本舗 ゆずみそせんべい,⽢太キューブ,⽢太スイートポテト
58 C13 孫 ⼤分県  マルトウ物産販売株式会社(⽇光⾷品株式会いちごラングドシャ10個
59 C06 孫 ⼤分県  三嶋屋（有限会社エムライフシティ） ⼤分県産ゆず⾹味エクストラヴァージンオリーブオイル,⼤分県産かぼす⾹味エクストラヴァージンオリーブオイル,⼤葉ソース
60 D29 単独 ⿅児島県 株式会社お茶の沢⽥園 有機深蒸し茶知覧
61 B38 単独 海外 荏原⾷品⾹港有限公司 焼⾁のたれ,ラーメンスープ
62 代表 栃⽊県 栃⽊県 -
63 C27 孫 栃⽊県 東京拉麺株式会社 東京拉麺 チキン味,ミニカップ ペペロンチーノ
64 C27 孫 栃⽊県 株式会社シトロン Beauty Smoothie
65 C25 孫 栃⽊県 株式会社Farm⼤越 加⼯果物（破砕、粉末）,加⼯果物（フリーズドライ）
66 A32 単独 埼⽟県 株式会社ナガホリ ⼩松菜うどん,⼩松菜翡翠麺,冷凍枝⾖
67 代表 千葉県 千葉ブランド農⽔産物・⾷品輸出協議会 -
68 B20 孫 千葉県 ⽶屋株式会社 冷凍⽣どら焼いちご４個パック,あんこが⾃慢 どら焼
69 B32 孫 千葉県 マルユー株式会社 冷凍厚焼⽟⼦,桜⽥夫
70 B18 孫 千葉県 株式会社やますインターナショナル ラデュグーテ 抹茶ラテ,千葉県産から付ゆで落花⽣オオマサリ,謹製乾麺 味噌ラーメン
71 B30 孫 千葉県 都⼀株式会社 ⽣うどん,むし焼そば,極平延べうどん(３⾷）
72 A13 孫 千葉県 旭⾷⾁協同組合 いもぶた 粗挽き ウィンナー
73 B17 孫 千葉県 ⽊更津市場株式会社 やわらか冷凍なまこ
74 A18 単独 東京都 株式会社⻑崎ファーム 極海⼀番本まぐろ,まぐろソーセージ等
75 代表 東京都 株式会社⽇本政策⾦融公庫 -
76 D07 孫 愛知県 株式会社タクミトレーディング 餃⼦,五⽬炒飯,讃岐うどん
77 D07 孫 三重県 株式会社萬来トレーディングコンサルタン ななほまれ 蒸し⼤⾖,⼤⾖まるごと⾖乳,やみつき揚げ
78 D05 孫 滋賀県 昇陽株式会社 ⽇本酒,梅酒
79 D05 孫 福岡県 株式会社ヤカベ ミラクルソイグルト,ドライいちぢく
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80 A15 孫 ⿅児島県 株式会社オキス 乾燥野菜,⿅児島⽜,かんぱち
81 C05 単独 東京都 株式会社守半總本舗 ⼤森本場乾海苔
82 B06 単独 神奈川県 株式会社ナチュレ ⼩⽥原みかんゼリー,メロンゼリー
83 代表 兵庫県 ひょうごの美味し⾵⼟拡⼤協議会 -
84 B28 孫 兵庫県 株式会社⼩⽥垣商店 兵庫県産L上丹波⿊⾖かのこ 2000ｇ,兵庫県産丹波⿊⿊⾖きな粉 1000ｇ,兵庫県産丹波⿊しぼり⾖
85 B18 孫 兵庫県 株式会社伍⿂福 ピリ⾟さきいか天,⼀夜⼲焼いか,いかなごのくぎ煮
86 A15 孫 兵庫県 株式会社三佐和 クラウンメロン ギフト⽤,いちじく
87 B30 孫 兵庫県 兵庫県⼿延素麺協同組合 「揖保乃⽷」⼿延べそうめん  上級品300ｇ,「揖保乃⽷」⼿延べそうめん  播州⼩⻨150ｇ,「揖保乃⽷」⼿延べそうめん 特級 300ｇ
88 B26 孫 兵庫県 株式会社神乾 ⼗⼀の国産マイルド奈良漬け,ヒカリ扇 明⽯だこのたこわさび,⼤森屋 きのり 兵庫県産の⽣海苔オリーブオイル漬け
89 A17 孫 兵庫県 株式会社セーラー ⽇本⼀こだわり卵（殻付き鶏卵）
90 B28 孫 兵庫県 株式会社⽥中屋⾷品 ⽥中屋 プレミアム出⽯そば２⼈前,⽥中屋 出⽯そば乾麺２⼈前,⽥中屋 出⽯そば緑箱４⼈前
91 D33 孫 兵庫県 有限会社こやま園 丹波なた⾖茶 Small Pack,丹波なた⾖茶 Large Pack,丹波なた⾖茶 Premium Pack
92 A18 孫 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 ハーフシェルオイスター,播磨の⼝⼥
93 A16 孫 兵庫県 品川⽔産株式会社 乾燥ナマコ
94 代表 奈良県 奈良県 -
95 C29 孫 奈良県 旭製粉株式会社 ⼩⻨粉各種,オリジナルミックス粉
96 B02 孫 奈良県 株式会社堀内果実園 あんぽ柿,ドライフルーツ 各種,のむ くだもの酢
97 B02 孫 奈良県 株式会社柿の葉ずし 冷凍 柿の葉ずし 彩 ５種５個,冷凍 柚庵焼鯖ずし
98 B04 孫 奈良県 有限会社フード三愛 ⼤和⾁鶏
99 B04 孫 奈良県 株式会社柳澤果樹園 柿ジャム,柿ドレッシング

100 C29 孫 奈良県 ニシキ醤油株式会社 丸⼤⾖だししょうゆ,体にやさしい塩半分しょうゆ,贅沢⾵味三倍濃縮ごまつゆ
101 代表 和歌⼭県 和歌⼭県農⽔産物・加⼯⾷品輸出促進協議会-
102 A28 孫 和歌⼭県 湯浅醤油有限会社 湯浅醤油 樽仕込み 粉末タイプ,湯浅醤油 ⽣⼀本⿊⾖,湯浅醤油 萬醤
103 A30 孫 和歌⼭県 有限会社セレネ 紀州備⻑炭たこ焼き,紀州備⻑炭⼿延べ素麺
104 C01 孫 和歌⼭県 築野⾷品⼯業株式会社 こめ油456g,P&Bオイル180ｇ,こめ油180ｇ
105 A30 孫 和歌⼭県 株式会社⾓⻑ Soy Powder,濁り醤,湯浅たまり
106 C03 孫 和歌⼭県 株式会社東農園 薔薇梅酒,原酒梅酒,バラ梅酒スパークリング
107 C03 孫 和歌⼭県 株式会社伊藤農園 100%ピュアジュース,100%ピュア果汁,ピュアフルーツ寒天ジュレ
108 C01 孫 和歌⼭県 株式会社⽊の国 冷凍フルーツミックス,まりひめのいちごシャーベット,いちごピューレ
109 A28 孫 和歌⼭県 中野BC株式会社 梅⾁エキス 紀州の⾚本 純正,梅真珠
110 代表 岡⼭県 公益財団法⼈岡⼭県産業振興財団 -
111 C34 孫 岡⼭県 利守酒造株式会社 ⾚磐雄町,酒⼀筋 純⽶吟醸 ⾦麗,さけひとすじ レモン酒
112 C17 孫 岡⼭県 株式会社サンラヴィアン 岡⼭⽩桃カステラ
113 C34 孫 岡⼭県 有限会社⽶酒センター平松 ⼤吟醸祝古酒 トビンテージ,HARERU ハレル,⽩桃のリキュール
114 C17 孫 岡⼭県 果樂株式会社 ⽔熟桃,丸ごと瓶桃
115 B17 単独 広島県 広島⿂市場株式会社 広島県産冷凍むき牡蠣,広島県産冷凍牡蠣フライ,広島県産冷凍殻付牡蠣「かき⼩町」
116 A32 単独 福岡県 オーム乳業株式会社 ピュアクリーム 35,ピュアクリーム 42,ピュアクリーム 48
117 B31 単独 熊本県 株式会社エスプリ 純粋⿓眼ハチミツ
118 代表 熊本県 ⽔俣・芦北地域雇⽤創造協議会 -
119 C38 孫 熊本県 ⻲萬酒造合資会社 純⽶吟醸 萬坊,純⽶限定酒,発泡にごり酒 しゅわり
120 C31 孫 熊本県 株式会社磯⾒海産 焼きえびだし,えびだし煎餅
121 C05 単独 ⿅児島県 株式会社ヒガシマル 侍ラーメン
122 B25 単独 ⼭形県 株式会社⽶沢⾷⾁公社 オニオンあらびきウインナー
123 B25 単独 東京都 株式会社ヘルシアス Chasane(チャザンヌ） キャラ・ティー (Baby blue),国産無農薬100% 杜仲なつめ茶
124 B27 単独 新潟県 株式会社⾶⿃フーズ いかの肝醤油,いかの⼒(肝ソース),⿂屋の⼋⽅だし
125 B29 単独 ⼭梨県 株式会社湊與 ⽜⾁のロースト鮑醤油仕⽴て
126 D33 単独 滋賀県 DEUX INTERNATIONAL株式会社 オーガニック朝宮忍者椀茶
127 C19 単独 愛媛県 株式会社ハタダ バリィさんの焼きしょこら,ばりぃさんの焼きしょこら,⾦時のさぶ
128 B27 単独 ⾼知県 株式会社タナカショク ⾖腐の燻製スティック 百⼆珍 醤油味,⾖腐ジャーキー
129 C19 単独 福岡県 株式会社ズッペン 野菜クラッカー,野菜ラスク
130 代表 東京都 ⼀般社団法⼈全⽇本菓⼦輸出促進協議会 -
131 B16 孫 東京都 株式会社エイワ 抹茶ミルクマシュマロ、いちごマシュマロ
132 A06 代表 東京都 ⽔産物・⽔産加⼯品輸出拡⼤協議会 -
133 A01 代表 東京都 全⽇本コメ・コメ関連⾷品輸出促進協議会 -
134 C26 代表 東京都 ⽇本茶輸出促進協議会 -


