
添付資料

No. 企業名 地域 カテゴリ 商品① 商品② 商品③ 輸出経験（注）

1 株式会社たから 青森県 その他加工食品 熟成黒にんにく　200ｇ 熟成黒にんにく　100ｇ 熟成黒にんにく　50ｇ

2 株式会社ラグノオささき 青森県 菓子類 ポロショコラ いのち（りんご）4P 森のマドレーヌ　４個袋

3 株式会社佐幸本店 岩手県 飲料

山のきぶどう　※3年真空熟成 山

ぶどう未添加100％ストレート果

汁

きぶどうジャム
山のきぶどうピューレ　　山

ぶどうピューレ
無

4 合同会社ハッピーオーシャン 宮城県 水産物・水産加工品
ワンフローズン天然ひらめス

キンレスフィレ
宮城県三陸産煮真あなご 黒酢しめ鯖 初

5 株式会社石渡商店 宮城県 水産物・水産加工品
気仙沼完熟牡蠣のオイスター

ソース

6 ファインフードジャパン株式会社 宮城県 畜産物・畜産加工品 蔵王牛 日高見牛

7 株式会社八葉水産 宮城県 水産物・水産加工品 JAPAN いか明太子
三陸産 子持ちめかぶ　つん辛

わさび味
三陸釜ゆでめかぶ　たれ付き

8 東北・食文化輸出推進事業協同組合 宮城県 水産物・水産加工品 帆立貝柱 岩手南部黒牛（交雑牛） 宮城県産笹かまぼこ 初

9 株式会社 鮮冷 宮城県 水産物・水産加工品
鮮冷ほたて貝柱(CAS凍結加

工)
魚やの煮付　Pro. 初

10 株式会社阿部長商店 宮城県 水産物・水産加工品 冷凍殻付かき 醤油いくら 金華あぶりしめさば 初

11 高橋畜産食肉株式会社 山形県 畜産物・畜産加工品 山形牛 無

12 有限会社　桃太郎食品 埼玉県 その他加工食品
グルテンフリーヌードル

ラーメンタイプ

ハラル醤油ラーメン2食入り

スープ付
やさしい茶そば 初

13 株式会社都平昆布海藻 埼玉県 水産物・水産加工品 北海道昆布サラダ 北海道魔法の昆布粉（Ｔ） 根昆布すぐデルだしパック

14 寒菊銘醸 千葉県 アルコール飲料
九十九里オーシャンビール

コシヒカリライスエール
純米大吟醸　Limited Edition 純米吟醸 Limited Edition

15 株式会社山星屋 東京都 菓子類
モントワール JA全農やまなし

ももゼリー

モントワール ＪＡ京都やまし

ろ 青汁抹茶キャンディ

モントワール 乳酸菌オリゴ糖

アーモンド

16 松田産業株式会社 東京都 水産物・水産加工品 冷凍ほたて貝柱

17 株式会社オハラ 石川県 菓子類 くずきり　甘夏 くずきり　甘夏みかん くずきり　白桃 初

18 カネイ一言製茶株式会社 静岡県 茶
エスプレッソマシン専用　ほ

うじ茶
煎茶　さくらほのか 静岡抹茶

19 茗広茶業株式会社 静岡県 茶 Matcha Okabe 1st Matcha TYM17K2 Tea Koushun

20 株式会社マルハチ村松 静岡県 水産物・水産加工品 昆布液体だしS 液体鰹の素 リッキーS 白だし

21 株式会社万城食品 静岡県 調味料 あらぎり本わさび　100g わさびドレッシング　500ml
わさび胡麻ドレッシング

500ml

22 有限会社　山藤 三重県 水産物・水産加工品 海鮮魚串 アオサ海苔 骨なし串ひもの

23 甘利香辛食品株式会社 京都府 調味料 カレーパウダーゴールド100g 直火焼カレールウ
Natural Basic SHICHIMI

300g

24 株式会社ちきりや 京都府 茶 ミルクジャム宇治抹茶 業務用抹茶 オーガニックレモンマートル

25 株式会社エス・トラスト 大阪府 菓子類 くまﾓﾝわさび豆 厳選おつまみ大漁丸
至福のバウムクーヘン　プ

レーン
初

26 株式会社榛原 大阪府 茶 抹茶

27 有限会社梅崎水産 鳥取県 水産物・水産加工品 紅ズワイカニ

28 有限会社　はら屋 島根県 菓子類 出雲の縁結び　たい焼き 初

29 國和産業株式会社 岡山県 菓子類 西条柿ミルフィーユ 柿あんあん 柿こがね

30 広島魚市場株式会社 広島県 水産物・水産加工品 広島県産冷凍粒牡蠣剥き身 冷凍カキフライ
広島県産冷凍牡蠣殻付『かき

小町』

31 カクサン食品株式会社 広島県 調味料 調味料 初

32 株式会社福永産業 福岡県 畜産物・畜産加工品

和牛オリンピック総合優勝 和牛日本

一！　日本産牛肉（和牛）「鹿児島黒

牛」

初

33 株式会社味の兵四郎 福岡県 調味料 あご入り兵四郎だし30袋 細うどん えろーうもおてごめんつゆ

34 株式会社みそ半 長崎県 その他加工食品
隠れ岩松　飛魚だしにゅうめ

ん
隠れ岩松　塩にゅうめん

隠れ岩松　島原手延べそうめ

ん
初

35 株式会社福田佐吉商店 熊本県 その他加工食品 いいだしっぺ さきはら熟成茶 チョコっとぅ

36 五木食品株式会社 熊本県 その他加工食品
アニマルフリー熊本もっこす

ラーメン
海外用東京しょうゆラーメン 海外用3食焼そば
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37 株式会社トレードメディアジャパン 宮崎県 水産物・水産加工品 冷凍鮮魚ブロック 宮崎県産黒毛和牛 宮崎県綾町産ぶどう豚 無

38 ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県 調味料 高千穂峡つゆ　しいたけ味
だんらん　まろやか丸大豆

しょうゆ
西郷どん味噌

39 株式会社ヒガシマル 広島県 その他加工食品 有機きな粉抹茶 三厭五葷即席ラーメン

40 ちゅらゆーな株式会社 沖縄県 水産物・水産加工品 早摘み生もずく 250gパック 早摘み生もずく 500gパック 業務用1kgパック 冷凍もずく

北１ アトレ株式会社 北海道 菓子類 いかの姿あげ５枚
いかの姿あげ　ホットチリ味

5枚

食べる飴　りんご/ブルーベ

リー
無

北２ オールウェイズ株式会社 北海道 菓子類 シスターズロールケーキ シスターズプリン　３種類 北海道根昆布だし　飛鳥 初

北３ 株式会社　丹波屋 北海道 青果物 ながいも真空パック
ノンオイルソテーオニオン

アッセ５０％
ボイル冷凍かぼちゃ 無

北４ 株式会社Kカンパニー 北海道 アルコール飲料
ネコ酒プレミアム（ネコカッ

プ））

北５ 株式会社エイムカンパニー 北海道 菓子類 十勝北海道白艶カタラーナ 無

北６ 株式会社マルサヤ 東京都 水産物・水産加工品 北海道産 天然利尻昆布

北７ 十勝品質事業協同組合 北海道 畜産物・畜産加工品
十勝ラクレット モールウォッ

シュ
無

北８ 北海道ワイン株式会社 北海道 アルコール飲料 おたるナイヤガラ 北海道ツヴァイゲルト 鶴沼ヴィンヤード　ブラン

北９
味楽屡ゆきや　ニセコフードコミッ

ション企業組合
北海道 菓子類

GF ニセコ詩風音 黒千石大豆 プレ

ミアム Niseko Soy Chiffon

ニセコ白い詩風音 六雪華(絹

雪スフレ) SuperFood

鑑定米の発芽三昧(有機合鴨ゆめぴりか

玄米･黒千石大豆･ミスニセコ大

豆)TripleSuperFood

無

北１０
HOBA北海道オーガニックビーフ振

興協議会
北海道 畜産物・畜産加工品 牛肉 無

（注）「無」は輸出実績がない9社、「初」は台湾への初輸出（他国への輸出実績は有）を目指す12社、空欄は台湾への輸出実績有り企業。


