
添付資料

通し
番号

No. 形態 企業名・団体名 主要出品物 地域

1 1 単独 有限会社　柏崎青果 黒にんにく、歯ごたえのある切干大根、スライスごぼう 青森県

2 2 単独 株式会社八葉水産
三陸湯通しめかぶ、わかめサラダ ゆず風味（無着色）、

三陸産釜茹でめかぶ　タレ付き
宮城県

3 3 代表 大潟村輸出促進協議会 グルテンフリーパスタ 秋田県

4 3-1 孫 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、グルテンフリーフジッリ、グルテンフリーペンネ 秋田県

5 4 単独 株式会社アイエー・フーズ こんにゃく製麺うどんタイプ、こんにゃく製麺（ラーメンタイプ） 群馬県

6 5 単独 三和食品株式会社 生鮮わさび、ゆず果汁、かぼす果汁、すだち果汁 群馬県

7 7 単独 蒟蒻屋本舗株式会社 マヨール、ナノコン 埼玉県

8 8 単独 株式会社遠藤製餡 有機パウチ小倉あん、オーガニックあずき美人茶、０カロリー水ようかん　こし 東京都

9 9 単独 株式会社　海神貿易 牛肉 東京都

10 10 単独 カネク株式会社 BBQわさび300ｇ、505生わさび750ｇ、ダイヤモンド柚子ごしょう100ｇ 東京都

11 11 代表 JFOODO 日本産クラフトビール 東京都

12 11-1 孫 世嬉の一酒造株式会社
いわて蔵ビール、ジャパニーズハーブエール山椒、牡蠣のスタウト、

桜嵐IPA ~Pink typhoon
岩手県

13 11-2 孫 木内酒造合資会社
常陸野ネストビール　ホワイトエール、常陸野ネスト　レッドライスエール、

常陸野ネスト　DAi DAiエール
茨城県

14 11-3 孫 株式会社協同商事 コエドブルワリー
クラフトビール　COEDO 紅赤 –Beniaka-、クラフトビール COEDO 漆黒 –Shikkoku-

クラフトビールCOEDO 白-Shiro-
埼玉県

15 11-4 孫 合資会社ベアードブルーイング
ベアードビール　わびさびジャパンペールエール、
ベアードビール　ライジングサン　ペールエール

静岡県

16 12 単独 シマダヤインターナショナル株式会社
輸出用真打稲庭風うどん<ミニダブル>２５０、ゆであげ生パスタ
もちもちリングイネ２００<ミニダブル>、貿易用冷凍ラーメン２００

東京都

17 13 単独 株式会社True World Japan ハマチフィーレ、天空マグロ、冷凍ホタテ貝柱 東京都

18 14 単独 株式会社山形屋海苔店 焼海苔、辛口海苔、食べられる人参のカップ 東京都

19 15 単独 UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社 柚子胡椒、甘酒、シュクレカップ 東京都

20 16 単独 株式会社宮野食品工業所 ＭＯＣＨＩ８０（モチ・エイティー）、プチ大福 新潟県

21 17 単独 株式会社サンクゼール 飲む酢、風味豊かな万能だし、ゆずみそドレッシング 長野県

22 18 単独 佐々木製茶株式会社 有機栽培　煎茶、抹茶、有機栽培　玄米茶 静岡県

23 19 代表 静岡県 緑茶、抹茶 静岡県

24 19-1 孫 大塚製茶株式会社 大塚スーパー煎茶、日本緑茶、粉末緑茶 静岡県

25 19-2 孫 株式会社　白形傳四郎商店 ＵＳＤＡ有機抹茶、茶の実油、焙粉末茶 静岡県

26 20 単独 杉本製茶株式会社
SAオーガニック抹茶、SAジャパニーズグリーンティー "オーガニックティ―

バックシリーズ"、SAジャパニーズグリーンティー "エンリッチシリーズ"
静岡県

27 21 単独 佐藤食品工業株式会社 QUICK MATCHA、北海道産昆布エキスNV-203、ゆず果汁パウダー 愛知県

28 22 単独 ナカキ食品株式会社 マジックヌードル、マジックライス 愛知県

29 23 単独 株式会社和田萬商店 有機金ごまペースト、国産有機金いりごま、有機白ごま油 大阪府
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添付資料

通し
番号

No. 形態 企業名・団体名 主要出品物 地域

30 24 単独 株式会社マルヤナギ小倉屋 STEAMED BEAN & EDAMAME MIX 兵庫県

31 25 単独 五木食品株式会社 海外用九州とんこつ風ラーメン、海外用3食焼そば 熊本県

32 26 単独 大山食品株式会社 ホット YUZU ソース 「マーシー」、アミノ黒酢、純米酢 宮崎県

33 27 単独 株式会社太地園 有機特上粉末茶、有機特上煎茶、水出し煎茶 宮崎県

34 28 単独 株式会社MOMIKI
宮崎県産黒にんにく「くろまる」、宮崎黒にんにく　うまみたれ、

宮崎黒にんにくうまみたれ　にんにくフレーバー
宮崎県

35 29 単独 池田製茶株式会社 オーガニック　セレモニアル抹茶、オーガニック　抹茶2号、オーガニック　抹茶5号 鹿児島県

通し
番号

No. 形態 企業名・団体名 主要出品物 地域

1 1 単独 合同会社 ROMANTIC FLIGHT 四国八味、四国ゆず唐辛子 香川県

2 2 単独 小平株式会社 北海道　わらび餅 黒蜜入り、北海道　クリームチーズ大福、北海道　みたらし団子 鹿児島県

通し
番号

No. 形態 企業名・団体名 主要出品物 地域

1 1 代表 全日本菓子輸出促進協議会 菓子 東京都

2 1-1 孫 株式会社天乃屋 姫丸、ファミリーパック歌舞伎揚、10枚古代米煎餅 東京都

3 1-2 孫 （株）エイワ ハローキティ 抹茶マシュマロ、ハローキティ　チョコマシュマロ 東京都

4 1-3 孫 カバヤ食品株式会社 ピュアラルグミ 東京都

5 1-4 孫 株式会社　ギンビス アスパラガス　ビスケット、しみチョココーン、ミニアスパラガス 6P 東京都

6 1-5 孫 株式会社　ハート ぶるぶるフィッシング2、おかしなサロン2 東京都

Winter Fancy Food Show 2018 出品者リスト

≪ニューチャレンジャー枠≫

≪特別出品枠≫

≪通常出品枠≫


