
通常出品枠

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 1 単独 よつ葉乳業株式会社 北海道ミルク1000ml 北海道

02 2 代表 札幌食と観光国際実行委員会 - 北海道

03 2-1 孫 エビコー株式会社 調味いくら 北海道

04 2-2 孫 株式会社中山薬品商会 松前漬手造りセット 北海道

05 2-3 孫 株式会社Ｗａｋｋａ　Ｊａｐａｎ 北海道米 北海道

06 2-4 孫 株式会社マルデン 天然本醸造魚醤油『魚々紫』 北海道

07 2-5 孫 株式会社ａｚｕｒａｍ 北海道濃厚ミルクソフトアイス 北海道

08 2-6 孫 オールウェイズ株式会社 シスターズ　ロールケーキ 北海道

09 3 単独 有限会社柏崎青果 おいらせ黒にんにく 青森県

10 4 単独 小野食品株式会社 国産ブリ照焼 岩手県

11 5 単独 株式会社清水商店 蒸し蛸 茨城県

12 6 単独 株式会社マルサヤ 本枯本節二年物鰹節 東京都

13 7 単独 株式会社山星屋 モントワール ＪＡ京都やましろ 青汁抹茶キャンディ 東京都

14 8 代表 農林中央金庫 - 東京都

15 8-1 孫 株式会社アジチファーム 米粉のベイクドソイケーキ 福井県

16 8-2 孫 株式会社東平商会 いとうナゲット 静岡県

17 8-3 孫 株式会社下堂園 下堂薗吟穣茶カワナベグリーン 鹿児島県

18 8-4 孫 JA全農 米粉麺 東京都

19 9 単独 三田飲料株式会社 チリシロップ 東京都
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20 10 単独 北陸製菓株式会社 みんなのビスケット180g 石川県

21 11 単独 株式会社スギヨ ロイヤルカリブ 石川県

22 12 単独 株式会社武生製麺 海外業務用五割そば　PN5-12 福井県

23 14 単独 株式会社ニッコー アーモンドチーズチョコ・アーモンド抹茶チョコ 岐阜県

24 15 単独 株式会社小柳津清一商店 水割り抹茶 静岡県

25 16 単独 瀧川オブラート株式会社 フードデコステッカー 愛知県

26 17 単独 ナカキ食品株式会社 不思議な米粒蒟蒻 愛知県

27 18 単独 野洲化学工業株式会社 ゼラチンリーフ３００ 滋賀県

28 19 単独 甘利香辛食品株式会社 カレーパウダーゴールド 京都府

29 20 単独 マリンフード株式会社 燻製バター 大阪府

30 21 単独 株式会社茜丸 抹茶あん 大阪府

31 22 単独 アイシン商事株式会社 オーガニック抹茶 大阪府

32 24 単独 株式会社多田フィロソフィ 淡路島の藻塩（茶）ＰＲＥＭＩＵＭ 兵庫県

33 25 単独 明石酒類醸造株式会社 スパークリング日本酒・日本酒・ゆず酒 兵庫県

34 26 代表
和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協

議会
- 和歌山県

35 26-1 孫 中野ＢＣ株式会社 紀州のゆず梅酒 和歌山県

36 26-2 孫 合名会社丸正酢醸造元 梅黒酢 和歌山県

37 26-3 孫 中田食品株式会社 実入り梅酒 和歌山県

38 26-4 孫 有限会社セレネ 炭そうめん 和歌山県

39 27 単独 カクサン食品株式会社 オイスターエキス 広島県

40 28 単独 農業生産法人株式会社アライオリーブ エキストラバージンオリーブオイル185g 香川県

41 29 単独 伯方塩業株式会社 伯方の塩 愛媛県



42 30 代表 島原市スペシャルクオリティ商品振興協会 口福たまご 長崎県

43 30-1 孫 有限会社田中農園 ほうれん草 長崎県

44 30-2 孫 株式会社しまばら創生 ドライフルーツ 長崎県

45 30-3 孫 ダイニング味遊 手延べ中太麺　魚介系鰹ラーメン 長崎県

46 30-4 孫 合資会社山崎本店酒造場 特別本醸造　普賢岳 長崎県

47 31 単独 株式会社たから 熟成黒にんにく 青森県

48 32 単独 金印物産株式会社 金印生おろしわさびお造り用 東京都

49 33 単独 マルコメ株式会社 輸出用液みそ料亭の味 東京都

50 34 単独 株式会社キュアテックス 鮎塩焼き 東京都

51 35 単独 株式会社久世 熟成マグロ 東京都

52 36 単独 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 チョコレート・トリュフ 京都府

ニューチャレンジャー枠

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 地域

01 2 単独 株式会社ＭＮＨ ゾンビスナック（バーベキュー味） 東京都

02 3 単独 日本ベストミート株式会社 和豚もちぶたロース 神奈川県

03 4 単独 株式会社飛鳥フーズ いかの肝醤油 新潟県

04 5 単独 香美町商工会 「香住ガニ」かにみそ 兵庫県

05 6 単独 株式会社カネジュウ水産 煮干しいりこ　バルク 愛媛県

06 7 単独 株式会社タナカショク
おつまみ豆腐　百二珍　豆腐の燻製スティック　各

種
高知県



オープンスペース枠

通し
番号

No. 単独 企業名 主要出品物 地域

01 1 単独 秋田十條化成株式会社 白神こだま酵母 秋田県

02 2 単独 有限会社浜口商店 冷凍ボイルワタリガニ（オス） 宮城県

03 3 単独 株式会社北前船のカワモト 野菜だし 福井県

04 4 単独 株式会社和田萬商店 国産金いりごま 大阪府

05 5 単独 広島魚市場株式会社 広島産冷凍粒牡蠣　大粒サイズ 広島県

06 6 単独 株式会社新垣通商 乾燥もずく 沖縄県
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