
添付資料
番号 形態 企業名 カテゴリ 主要出品物 地域 輸出経験

中国への
輸出経験

1 単独 タケダ製菓株式会社 菓⼦ 北海道⽜乳ソフトせんべい 北海道

2 単独 渋⾕レックス株式会社 菓⼦
さくらボーロ、ベジタブルぽんせんべい ほう
れん草味、マイルドそうめん

福島県

3 単独 マルコメ株式会社 その他飲料 糀あまざけ、⼀休さん味噌 東京都

4 単独 株式会社リンク・リソース 菓⼦
⼀週間のロカボナッツ チーズ⼊り、⼀週間
のロカボナッツ、スウィートミックスナッツ

東京都 無 初

5 単独 産商ロジスティックス株式会社 菓⼦
もこもこモコレット7、おかしなサロン3、ハ
ラハラクレーンゲーム2

東京都

6 単独 株式会社神明 ⽶・包装⽶飯（⽶加⼯品・アルコール飲料除く）
北アルプスの天然⽔仕⽴てふんわりごはん富
⼭県産こしひかり、モチクリームアイス、も

東京都

7 単独 板橋貿易株式会社 ⽶・包装⽶飯（⽶加⼯品・アルコール飲料除く） 離乳⾷(manma野菜粥)、⽇本産⽶ 東京都

8 単独 ⼤栄トレーディング株式会社 菓⼦
さつまいもチップスプレーン、さつまいも
チップス塩バター味

東京都

9 代表 全国農業協同組合連合会 ⽶・包装⽶飯（⽶加⼯品・アルコール飲料除く） ⽶（コシヒカリ、ナナツボシ） 東京都 初

10 孫 全国農協⾷品株式会社 その他飲料
抹茶⼊り⽞⽶茶、ローズ⼊り⽞⽶茶、⼭形
ミックスジュース

東京都

11 孫 ＪＡ全農インターナショナル株式会社 ⽶・包装⽶飯（⽶加⼯品・アルコール飲料除く） ⽶（コシヒカリ、ナナツボシ） 東京都

12 単独 ⽊徳神糧株式会社 ⽶・包装⽶飯（⽶加⼯品・アルコール飲料除く） コメ 東京都

13 単独 有限公司シーエルネットワーク 菓⼦
アルファベットチョコレート、⿊みつ抹茶
飴、ロイヤルミルクティー

神奈川県

14 単独 株式会社京⽯ アルコール飲料 限定純⽶⼤吟醸、特別順純⽶酒、本醸造 神奈川県

15 単独 株式会社 鈴⽊栄光堂 菓⼦
北海道の恋⼈（ストロベリー）15枚、ラメッ
ル＜ピーチ＞、特濃北海道ミルク飴

岐⾩県

16 単独 マルサンアイ株式会社 その他飲料 ⾖乳 愛知県

17 単独 ナカモ株式会社 調味料
だし⼊り ⽩みそ１Kg、ナカモ ⻄京⽩みそ
500g、だし⼊り⾚だし１Kg

愛知県

18 単独 ⽢利⾹⾟⾷品株式会社 その他加⼯⾷品
カレーパウダーゴールド100g、直⽕焼カレー
ルウ、Natural Basic SHICHIMI 300g

京都府

19 単独 フルタ製菓株式会社 菓⼦
アイデアルチョコ（ディズニー）、抹茶サンド
クッキー

⼤阪府

20 単独 サラヤ株式会社 調味料 ラカント ⼤阪府

21 単独 マリンフード株式会社 その他加⼯⾷品
ヴィーガンシュレッド、コレステロール95%
オフ ヘルシーシュレッド1kg、ガーリック

⼤阪府 初

22 単独 ハイネセン株式会社 アルコール飲料
千代の⻲ 特別純⽶酒 蒼流 720ml、純⽶⼤吟醸
⽊曽三川 武陵桃源 720ml、瀧⾃慢 純⽶⼤吟醸

⼤阪府

23 単独 株式会社⻘粒 その他加⼯⾷品 ⻘粒、ルンベル、楽々歩⾏ 兵庫県

24 単独 中道貿易株式会社 菓⼦
和之礼 りんご⼄⼥ 20枚⼊り、和之礼 富⼠⼭
の旅、和之礼 ⽇本桜散歩

兵庫県

25 単独 明⽯酒類醸造株式会社 アルコール飲料
明⽯鯛 純⽶⼤吟醸原酒、明⽯鯛 吟醸柚⼦
酒、明⽯鯛 ⽩梅吟醸梅酒

兵庫県 初

26 単独 株式会社エフティエンジニアリング その他飲料 あらかわの桃 桃果汁飲料、糀の⽢酒 和歌⼭県 無 初

27 単独 築野⾷品⼯業株式会社 調味料 こめ油500g、こめ油1000g、こめ油180ｇ 和歌⼭県

28 単独 寿製菓株式会社 菓⼦
北海道ミルク＆チーズラングドシャ、ココア
サンドクッキー、⻩⾦チーズ＆チーズ

⿃取県

29 単独 鎌⽥醤油株式会社 調味料 精進だし醤油、だし醤油、和⾵たれ ⾹川県 初

30 単独 イー・エクスプレス商事株式会社 アルコール飲料
⽇本酒 楽路 720ml、リキュール浮⽻
720ml、ごま焼酎紅⼄⼥SHIRO 25° 720ml

福岡県

31 代表 ⽇本公益財団法⼈福岡県中⼩企業振興中⼼上海代表処 - - 福岡県

32 孫 ⻄吉⽥酒造株式会社 アルコール飲料
つくし⼋⼥の緑茶梅酒、本格釈云⻨⻨焼酎、
本格の芋焼酎こんの

福岡県

33 孫 株式会社 みいの寿 アルコール飲料
三井の寿 純⽶吟醸 ＋14、三井の寿 純⽶
⼤吟醸 酒未来

福岡県

34 孫 株式会社⼩林酒造本店 アルコール飲料
⼤吟醸 ⽵滴、超⾟⼝純⽶酒 博多の森、萬
代 純⽶酒

福岡県

35 単独 五⽊⾷品株式会社 その他加⼯⾷品
アニマルフリー海外⽤熊本もっこすラーメ
ン、貿易⽤3⾷焼そば、カップきつねうどん

熊本県

36 単独 株式会社千成堂 菓⼦
(くまモン）グリーンスナックピスタチオ、(く
まモン）グリーンスナックピスタチオわさび

熊本県

37 単独 株式会社⼋起屋 ⽔産物・⽔産加⼯品 さつま揚げ ⿅児島県 無 初

38 単独 深セン市⼀番⾷品有限公司 調味料 醤油、野菜素麺、無塩素麺 海外

39 単独 上海森永⾷品公司 菓⼦
森永マンナボーロ、森永ホットケーキミック
ス、森永チョコレート ⽩いダース

海外

NC1 単独 有限会社K＆P企画 アルコール飲料
樽熟梅酒 天空の⽉、閻魔⻨焼酎、⽇本酒
⼭⽔⼤吟醸

神奈川県 無 初

NC2 単独 株式会社光⽣ その他加⼯⾷品 酵素乳酸菌⻘汁 広島県 無 初
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