
連番 出品形態 企業名 主要出品物 地域

1 単独 株式会社柴沼醤油インターナショナル

グルテンフリーとんかつソース(Japanese BBQ　Sauce）、

国産オーガニックグルテンフリーたまり醤油、

国産オーガニックケチャップ

茨城県

2 代表 栃木県 - 栃木県

3 孫 東京拉麺株式会社
東京拉麺　チキン風味、しんちゃん豚骨ラーメン５食パック、

ハト印うどん
栃木県

4 単独 株式会社アイエー・フーズ
IA J-konjac(LL)蒟蒻スープ(完熟トマトスープ)、

IA J-konjac(LL)米粉入り蒟蒻パスタ(ペペロンチーノ)
群馬県

5 単独 Wismettacフーズ株式会社 グルテンフリー餃子、北海道産冷凍ホタテ 東京都

6 単独 尾西食品株式会社 ライスクッキー 抹茶、携帯おにぎり 五目おこわ、寿司キット 東京都

7 単独 カネク株式会社 刻み生ゆず、しゃきしゃきわさび 東京都

8 単独 キユーピー株式会社
キユーピーマヨネーズ、キユーピー深煎りごまドレッシング、

キユーピーエッグケア（卵不使用）
東京都

9 単独 金印物産株式会社 生おろしわさび、すりおろしわさび、きざみゆず 東京都

10 単独 小林桂株式会社
八幡川酒造　大吟醸　天鴻、八幡川酒造　吟醸　八幡川、

八幡川酒造　吟醸　八幡川　300ml
東京都

11 単独 株式会社神明
富山コシヒカリ、宮城ひとめぼれ、

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
東京都

12 単独 株式会社創味食品
創味ラーメンスープ白湯G、創味ラーメンスープ北の味噌G、

創味ラーメンスープ醤油G
東京都

13 代表 日本畜産物輸出促進協議会 - 東京都

14 孫 六甲バター株式会社 EMINA　フロマジュエルショコラ 兵庫県

15 孫 株式会社落水正商店 カステラ 長崎県

16 単独 都一株式会社 ゆでうどん(1食)、中華そば 千葉県

17 単独 株式会社Ｊａｐｏｎｔｅ 千歳飴、特選もち米あめ 東京都

18 単独 株式会社ダイショー
博多ラーメンGB/長浜屋台ラーメンGB、焼肉のたれKG、

ちゃんこ鍋スープ味噌GB
東京都

19 単独 株式会社ミトク

有機溜り醤油（グルテンフリー醤油）、

有機大豆フリー味噌（ひよこ豆/レンズ豆/米だけ/辛こうじ）、

オーガニックめんつゆ

東京都

20 単独 エバラ食品工業株式会社
てりやきのたれ　オリジナル、てりやきのたれ　炭火焼風、

ベジラーメン　豚骨風
神奈川県

21 単独 あづまフーズ株式会社 大葉ソース、真砂あられ、ベジミート 三重県

22 単独 株式会社味京
パリッシュガードα（米飯改良剤）、セパレーターNo.1（米飯改良油）、

炊味（粉末米飯改良剤）
京都府
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23 単独 リードジャパン株式会社 冷凍焼き芋 大阪府

24 単独 白鶴酒造株式会社 純米大吟醸　白鶴錦 兵庫県

25 単独 しまね有機ファーム株式会社
有機桑葉パウダー、有機ゆず、

JAPAICE 有機ミックススパイス　ワサビ、ケール
島根県

26 代表 クラタ食品有限会社

醤油ヴィーガンラーメン乾麺2食袋、

味噌ヴィーガンラーメン乾麺2食袋、

柚子塩ヴィーガンラーメン乾麺2食袋

広島県

27 孫 徳永製菓株式会社 わさび大豆、抹茶大豆、黒胡椒大豆 広島県

28 代表 徳島県 - 徳島県

29 孫 株式会社阪東食品
有機ゆず果汁150ml、有機ゆこう果汁150ml、

みちこの有機ぽんず　150ml
徳島県

30 孫 株式会社三浦醸造所 ねさし味噌、米糀味噌、20年ものねさし味噌 徳島県

31 代表 愛媛県 ー 愛媛県

32 孫 愛媛県酒造協同組合
寿喜心　しずく媛純米酒、華媛桜　特別純米大吟醸　磨き３割７分、

にきたつ道後湯玉
愛媛県

33 孫 遠赤青汁株式会社 陽光桜茶、ケールパウダー、ゆず粉末 愛媛県

34 孫 有限会社進藤重晴商店 柚子ピール、河内晩柑ピール、伊予柑ピール 愛媛県

35 孫 株式会社世起 わらびもち、みかんもち、メロンチョコ大福　個包装タイプ 愛媛県

36 代表 公益社団法人高知県貿易協会 ー 高知県

37 孫 北川村ゆず王国株式会社 ゆず青果玉、ゆずぽん酢（青ゆずこしょう味）、高知ゆず 高知県

38 孫 株式会社グラッツェミーレ
青パパイヤとゆずのドレッシング、にんじんとゆずのドレッシング、

ごぼうとゆずのドレッシング
高知県

39 孫 有限会社高知アイス
ゆずシャーベット、希釈タイプゆずドリンク1L（アルミ）、

ゆず果汁100% 1L（アルミ）
高知県

40 孫 株式会社タナカショク

豆腐ジャーキー　百三珍、

豆腐燻製スティック　百二珍（醤油味）、

土佐伝承豆腐　百一珍（醤油味）

高知県

41 単独 五木食品株式会社 海外用九州とんこつ風ラーメン 熊本県

42 代表 一般社団法人熊本県貿易協会 - 熊本県

43 孫 カネリョウ海藻株式会社
熊本県産　海藻サラダ（乾燥）、

日本産の海藻　１．乾燥ふのり　２．乾燥わかめ）、日本産めかぶ
熊本県

44 孫 有限会社コウヤマ 熊本いきなり団子、紫芋パウダー 熊本県

45 孫 千代の園酒造株式会社
千代の園 純米酒 朱盃、千代の園 純米大吟醸 朱盃、

千代の園 吟醸原酒 ロックがうまい
熊本県
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46 孫 株式会社フンドーダイ五葉 透明醤油、平成、麹ウイスキー 熊本県

47 単独 大山食品株式会社 マーシー（柚子ホットソース）、有機玄米黒酢、アミノ黒酢 宮崎県

48 単独 株式会社くしまアオイファーム 冷凍焼き芋、さつまいも(青果) 宮崎県

49 単独 株式会社モミキ
VEGAN　黒にんにくうまみホットソース、

VEGAN黒にんにくうまみたれ
宮崎県

50 単独 ウマミ
有機栽培ゆず果汁、グルテンフリーたまり醤油、

プレミアム有機抹茶
海外

51 単独 全農インターナショナル欧州 米ビール、TOKYO Z1、日本米 海外

52 単独 Miyako Oriental Foods Inc. 液体柚子胡椒、やまじるし　ゆず味噌、やまじるし　ツユの素 海外

連番 出品形態 企業名 主要出品物 地域

1 単独 丸山海苔店　寿月堂 オーガニック抹茶、有機　抹茶入り玄米茶、有機　芽茶 東京都

2 単独 日本緑茶センター株式会社 有機抹茶、煎茶、スイートサクラティー 東京都

3 単独 株式会社やまま満寿多園 緑茶 静岡県

4 単独 株式会社流通サービス 富士抹茶、プレミアム玉露パウダー 静岡県

5 単独 宇治の露製茶株式会社

GR（緑の地球発）業務用　抹茶、

M（緑の地球発）抹茶20ｇ、

M(緑の地球発）煎茶ティーバッグ

京都府

6 単独 京都貿易株式会社

抹茶WAKABA、

オーガニック抹茶さえみどり石臼挽き、

オーガニック抹茶C-UP

京都府

7 単独 株式会社松北園茶店 有機抹茶、有機煎茶 京都府

8 代表 公益社団法人高知県貿易協会 ー 高知県

9 孫 株式会社小谷穀粉
OSKニューファミリー有機煎茶20袋、

凍結粉砕粉末緑茶Ｅライフ２４本
高知県

10 単独 株式会社鹿児島茶輸出研究所 有機抹茶、有機玄米茶、有機棒ほうじ 鹿児島県
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1 代表 日本畜産物輸出促進協議会 - 東京都

2 孫 鳥山畜産食品株式会社 TORIYAMA UMAMI WAGYU 群馬県

3 孫 （株）ハラダフーズインターナショナル 和牛 東京都

4 孫 有限会社　丸福商店 飛騨牛 岐阜県

5 孫 株式会社銀閣寺大西 京都ビーフ雅（日本産和牛） 京都府

6 孫 鹿児島県食肉輸出促進協議会 鹿児島和牛 鹿児島県

7 孫 Anzco Foods Europe 和牛 海外
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