
コース 企業名 主要出品物 都道府県

1 両都市 株式会社北国生活社
ホワイトブルーム　<美白サプリメント>,アクティブジョイント <関節ケアサ
プリメント>,キューティースリム <スリミングサプリメント>

北海道

2 両都市 クール北海道株式会社 ボイルタラバガニ,北海道ななつぼし,北海道牛肉 北海道

3 両都市 ベル食品株式会社 ラーメンサラダ焙煎ごまだれ,テリヤキソース,カルビーのたれ 北海道

4 両都市 株式会社ボンボン製菓 元気カルパス,北海道ホワイトラズベリー,フルーツチップ 北海道

5 両都市 株式会社男山本店 蒼天伝　大吟醸,蒼天伝　特別純米酒,気仙沼男山　梅酒 宮城県

6 両都市 末永海産株式会社 殻付牡蠣冷凍,殻付ホタテ冷凍 宮城県

7 両都市 株式会社八葉水産 わかめサラダ胡麻ラー油大辛　無着色,しめ鯖,数の子明太子 宮城県

8 両都市 株式会社ヤマナカ 殻付牡蠣,冷凍ホタテ貝柱 宮城県

9 両都市 株式会社飛鳥フーズ
山形県酒田港船内凍結するめいか刺身,プレミアムいか塩辛レッド,イカ
のお刺身とうに

山形県

10 ホーチミンのみ 高橋畜産食肉株式会社 和牛 山形県

11 両都市 小松水産株式会社 しらす,干物,いかかば 茨城県

12 両都市 株式会社清水商店 宮城県産蒸し蛸,釜ゆで真いか 茨城県

13 ホーチミンのみ ひがの製菓株式会社 煎餅ミックス 茨城県

14 両都市 株式会社ＭＭＪ 北海道のおいしい牛乳 群馬県

15 両都市 株式会社リベト商事 ザ　グット,ピコ型コラーゲンプレミアム,業務スーパーキャノーラ油 群馬県

16 ハノイのみ 都一株式会社 ゆでうどん,中華そば,むし焼そば 千葉県

17 両都市 株式会社健康ビジネスインフォ マカ冬虫夏草,詩慕　生麹×酵素スムージー,桃花姫プラセンタ 東京都

18 ホーチミンのみ 有限会社コタニ 岩手産　糸くきわかめ,岩手産　きざみ芽かぶ,万能サラダ昆布 東京都

19 ホーチミンのみ シーエムワン株式会社 梅酒王,曽我梅林の梅酒,Honey Rich (はちみつのお酒) 東京都

20 両都市
シェフティ・インターナショナル株式
会社

和牛,HMB サプリメント,プレミアム・ラングドシャ 東京都

21 両都市 株式会社ふぃっしゅいんてりあ 真鯛,かんぱち,美銀サーモン 東京都

22 ホーチミンのみ 株式会社三崎恵水産 超低温 畜養本マグロ腹　スナズリ外し　大トロ,鮮魚,生本鮪 神奈川県

23 ホーチミンのみ 第一食品株式会社 まるごと苺大福,MOCHIMORE ティラミス,贅沢最中宇治抹茶＆大納言 新潟県

24 ホーチミンのみ 株式会社小浜酒造 日本酒,日本酒 福井県

25 ホーチミンのみ みなみ信州農業協同組合 市田柿 長野県

26 ホーチミンのみ 株式会社鵜舞屋 鮎一夜干し,冷凍鮎,鮎吟醸煮 岐阜県

27 ホーチミンのみ 千古乃岩酒造株式会社 日本酒　千古乃岩　佳撰　宝船,日本酒　千古乃岩　純米吟醸 岐阜県

28 ホーチミンのみ 株式会社八季 さんざしドリンク 愛知県

29 両都市 株式会社ペスカリッチ アムール鮭　焼成切身 愛知県

30 ホーチミンのみ 株式会社交洋 冷凍はまちフィーレ,冷凍ホタテ貝柱,フィッシュスチック　（カニカマボコ） 三重県
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31 両都市 株式会社いい毎日 乳酸菌サプリメント 大阪府

32 両都市 株式会社エス・トラスト
くまもんわさび豆,至福のバウムクーヘン　プレーン,至福のひと粒 宇治
抹茶

大阪府

33 両都市 株式会社大水 冷凍魚　サバ 大阪府

34 両都市 株式会社CHOKA'S 赤ちゃんボーロ,糖質0gぷるんちゃん麺,大粒焼帆立貝 大阪府

35 ホーチミンのみ 株式会社ファイン
健康食品,きれいでナイトコラーゲン,ヒアルロン＆コラーゲン ＋還元型
CoQ10

大阪府

36 両都市 株式会社三佐和 神戸牛,冷凍ブリ 兵庫県

37 両都市 六甲バター株式会社 チーズデザート　リッチベリー６P,QBB　ベビーチーズ　カルシウム入り 兵庫県

38 ホーチミンのみ 中野BC株式会社 KISHU UMESHU、梅エキス 和歌山県

39 両都市 株式会社千茶荘 ぷるるん抹茶コラーゲン,玄米茶パウダー,ほうじ茶アイスクリーム 島根県

40 両都市 株式会社サンラヴィアン 岡山白桃カステラ,宇治抹茶ケーキ５個,黄福ろうる 岡山県

41 ハノイのみ 市岡製菓株式会社 ４PCカスタードクリームケーキ、どら焼き シュークリーム 徳島県

42 ホーチミンのみ 芙蓉海運株式会社 芋けんぴ,ほんのり楽園梅酒,濃口醤油 愛媛県

43 ホーチミンのみ 株式会社あさの 冷凍ジンジャーペースト 高知県

44 両都市 与力水産株式会社
キンメダイ　（フレッシュ）,黒潮本マグロ　（フィレッシュ）,鮮魚お任せボッ
クス

高知県

45 両都市 坂田薬品合同会社 SOY UP!,ピコ型コラーゲン,青汁＆セサミンゼリー 熊本県

46 両都市 株式会社白石 白いラングドシャくまモン,長崎カステラプレーン 熊本県

47 両都市
レイジンインターナショナルトレード
株式会社

食べる青汁『フレッツブ』,Dr.ヨウ素 大分県

48 ホーチミンのみ C&G Miyazaki合同会社 カップアイスクリーム,業務用アイスクリーム 宮崎県

49 ハノイのみ 有限会社新垣ミート 宮崎県産黒毛和牛,日向匠の牛,宮崎県綾町産ぶどう豚 宮崎県

50 ハノイのみ 小平株式会社 NAG+ Collagen Drink、N-アセチルグルコサミン、アンセリンEX 鹿児島県

51 両都市 有限会社折田物産 抹茶,青汁,水出し煎茶 鹿児島県

両都市参加 30

ハノイのみ 4

ホーチミンのみ 17

合計 51

出品者数（都市別）


