
No. 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域

1 アトレ株式会社
①いわしスティック、②焼鮭ほぐし、③北海道チーズチョ

コサンドクッキー
菓子類 北海道

2 株式会社ナシオ
①純国産 ポテトチップスうすしお味、②ポロショコラ、③

烏骨鶏ハニーカステラ百華
菓子類 北海道

3 株式会社不二屋本店

①かずべい（味付き数の子入り海鮮せんべい）、②北の職人

が作った海鮮ふりかけ、③五島軒 大地のサラダソース　山

わさび

菓子類 北海道

4 北海道グローバル事業推進機構株式会社 ①牛肉（和牛） 畜産品 北海道

5 株式会社牧野農園 ①まっくろびじん　北の黒 加工食品 北海道

6 株式会社マルマス
①北の包み焼き(塩こしょう味)、②北海道昆布とみがきにし

んのライスバーガー、③北海道冷凍かぼちゃ
水産物 北海道

7 レインカラー株式会社 ①お米シロップ、②シジミ醤油 調味料 北海道

8 株式会社ロコファームビレッジ
①夕張メロンショコラサンドビスキュイ、②北海道とうき

びのふわふわチーズ、③北海道の牛乳メープルケーキ
菓子類 北海道

9 株式会社ワンダフルライフ ①和牛　1頭セット、②乾燥ナマコ 畜産品 北海道

10 株式会社男山本店
①蒼天伝　特別純米、②蒼天伝　大吟醸、③蒼天伝　純米

吟醸
アルコール飲料 宮城県

11 合同会社ハッピーオーシャン
①宮城県金華山沖酒蒸し鮑、②宮城県三陸産干し真あな

ご、③OceanHam　ぶり
水産物 宮城県

12 有限会社グローバルアイ ①米チップスの素 加工食品 山形県

13 株式会社要建設 ①鮮魚　ぶり 水産物 茨城県

14 笛木醤油株式会社
①金笛　ぽん酢ゆず、②金笛　春夏秋冬のだしの素、③金

笛　再仕込生醤油
調味料 埼玉県

15 アイリスフーズ株式会社
①包装米飯、②低温製法米の生切り餅、③生鮮米５銘柄食

べ比べセット
米・包装米飯 東京都

16 株式会社エドデザインワークス ①Beauty soy sauce  フルーツ醤油 調味料 東京都

17 株式会社九州屋
①大沢葡萄ジュース 720ml、②大沢葡萄ジュース　180ml

ギフトセット
その他飲料 東京都

18 リカー・イノベーション株式会社 ①Rice Wine Te-hajime -テハジメ- アルコール飲料 東京都

19 第一食品株式会社
①まるごと苺大福、②MOCHIMOREティラミス、③贅沢最

中宇治抹茶&大納言
菓子類 新潟県

20 株式会社武生製麺
①海外業務用五割そばPC5-100、②海外業務用抹茶そばPT-

100、③海外業務用三割そばN3-100
加工食品 福井県
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21 株式会社鈴木栄光堂
①ザ・キャラメル　＜ローズ＞、②ザ・キャラメル　＜ミル

ク（北海道産生クリーム）＞、③Ramelle＜ピーチ＞
菓子類 岐阜県

22 松下園 ①有機抹茶、②有機ほうじ茶パウダー、③有機煎茶パウダー その他飲料 静岡県

23 株式会社マルハチ村松 ①白だし、②かつおだしパック 鰹の素 調味料 静岡県

24 ヤマサちくわ株式会社 ①豆ちくわ、②野菜ソフト 水産物 愛知県

25 河武醸造株式会社
①鉾杉　特撰　純米吟醸　赤ラベル、②鉾杉　山廃仕込み

純米酒、③鉾杉　柚子にごり酒
アルコール飲料 三重県

26 木村水産株式会社
①小あゆオイル漬け（缶詰）、②あゆ塩焼き　あらほぐし、

③あゆのひらき
水産物 滋賀県

27 株式会社千成亭風土 ①近江牛肉 畜産品 滋賀県

28 株式会社ちきりや
①ミルクジャム宇治抹茶、②ミルクジャム京ほうじ茶、③抹

茶、③抹茶３０ｇ
加工食品 京都府

29 アドバンス株式会社 ①牛肉、②国産牛肉すい 畜産品 大阪府

30 株式会社エス・トラスト
①厳選おつまみ大漁丸、②まめの極ﾃﾞｶﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ、③殻なし

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｽﾀﾁｵわさび味
菓子類 大阪府

31 関空運輸株式会社 ①水産物各種、②マグロ、③冷凍水産物 水産物 大阪府

32 株式会社スカイ・フード
①スカイビート、②ミルクでつくるクリーミーコーンポ

タージュ、③四季彩々和風だし
その他飲料 大阪府

33 大和食品株式会社 ①和牛原料　熊本あかうし、②和牛ローストビーフ 畜産品 大阪府

34 原田産業株式会社
①酒かすパウダー、②ほうじ茶パウダー、③野菜ファインパ

ウダー(紫芋、かぼちゃ、スイートコーン）
加工食品 大阪府

35 株式会社和田萬 ①黒ごまペースト、②金いりごま 加工食品 大阪府

36 石光商事株式会社
①KABUTO ドリップコーヒーバッグ、②KABUTO プレミア

ムリキッドコーヒー
その他飲料 兵庫県

37 大和実業株式会社 ①菊弥栄　純米酒　石見野、②山葵焼酎　わさび アルコール飲料 兵庫県

38 築野食品工業株式会社 ①Rice Bran Oil 500ml、②こめ油180ｇ、③こめ油1500g 調味料 和歌山県

39 株式会社越河 ①かに身がマヨ、②蟹しゅうまい、③徳用甲羅グラタン 水産物 鳥取県

40 株式会社SOL JAPAN

①山陰沖産　のどぐろ　セミドレス　新鮮真空パック（刺身

用）、②山陰沖産　肉厚のどぐろフィーレ　新鮮真空プロト

ン凍結パック（刺身用）、③山陰沖産　サザエ刺身用　プ

ロトン凍結　（殻、蓋、肝付）

水産物 島根県

41 若女食品株式会社 ①こだわり居酒屋セット、②お好み揚げ 水産物 島根県
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42 マルト製菓株式会社
①長崎かすていら、②バナナ半熟カステラ、③クーベル

ショコラ
菓子類 広島県

43 マルイチ前田商事株式会社 ①MAEDA SAUCE 水産物 山口県

44 株式会社池添蒲鉾店 ①冷凍フィッシュカツ 水産物 徳島県

45 くりや株式会社
①オコメール（精米150g真空パック）、②オコメール47

（300g精米真空パック）
米・包装米飯 香川県

46 株式会社ハタダ
①鳴門金時ポテト、②バリィさんの焼しょこら6個、③金時

のさぶ
菓子類 愛媛県

47 朝倉物産株式会社

①あさくら農園より～葱ドレッシング、②ぴりっとスパイ

シーねぎドレッシング、③海苔たっぷりのねぎドレッシン

グ

調味料 福岡県

48 北九食品株式会社 ①さくらさくら、②わらび餅抹茶、③メロン大福 菓子類 福岡県

49 ニビシ醤油株式会社
①ラーメンスープ（アニマルフリー）、②液状味噌　しじ

みだし、③液状味噌　野菜だし
調味料 福岡県

50 佐賀冷凍食品株式会社 ①冷凍寿司、②鶏めしおにぎり 米・包装米飯 佐賀県

51 株式会社種商
①二十一穀米　30ｇｘ6包、②国産十六穀米　業務用　500

ｇ、③スーパーフード　ライス　ボールＢＯＸ
米・包装米飯 佐賀県

52 株式会社須崎屋
①五三焼カステラ　形おとし、②極上五三焼カステラ、③

五三焼カステラ　0.5号
菓子類 長崎県

53 株式会社長崎五島うどん
①五島手延うどん（国産小麦）、②五島手延うどん（業務

用）、③あごつゆ（希釈用）アルミ30ml
加工食品 長崎県

54 株式会社マツオファーム
①感動の赤しそ、②感動の青しそ、③シソルージュ　ジン

ジャー
その他飲料 長崎県

55 五木食品株式会社 ①海外用熊本もっこすラーメン、②海外用3食焼そば 加工食品 熊本県

56 株式会社福田佐吉商店
①ゆずミントリキュール、②純米吟醸酒 萬坊、③唐辛子に

んにく味噌
アルコール飲料 熊本県

57 株式会社TRADE MEDIA JAPAN ①マグロカツ 等、②日南キャビア、③日向牛 畜産品 宮崎県

58 ヤマエ食品工業株式会社 ①高千穂峡つゆ　しいたけ味 調味料 宮崎県

59 株式会社かわまん商店
①薬膳龍花の健康飲料「ゆるり」、②洗いもずく、③冷凍

シークヮーサー果実
加工食品 沖縄県
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