
通し
番号

No. 形態 企業名 出品物 地域

1 1 代表 　ＩＳＦ株式会社
ナマコサプリメント、ナマコエキス含有ゼリー、ナマコエキス
含有トウモロコシスープ

北海道

2 1-1 孫 　株式会社三笑
北海道産いくら醤油漬、真いかソーメン、三陸産いくら
醤油漬け

岩手県

3 2 代表 札幌商工会議所 ー 北海道

4 2-1 孫 アトレ株式会社 カラフトししゃもの炙り焼き、いわしスティック 北海道

5 2-2 孫 オルソン株式会社 焼きほたて、北海道カマンベールチーズサンド 北海道

6 2-3 孫 株式会社北見ハッカ通商 ハッカ油スプレー 北海道

7 2-4 孫 株式会社ゼルクジャパン 活ホタテ貝 北海道

8 2-5 孫 株式会社タンゼンテクニカルプロダクト クイックシリーズ (あんかけ） 北海道

9 2-6 孫 有限会社ツクナカ 味付帆立貝、スペシャルチーズ帆立、チーズ帆立 北海道

10 2-7 孫 株式会社函館酪農公社 アイス・ソフトクリームミックス 北海道

11 2-8 孫 株式会社北海道ハーバル HERBAL ONE No.1 北海道

12 2-9 孫 株式会社本舗ドットコム びえいの丘めし 北海道

13 2-10 孫 株式会社マルデン
鮭ジャーキー、天然本醸造鮭魚醤油『魚々紫』、日
高根昆布だし

北海道

14 2-11 孫 丸本本間水産株式会社 鮭とばダイスカット道産、マスいくら 北海道

15 2-12 孫 株式会社山本忠信商店 小麦粉　Reve de Lapin（レヴ・ドゥ・ラパン） 北海道

16 2-13 孫 株式会社Ｗａｋｋａ　Ｊａｐａｎ 米,酒、米,酒 北海道

「FOOD TAIPEI 2019」ジャパンパビリオン

出品者リスト(通常出品枠）
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17 2-14 孫 株式会社ナシオ
ノースカラーズ　純国産ポテトチップス、純国産北海
道ボーロ、純国産北海道バタークッキー

東京都

18 3 単独 株式会社オフィス弁慶
刺身用冷凍魚　特大大羽いわし,炙り冷燻しめさば,
真ほっけ一夜干し

青森県

19 4 代表 岩手県 ー 岩手県

20 4-1 孫 岩手銘醸株式会社
奥州ノ龍　特別純米,奥州ノ龍　純米吟、,奥州ノ
龍　純米大吟醸

岩手県

21 4-2 孫 元正榮　北日本水産株式会社
吉品くんせいあわび、吉品あわび煮貝、吉品冷凍あ
わび

岩手県

22 5 単独 有限会社うしちゃんファーム 短角和牛:岩手県の赤身牛肉 宮城県

23 6 単独 株式会社でん六 大入14袋ペアパック、辛ミックス 山形県

24 7 単独 キユーピー株式会社
KEWPIE 深煎りごまドレッシング、KEWPIE　わさび
ドレッシング、キユーピーマヨネーズ

東京都

25 8 単独 クラシエフーズ株式会社
たのしいおすしやさん、つくろうおべんとう、ぐるぐるポテ
ト

東京都

26 9 単独 株式会社合食 荒ほぐし鮭、荒ほぐし鮭明太風味、荒ほぐし鮭減塩 東京都

27 10 代表 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 ー 東京都

28 10-1 孫 勝木食品工業株式会社 くるみ小女子, かつおくるみ 東京都

29 10-2 孫 ジェイシートレンド有限会社 白貝, 殻付牡蠣, 青つぶ 東京都

30 10-3 孫 日中商会株式会社 真タコ丸ボイル 「次世代たこ」, ボイルタコ　棒足 東京都

31 11 代表
一般社団法人全日本菓子輸出促進協
議会

ー 東京都

32 11-1 孫 株式会社榮太樓總本鋪 榮太樓飴、はちみつ飴、十品目のど飴 東京都

33 11-2 孫 株式会社エイワ ブルーベリーマシュマロ、抹茶マシュマロ 東京都
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34 11-3 孫 株式会社鈴木栄光堂
乳酸菌ヨーグルトソフトキャンディ＜プレーン＞、フルー
ツ＆ミルクソフトキャンディ　ラメッル＜ピーチ＞、コーン
ポタージュスナック

岐阜県

35 11-4 孫 コリス株式会社
フエラムネいちご、そのまんまグレープフーセンガム、サ
ングラスラムネ

大阪府

36 11-5 孫 株式会社扇雀飴本舗 ソフトクリームキャンデーバニラ味、岩塩キャンデー 大阪府

37 11-6 孫 株式会社中島大祥堂 菓織エアリークレープ 宇治抹茶 大阪府

38 11-7 孫 ノーベル製菓株式会社 スーパーレモン 大阪府

39 11-8 孫 パイン株式会社 パインアメ、あわだま 大阪府

40 11-9 孫 フルタ製菓株式会社 生クリームチョコ 大阪府

41 11-10 孫 株式会社黄金糖 130g黄金糖 奈良県

42 12 単独 日本ビール株式会社 赤濁、レモンビール、龍馬1865 東京都

43 13 単独 ハラダ製茶販売株式会社
やぶ北ブレンド徳用ティーバッグ、プレミアム抹茶ラテ、
ハラダ青汁

東京都

44 14 単独 株式会社船昌
和歌山県紀の里もも、ピーチパイン、完熟マンゴー
(品種:アーウィン種）

東京都

45 15 単独 朋和商事株式会社
海人の藻塩　スタンドパック、瀬戸内藻塩物語、海
人の藻塩　巻紙包み

東京都

46 16 単独 松田産業株式会社
冷凍ほたて貝柱、冷凍魚肉すりみ、ふくや　冷凍明
太子

東京都

47 17 単独 マルコメ株式会社
糀甘酒LL　糀リッチ　１０００ｍｌ、糀甘酒の素
500ｍｌ

東京都

48 18 単独 三島食品株式会社 赤しそドリンクYUKARI、萬能しそ優佳麗 東京都

49 19 単独 三田飲料株式会社 白桃、コラーゲン入り白ぶどう、ゆずみつ 東京都

50 20 単独 株式会社山星屋
乳酸菌100億個　カカオ70％チョコレート、乳酸菌
オリゴ糖アーモンド、ＪＡ京都やましろ 青汁抹茶キャ
ンディ

東京都
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51 21 単独 株式会社徳志満フードインターナショナル 近江牛肉 神奈川県

52 22 単独 株式会社ネクスティ
和だし三昧、匠　鰹本節中厚削り、素材調味だし
帆立1L

新潟県

53 23 代表 福井県 ー 福井県

54 23-1 孫 新珠製菓株式会社 クリーム大福、梅ゼリー 福井県

55 23-2 孫 小浜海産物株式会社 雲丹醤　140g、牡蠣醤 福井県

56 23-3 孫 株式会社亀商 越前蟹、越前紅ズワイガニ、越前蝦　越前甘エビ 福井県

57 23-4 孫 久保田酒造合資会社
一筆啓上　梅すぱ、一筆啓上　柚子すぱ、一筆啓
上　百香果のお酒

福井県

58 23-5 孫 有限会社　粋 冷凍浜焼き鯖の押し寿し、冷凍穴子の棒寿し 福井県

59 23-6 孫 株式会社武生製麺
海外業務用五割そば　PC5-100、海外業務用茶
そば　PT-100、乾麺　三代目の越前蕎麦

福井県

60 24 単独 アルプスワイン株式会社
あじろんスパークル、ブルーベリーワイン、１００％ぶ
どう液

山梨県

61 25 単独 山栄食品工業株式会社
北海道仕込みチーズいか燻製、北海道仕込み　や
わらかチーズ帆立、さくさくのり天わさび味

岐阜県

62 26 代表 静岡県庁 ー 静岡県

63 26-1 孫 株式会社マルハチ村松
濃厚だし（かつおぶし）2kg、濃厚だし（こんぶ）
2kg、かつおだしパック（鰹の素）

静岡県

64 26-2 孫 丸山製茶株式会社
抹茶、ほうじ茶パウダー,玄米茶パウダー、日本茶
(煎茶、玄米茶、ほうじ茶)

静岡県

65 27 代表 静岡県防災用品普及促進協議会 ー 静岡県

66 27-1 孫 青空製パン株式会社 つなぐパン 静岡県

67 27-2 孫 株式会社魚藤 手羽先玄米リゾット・ミニ 静岡県
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68 28 代表 静岡市役所 ー 静岡県

69 28-1 孫 あらしお株式会社 あらしお、あらしお　やきしお、深い海の塩　あらしお 静岡県

70 28-2 孫 茗広茶業株式会社
Matcha Kawane 1st、Matcha WM16K2、
Tea Houji Powder TW

静岡県

71 29 代表
浜松市農林水産物・食品輸出促進委員
会

ー 静岡県

72 29-1 孫 三立製菓株式会社
クックダッセ　ホワイトチョコ、クックダッセ チョコレート、
クックダッセ　抹茶チョコ

大阪府

73 30 単独 九重味淋株式会社
本みりん　九重櫻、リキュール　梅蜜淋酒、焼肉のた
れマイルド

愛知県

74 31 単独 佐藤食品工業株式会社
呈味力　鮭エキス、粉末昆布エキスNV-203、巨峰
C66

愛知県

75 32 単独 ナカキ食品株式会社 こんにゃくライス 愛知県

76 33 代表 三重県 ー 三重県

77 33-1 孫 伊藤酒造株式会社
鈿女　豊穣の舞　特別純米、鈿女　天女の舞　純
米吟醸、鈿女　純米大吟醸　酒宴の女神

三重県

78 33-2 孫 辻製油株式会社
フレーバーオイル　ゆず、フレーバーオイル　わさび、黒
にんにくレストラン　ごまドレッシング

三重県

79 33-3 孫 株式会社保田商店
桑名もち小麦ワッフル、桑名もち小麦パンケーキミック
ス、桑名もち小麦粉

三重県

80 33-4 孫 有限会社山藤 海鮮魚串 三重県

81 34 単独 甘利香辛食品株式会社
カレーパウダーゴールド100g、直火焼カレールウ
120g、和らぎカレー1kg

京都府

82 35 単独 栄幸食品株式会社 ブラウンライスケーキ 大阪府

83 36 単独 株式会社エス・トラスト
厳選おつまみ大漁丸、くまﾓﾝわさび豆、至福のバウム
クーヘン　プレーン

大阪府

84 37 単独 株式会社スカイ・フード
四季彩々和風だし、２４種の国産野菜＆果物ス
ムージー、スカイビート

大阪府
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85 38 単独 マリンフード株式会社
業務用クッキングモッツァレラ、コレステロール95％オフ
ヘルシーシュレッド 1kg、ベビーチーズ　プレーン

大阪府

86 39 単独 石光商事株式会社
KABUTO ドリップコーヒーバッグ、KABUTOポーショ
ンリキッドコーヒー

兵庫県

87 40 単独 キング醸造株式会社 薫り華やぐ純米酒、焼酎いたれりつくせり 兵庫県

88 41 単独 株式会社トキワ 梅ごこち 兵庫県

89 42 単独 ヤマサ蒲鉾株式会社 花咲時雨、つまみ揚げ、チーズinかに風味 兵庫県

90 43 単独 六甲バター株式会社 EMINA　チーズデザートバニラ、フロマジュエルショコラ 兵庫県

91 44 単独 株式会社伊藤農園
100％ピュアジュース　みかん、100％ピュア果汁　ゆ
ず、素材そのままマーマレード　あまなつ

和歌山県

92 45 単独 有限会社梅崎水産 紅ズワイカニ 鳥取県

93 46 単独 株式会社澤井珈琲
ブルマンビンテージ<アイスコーヒー>、プレミアムアイス
コーヒー（赤）、サンリオキャラクター Drip Bag
Coffee シリーズ

鳥取県

94 47 単独 國和産業株式会社
柿巻（丸）業務用、柿巻（袋入り）、KAKICOフ
ルーツゼリー＆羊羹

岡山県

95 48 単独 カクサン食品株式会社 オイスターエキス、広東白汁、ホタテエキス 広島県

96 49 代表 美祢市商工会 ー 山口県

97 49-1 孫 有限会社アグリプラン ブルーベリージャム、苺ジャム、夏蜜柑マーマレード 大阪府

98 49-2 孫 株式会社さんまいん しいたけ茶　ちゃちゃっとさん、乾しいたけ　からっとさん 山口県

99 50 単独 くりや株式会社 オコメール、コシヒカリ　ジャパンライス 香川県

100 51 単独 西南開発株式会社
食物繊維配合　あおさのりソーセージ、国産リンゴパ
イ　4個入り、業務用枝豆レンコン小判揚げ

愛媛県

101 52 単独 伯方塩業株式会社 伯方の塩 愛媛県
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102 53 単独 昭和化学工業株式会社 こく味調味液ST、SビターⅡ ⾧崎県

103 54 単独 株式会社みそ半
隠れ岩松　飛魚だしにゅうめん、隠れ岩松　めん茶
漬け（海苔）、隠れ岩松　島原手延べそうめん

⾧崎県

104 55 代表 熊本県八代市 ー 熊本県

105 55-1 孫 株式会社アジア食品
黒酢入たまねぎドレッシング、牛丼のたれ、むせないと
ろみ

熊本県

106 55-2 孫 西田精麦株式会社
九州大麦グラノーラ、毎日健康ぷちまる君、毎日健
康もちまるちゃん

熊本県

107 56 単独 カネリョウ海藻株式会社 三陸細切りめかぶ、焼き磯海苔、ちゅるりん海藻麺 熊本県

108 57 単独 株式会社ＫＩＹＯＲＡきくち
水素＆コラーゲンゼリーキヨラビ　ピーチ味,ナノ水素
水キヨラビ500ｍｌ、ナノ水素水キヨラビ300ｍｌ

熊本県

109 58 単独 株式会社福田佐吉商店
マッシュルームポタージュ、にんにく味噌、ゆずミントリ
キュール

熊本県

110 59 単独 株式会社日田天領水
天然活性水素水「日田天領水」、日田天領水のお
茶、日田天領水食物繊維入りのお茶

大分県

111 60 単独 株式会社杉本商店
高千穂郷産椎茸どんこ、高千穂郷産椎茸徳用大
中葉

宮崎県

112 61 単独 株式会社トレードメディアジャパン
宮崎県産黒毛和牛、日南キャビア、ハイブリッド冷凍
鮮魚

宮崎県

113 62 単独 薩南製糖株式会社
黒砂糖（固形タイプ)、黒砂糖(粉末タイプ)、島砂
糖

鹿児島県
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1 1 単独 魚喜久水産株式会社 刻み煮あなご、もちかきやわらか煮 宮城県

2 2 代表 岩手県 ー 岩手県

3 2-1 孫 岩手県産株式会社
中村家監修　帆立らーめん、盛岡冷麺（アニマルフ
リースープ付）、国産サバのオリーブオイル漬け

岩手県

4 3 単独 株式会社ダイショー
味・塩こしょう、焼肉一番　あっさり仕立て、CoCi壱
番屋　カレー鍋スープ

東京都

5 4 単独 株式会社巴商事 プレミアム缶ワイン　赤、プレミアム缶ワイン　白 東京都

6 5 単独 縄時食品株式会社 北海道の天然水・摩周湖500ml 神奈川県

7 6 単独 株式会社飛鳥フーズ イカの塩辛、いかのお刺身と和え物、イカの肝醤油 新潟県

8 7 単独 株式会社ヒカリ食品 とりがらほたてがゆ 新潟県

9 8 単独 カネイ一言製茶株式会社
ドリップ用ほうじ茶、ほうじ粉末茶、エスプレッソンマシ
ン用ほうじ茶

静岡県

10 9 単独 大橋珍味堂株式会社 柿の種醤油味、柿の種わさび味、柿の種梅味 滋賀県

11 10 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

12 11 単独 株式会社ちきりや 有機抹茶原料 京都府

13 12 単独 株式会社アトラス デリッシュオーガニクス　マルベリーリーフ 大阪府

14 13 単独 株式会社ＣＨＯＫＡʼＳ ばななっ子、豆乳ちょぼちょぼ、万能昆布醤油 大阪府

15 14 単独 株式会社西山酒造場
小鼓　路上有花　桃花、チョコレートリキュール　モン
テオエステ

兵庫県
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出品者リスト(オープンスペース枠）



通し
番号

No. 形態 企業名 出品物 地域
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出品者リスト(オープンスペース枠）

16 15 単独 株式会社自然共生
発酵黒にんにく、黒にんにく味噌、スリランティーアール
グレイ

岡山県

17 16 単独 株式会社久米島の久米仙
美、久米島の久米仙　ブラック５年古酒、久米島の
久米仙　ブラウン

沖縄県



通し
番号

No. 形態 企業名 出品物 地域

1 1 代表 岩手県 ー 岩手県

2 1-2 孫 及川冷蔵株式会社
中骨抜き一口さんま、さんま味醂干し、さんま甘露
煮

岩手県

3 2 単独 株式会社小浜酒造 折り紙酒、折り紙酒 福井県

4 3 単独 株式会社マルハン 天白冬菇、上冬菇、未選別どんこ 静岡県

5 4 単独 株式会社浜一
たんぱく質をおぎなうふりかけ［納豆風味］、たんぱく
質をおぎなうふりかけ［味噌風味］、ソライナ・プロテ
イン［ベリー・フレーバー］

兵庫県

6 5 単独 フレッシュヒロウオ株式会社
3Dフリーザー凍結瀬戸内海産真鯛フィレ、3Dフリー
ザー凍結日本産鰤(はまち)フィレ、3Dフリーザー凍
結広島産牡蠣剥き身IQF

広島県

7 6 単独 マルイチ前田商事株式会社 MAEDA SAUCE 山口県

8 7 単独 株式会社ハタダ
バリィさんの焼きしょこら6個、金時のさぶ、鳴門金時
ポテト

愛媛県
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出品者リスト(ニューチャレンジャー枠）



通し
番号

No. 形態 企業名 出品物 地域

1 1 単独 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 蓄養本マグロ、ホタテ貝柱、蒸たこ 東京都

2 2 単独
一般社団法人全日本菓子輸出促進協
議会

抹茶ミルクマシュマロ、 東京都

3 3 代表 日本畜産物輸出促進協議会 鶏卵、牛乳、和牛 東京都

4 3-1 孫 ＪＡ全農たまご株式会社 鶏卵 東京都

5 3-2 孫 日本酪農協同株式会社
北海道酪農公社　牧場で飲むおいしさそのまま牛乳
1000ｍｌ, 北海道酪農公社　牧場で飲むおいしさ
そのまま牛乳250ｍｌ

大阪府

6 3-3 孫 株式会社ＷＡＧＹＵＪＡＰＡＮ 日本産和牛 三重県

出品者リスト(特別出品枠）
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