
No 企業名 小間数 都道府県 出展物内容

1 株式会社和田萬 1 大阪府 黒ごまペースト

2 マルト製菓株式会社 1 広島県 カステラ

3 中道貿易株式会社 1 兵庫県 和之礼 富士山の旅

4 日本幸邸食品株式会社 1 大阪府
高級洋菓子（フィナンシェ・マドレーヌ・クッキー・ビ

スケット等）

5 甘利香辛食品株式会社 1 京都府 直火焼カレールウ

6 渋谷レックス株式会社 1 福島県 さくらボーロ

7 井村屋グループ株式会社 1 三重県 やわもちアイス抹茶

8 千田みずほ株式会社 1 神奈川県 日本産米

9 広島魚市場株式会社 1 広島県 広島県産冷凍粒牡蠣

10 株式会社サンエー21 1 福岡県 柚子胡椒

11 易意集団・日本株式会社 1 兵庫県 別紙参照　麦茶（孫企業　三栄興産）

12 キユーピー株式会社 1 東京都 キユーピーマヨネーズ

13 板橋貿易株式会社 1 東京都 日本産米(各2kg)

14 株式会社神明 1 東京都 精米（富山県産コシヒカリ）

15 全国農業協同組合連合会 1 東京都 日本産米

16 マルサンアイ株式会社 1 愛知県  豆乳各種

17 日本ビール株式会社 1 東京都 龍馬1865

18 ハイネセン株式会社 1 大阪府 日本酒

19 タケダ製菓株式会社 1 北海道 北海道牛乳ソフトせんべい

20 木徳神糧株式会社 1 東京都 日本産米

21 寿製菓株式会社 1 鳥取県 RR北海道ミルク&チーズラングドシャ

22 株式会社サン・ダイコー 1 大分県 日本酒、焼酎、リキュール類

23 三立製菓株式会社 1 静岡県 源氏パイ

24 株式会社シノジャパン 1 東京都 長生舞　大吟醸

25 株式会社ソリスマーケティング 1 東京都 お酒、飲料

26 SHOBIDO株式会社 1 大阪府
北海道満載のクッキーギフトセット（北海道焼き菓子静

内二十間）

27 オイシックス・ラ・大地株式会社 1 東京都 野菜ジュース

28 株式会社トーカン 1 愛知県
調味料（和風：しょうゆ、つゆ、たれ、酢　　洋風：

ソース、ドレッシング等）

29 株式会社大東通商 1 東京都 さば

30 小林桂株式会社 1 兵庫県 日本酒（広島県）

31 東京拉麺株式会社 1 栃木県 アニマルフリー　東京拉麺チキン風味

32 合同会社泉力 1 神奈川県 日本産水産物

33 國和産業株式会社 1 岡山県 KAKICOフルーツゼリー＆羊羹
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34 チョーヤ梅酒株式会社 1 大阪府 CHOYA梅酒

35 株式会社新垣通商 1 沖縄県 沖縄塩蔵もずく　18ｋｇ缶

36 大関株式会社 1 兵庫県 辛丹波生貯蔵酒720ml、300ml

37 株式会社ブルボン 1 新潟県 ブルボンのビスケット、グミ、飲料水

38 イー・エクスプレス商事株式会社 1 福岡県 楽路

39 日中東北物産有限会社 1 鳥取県 果実リキュール

40 皇国晴酒造株式会社 1 富山県 日本酒

41 南日本酪農協同株式会社 1 宮崎県 ペットスコールホワイト500ｍｌ

42 梅乃宿酒造株式会社 1 奈良県 梅乃宿　ゆず酒

43 株式会社七尾製菓 1 福岡県 クリームサンド　チョコ

44 株式会社日田天領水 1 大分県 日田天領水、麦焼酎「嘉時25°」、麦焼酎「極薫35°」

45 鷹正宗株式会社 1 福岡県 清酒　超特撰　大吟醸瓶

46 鎌田商事株式会社 1 香川県 だし醤油

47 明志株式会社 1 東京都 北海道産干し貝柱

48 丸善食品工業株式会社 1 東京都 味力万能醤油だれ

49 株式会社　スギヨ 1 石川県 水産加工練り製品　海の香

50 株式会社サン・クロレラ 1 京都府 サン・クロレラA

51 宝酒造インターナショナル株式会社 1 京都府 日本酒

52 UTS JAPAN株式会社 1 福岡県 商品名『プラセンタジュエル』（美容ドリンク）

53 日工株式会社 1 静岡県 日本酒

54
EARTH DISCOVERY CO., LTD （爱仕递贸易有限

公司）
1 福岡県 冷凍大福、冷凍和菓子【業務用】

55 有限会社シーエルネットワーク 1 東京都 アルファベットチョコレート

56 公益社団法人鹿児島県特産品協会 鹿児島県 取りまとめ団体

57 株式会社ヒガシマル 鹿児島県 とんこつ風鹿児島ラーメン５食入

58 オガタマ酒造株式会社 鹿児島県 鉄幹　25％　900ml

59 山元酒造株式会社 鹿児島県 ゆずどん

60 有限会社やまた水産食品 鹿児島県 きびなご旨味揚げ

61 濵田酒造株式会社 鹿児島県 だいやめ～DAIYAME～　25%　900ml

62 若潮酒造株式会社 鹿児島県 千亀女（芋製）

63
薩摩酒造株式会社

(薩摩酒造（上海）商貿有限公司)
鹿児島県 赤薩摩

64 公益財団法人ひろしま産業振興機構 広島県 取りまとめ団体

65 株式会社アッシュフードエンターテイメント 広島県 咲ワッフル　瀬戸内レモン

66 サンフーズ株式会社 広島県 ミツワ焼肉のたれ　「ママの味」

自治体（46社・団体、19小間）
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67 リベルテ本帆株式会社 広島県 呉イカ天（姿フライ）

68 桜南食品株式会社 広島県 黒糖入り生姜湯　　（辛口）

69 食協株式会社 広島県 無菌包装米飯　ほたるの里　広島こしひかり　200ｇ

70 田中食品株式会社 広島県 無添加ふりかけ　のり

71 有限会社土井酒店 広島県 添加物と砂糖を使わない海藻ゼリー　りんご

72 株式会社まごころ 広島県 養汁7プラス（健康飲料）

73 一般社団法人熊本県貿易協会 熊本県 うどん、そば、ラーメン等の乾麺類

74 五木食品株式会社 熊本県 乾麺、カップ麺など

75 高橋酒造株式会社 熊本県 米焼酎など、各種リキュール

76 濱田醤油株式会社 熊本県 調味料など

77 株式会社フンドーダイ五葉 熊本県 調味料など

78 一般財団法人山口県国際総合センター 1 山口県
ヤマカ醤油株式会社　本醸造　こいくち醤油　３００ｍ

ｌ

79 山口県 2 山口県 かにかま（冷凍）

80
長崎県

長崎県水産物海外普及協議会
1 長崎県 鮮魚

81
長崎県

一般社団法人　長崎県貿易協会（株式会社菱塩）
1 長崎県 塩

82
長崎県

株式会社長崎県貿易公社
1 長崎県 酒類（日本酒、焼酎、リキュール類）

83 公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県 取りまとめ団体

84 株式会社伊藤農園 和歌山県 100%ピュアジュース　みかんしぼり

85 中田食品株式会社 和歌山県 紀州梅酒

86 株式会社エフティエンジニアリング 和歌山県 桃果汁ドリンク　あらかわの桃

87 築野食品工業株式会社 和歌山県 こめ油500g

88 湯浅醤油有限会社 和歌山県 湯浅醤油　蔵匠　樽仕込み

89 中野BC株式会社 和歌山県 CRAFT GIN - KOZUE-

90 岩手県 岩手県

91 岩手県産株式会社 岩手県 国産サバのオリーブオイル漬け

92 青森県 青森県 取りまとめ団体

93 青森トレーディング株式会社 青森県 AOMORI CIDRE (Sparkling Wine)

94 株式会社青研 青森県 青研の葉とらずりんご１００　　1000ｇ

95 アップルアンドスナック株式会社 青森県 アップルスナック　レッド

96 六花酒造株式会社 青森県 林檎リキュール　ほろりんご

97 南部桑研株式会社 青森県 南部八戸桑茶パウダータイプ(60g、25g、180g)

98 株式会社たから 青森県 黒にんにく　玉

99 八戸中央青果株式会社 青森県 りんごジュース　1L

100 ワダカン株式会社 青森県 八甲田伏流水本醸造醤油Ｌ
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No 企業名 小間数 都道府県 出展物内容

101 カネショウ株式会社 青森県 林檎の女神

102 有限会社米酒センター平松 チャレンジ 岡山県 大吟醸古酒　TOVINTAGE 　トビンテージ

103 株式会社ベジタル チャレンジ 群馬県 マタニティスープ（４種類）

104 株式会社P・D・グローバル チャレンジ 福岡県 福岡県産元気つくし包装米飯

105 株式会社リオン商事 チャレンジ 大阪府
Lili&Kiki　ブルーベリーチュアブルキャンディ　（ブルー

ベリー味）

106 株式会社オクト チャレンジ 兵庫県 飲料水「水素イオンWATER」

107 有限会社K&P企画 チャレンジ 神奈川県 山水大吟醸

108 暁喜株式会社（Aki Co.,Ltd） チャレンジ 大阪府 純国産和漢ハーブティー・暁(Akatuki)

チャレンジエリア（7社、3小間）
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