
添付資料：「Gulfood 2019」 ジャパンパビリオン出品者リスト（都道府県順）

SHEIKH SAEED HALL

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
ドバイへの
輸出経験

1 1 単独 有限会社　柏崎青果 青森県産にんにく/野菜だし/黒にんにくピューレ 青果物 青森県

2 2 単独 株式会社阿部長商店 三陸フィッシュソーセージ 水産加工品 宮城県

3 3 単独 株式会社柴沼醤油インターナショナル
アルコールフリー　オーガニック（有機）ゆず醤油/

アルコールフリー　オーガニック　減塩醤油/
アルコールフリー　オーガニックとんかつソース

調味料 茨城県

4 4 単独 カネク株式会社
刻み生ゆず/ダイヤモンドゆずごしょう/シャキシャキ

わさび
調味料 東京都

5 5 単独 ジーエフシー株式会社
冷凍　ゆず果汁　1.8リットル/輸出用　ほぼホタテ/ラ

イスジュレ　白米　ソフトタイプ　1kg
その他加工食品 東京都 無

6 6 単独 株式会社ｋｓｎコーポレーション
KAGURA抹茶パウダー／KAGURA有機抹茶パウダー 
  KAGURA抹茶パウダー:70g／KAGURA有機抹茶パ

ウダー:50g   KAGURA 抹茶ラテパウダー
茶 東京都

7 7 単独 尾西食品株式会社
ミラクルドバイライス ビリヤニ/ミラクル ドバイ ライス 

ナシゴレン/携帯おにぎり 五目おこわ
米・包装米飯

（米加工品・アルコール飲料除く）
東京都 無

8 8 単独 三井物産株式会社 ミガキイチゴ 青果物 東京都 無

9 9 単独 ジェムノン合同会社
フリーズドライ野菜・果物（GERMNON VEGE's)/柚子

果汁/フリーズドライ柚子皮
健康志向食品 東京都

10 10 単独 ジャパンビバレッジ株式会社
ビューティーH2O/インフィニティ―・エナジードリンク・

プラス10/ニンジャラガー
その他飲料 東京都 無

11 11 単独 有限会社エコ・ライス新潟
幻の米「白藤」/災害非常食「みんなのごはん」/新潟

のごはん
その他加工食品 新潟県 無

12 12 単独 株式会社　流通サービス 富士抹茶/Premium玉露パウダー/ 茶 静岡県

13 13 単独 株式会社ニゾナ
ニゼンビタミンCドリンク/ニゼンコラーゲンパウダー/

ニゼンコラーゲンドリンク
その他飲料 兵庫県

14 14 代表 ひょうごの美味し風土拡大協議会 - 取りまとめのみ 兵庫県

15 14-1 孫 たじま農業協同組合
コウノトリ育むお米/コウノトリ育むお米（無農薬タイ

プ）/コウノトリ育むお米無菌包装米飯（パックごはん）
米・包装米飯

（米加工品・アルコール飲料除く）
兵庫県

16 14-2 孫 株式会社小田垣商店
ドライパック丹波黒大豆５０ｇ/ドライパック錦白大豆５

０ｇ/丹波黒豆茶　ティーパック
その他加工食品 兵庫県

17 15 代表
とくしま農林水産物等輸出促進ネット

ワーク
- 取りまとめのみ 徳島県

18 15-1 孫 株式会社阪東食品
有機すだち果汁150ｍl/有機ゆこう果汁150ｍl/有機ド

リンクすっすっす
調味料 徳島県 無

19 15-2 孫 株式会社ネオックス 柚りっ子/木頭ゆず 柚茶 調味料 徳島県 無

20 16 代表 公益社団法人高知県貿易協会 - 取りまとめのみ 高知県

21 16-1 孫 株式会社小谷穀粉
ニューファミリー煎茶2gx20袋、ニューファミリー玄米茶

2gx20袋、ニューファミリーほうじ茶2gx20袋
茶 高知県

22 16-2 孫 北川村ゆず輸出促進協議会 つぶつぶゆず/ゆず果汁150ml/冷凍ゆず皮スライス 調味料 高知県 無

23 16-3 孫 有限会社高知アイス ゆず果汁100％/ゆずシャーベット/ゆずドリンク その他飲料 高知県

24 16-4 孫 株式会社近森産業 かつおめしの素/芋天粉 その他加工食品 高知県 無

25 17 単独 株式会社サンエー２１ 柚こしょう/有明産焼き海苔/味付あげ その他加工食品 福岡県 無

＜通常出品枠＞



添付資料：「Gulfood 2019」 ジャパンパビリオン出品者リスト（都道府県順）

26 18 代表 宮崎県　オールみやざき営業課 - 取りまとめのみ 宮崎県

27 18-1 孫 大山食品株式会社 マーシー、純米酢、こんにゃくミート 調味料 宮崎県 無

28 18-2 孫 株式会社くしまアオイファーム 葵はるか 青果物 宮崎県 無

29 18-3 孫 株式会社MOMIKI 優菜　黒生姜緑茶、優菜　黒生姜紅茶 健康志向食品 宮崎県 無

30 19 単独 ＳＵＭＭＩＴ　ＴＲＡＤＩＮＧ　ＣＯ　ＬＬＣ 黒毛和牛/カレールー/インスタント袋麺（スープ付き） 畜産品・畜産加工品 海外

＜オープンスペース枠＞

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
ドバイへの
輸出経験

31 1 単独 東北・食文化輸出推進事業協同組合 プレミアム山ブドウジュース/ その他飲料 宮城県 無

32 2 単独 第一食品株式会社
業務用大福アイス（バニラ）、MOCHIMOREティラミス、
みもな～春味～いちごアイス＆ホワイトチョコソース

乳製品 新潟県

33 3 単独 丸山製茶株式会社 抹茶/ほうじ茶/茶葉 茶 静岡県

34 4 単独
ＡＧＲＩＳＴＲＥＡＭ　ＫＩＭＵＲＡ　ＦＡＲＭ

株式会社
フルーツシート、フルーツ餡、柚子コンフィチュール その他加工食品 宮崎県

35 5 単独 株式会社ヒガシマル 侍ラーメン２人前、有機きな粉抹茶 健康志向食品 鹿児島県

＜ニューチャレンジャー枠＞

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
ドバイへの
輸出経験

36 1 単独 坂田薬品株式会社 栗の渋皮煮/黒糖茶 健康志向食品 熊本県 無

ZA’ABEEL PLAZA

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
ドバイへの
輸出経験

37 1 単独 株式会社　神明 富山コシヒカリ/宮城ひとめぼれ
米・米加工品

（アルコール飲料除く）
東京都

38 2 単独 近藤貿易株式会社
照焼のたれ（アルコール抜き）/ゆず酢/明太子（アル

コール抜き）
調味料 東京都

39 3 単独 株式会社アジチファーム
グルテンフリーソイケーキ/米麵ラーメン/お米のおか

ゆ
米・米加工品

（アルコール飲料除く）
福井県 無

40 4 単独 原田産業株式会社 魚干物 水産加工品 大阪府 無

- 5 代表 ひょうごの美味し風土拡大協議会 - 取りまとめのみ 兵庫県

41 5-1 孫 有限会社こやま園
有機　丹波 こやま園　なた豆茶　プレミアム/有機　丹

波 こやま園　なた豆茶　スモール
健康志向食品 兵庫県 無

＜通常出品枠＞
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＜オープンスペース枠＞

通し
番号

No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域
ドバイへの
輸出経験

42 1 単独 株式会社一ノ蔵 再仕込醤油　醤/搾りたて生醤油　香 調味料 香川県 無

43 2 単独 小平株式会社 白玉 その他加工食品 鹿児島県 無

44 3 単独 ホクトマレーシア ブナシメジ/まいたけ/ブナピー 青果物 海外 無


