
通し番号 No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域

1 1 単独 エビコー株式会社 調味いくら 水産品・水産加工品 北海道

２ ２ 単独 有限会社　柏崎青果
黒にんにく親孝行　150ｇ、スライスごぼう　笹
切り、黒にんにくピューレ80ｇ

その他加工食品 青森県

３ ３ 単独 小野食品株式会社
市販用商品　イワシ梅煮　他6品、サケ照焼　小
口切、ブリ照焼

水産品・水産加工品 岩手県

4 ４ 単独 有限会社うしちゃんファーム 日本短角種：岩手の赤身和牛 畜産品・畜産加工品 宮城県

5 ５ 単独 株式会社ヤマナカ
冷凍殻付牡蠣、冷凍ほたて貝柱、冷凍生ワタリ
ガニ

水産品・水産加工品 宮城県

6 6 代表 一般社団法人山形県国際経済振興機構 - 出品物なし（取りまとめのみ） 山形県

7 6-1 孫 株式会社山形飛鳥
プレミアムいか塩辛（赤）、いかのおさしみと
明太、ヤリイカソーメンバラ

水産品・水産加工品 山形県

8 6-2 孫 株式会社山形県食肉公社 総称　山形牛 畜産品・畜産加工品 山形県

9 ７ 単独 全農　茨城県本部
さしま茶　粉末緑茶・粉末ほうじ茶、れんこん
チップス

茶 茨城県

10 8 代表 栃木県 - 出品物なし（取りまとめのみ） 栃木県

11 ８-1 孫 株式会社おばねや
若採り里ごぼう（かつお味）、若採り里ごぼう
（しょうゆ味）、あっさり梅ごぼう

その他食品 栃木県

12 ８-2 孫 東京拉麺株式会社
東京拉麺　チキン味、ミニカップ　ぺペロンチー
ノ、アニマルフリーしんちゃん豚骨ラーメン５食パッ
ク

その他食品 栃木県

13 ９ 単独 株式会社アドット 帆立貝ひものキムチ味 水産品・水産加工品 埼玉県

14 10 代表 株式会社ペリカン 全脂脱臭大豆粉 その他食品 埼玉県

15 10-1 孫 株式会社大昌貿易行 ホタテ 水産品・水産加工品 東京都

16 11 代表
千葉ブランド農水産物・食品輸出協議

会
- 出品物なし（取りまとめのみ） 千葉県

17 11-1 孫 秀和産業株式会社 梅甘露煮、金柑甘露煮、生柿ペースト その他食品 千葉県

18 11-2 孫 株式会社玉正 成田黄金漬なでしこセット その他食品 千葉県

19 11-3 孫 千葉県酒類販売株式会社
ちばのめぐ実　梨スパークリングワイン、甲子
純米吟醸

アルコール飲料 千葉県

20 11-4 孫 都一株式会社 ゆでうどん　１食、中華そば その他食品 千葉県

21 11-5 孫 株式会社やますインターナショナル
千葉焼ねぎ地味噌、ラデュグーテ　抹茶ラテ、
房州ひじき

その他食品 千葉県
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22 12 代表 全日本菓子輸出促進協議会 - 出品物なし（取りまとめのみ） 東京都

23 12-1 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、 菓子 東京都

24 12-2 孫 株式会社ギンビス しみチョココーン、アスパラガス ビスケット 菓子 東京都

25 12-3 孫 株式会社黄金糖 黄金糖130g 菓子 大阪府

26 12-4 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、カラオケマイクラムネ

菓子 大阪府

27 12-5 孫 株式会社扇雀飴本舗
はちみつ100%のキャンデー、ソフトクリーム
キャンデー

菓子 大阪府

28 12-6 孫 ノーベル製菓株式会社 キャンデー 菓子 大阪府

29 12-7 孫 株式会社中島大祥堂 菓織エアリークレープ 宇治抹茶、 菓子 大阪府

30 12-8 孫 丸京製菓株式会社 5個栗入りどらやき、 菓子 鳥取県

31 13 単独 株式会社ＧＯＴ　ｊａｐａｎ 金目鯛、北海道産ウニ、マグロ 水産品・水産加工品 東京都

32 14 単独 ジャパンホートビジネス株式会社 花咲しぐれ、つまみ揚げ 水産品・水産加工品 東京都

33 15 単独 (株)ショクリュー
日本産冷凍水産物各種、日本産　天然/養殖　鮮
魚各種、日本産加工水産物各種

水産品・水産加工品 東京都

34 16 代表 株式会社　日本政策金融公庫 - 出品物なし（取りまとめのみ） 東京都

35 16-1 孫 株式会社　アイエー・フーズ
J-Konjac こんにゃくヌードル（和風スープ）、J-Konjac
粒々こんにゃくスープ（完熟トマト）、果実の雫　こん
にゃくゼリー　アソート

その他食品 群馬県

36 16-2 孫 株式会社岩渕畜産 しあわせ牛 畜産品・畜産加工品 千葉県

37 17 単独 株式会社サングローブフード ぶどう、もも、さつまいも 青果物 東京都

38 18 単独 株式会社日本農業 りんご、さつまいも 青果物 東京都

39 19 単独 ハナマルキ株式会社
液体塩こうじ、だし入りおかあさん、信州白み
そ

調味料 東京都

40 20 単独 日本ビール株式会社 レモンビール、赤濁、有機農法富士ビール アルコール飲料 東京都

41 21 単独 株式会社日山畜産 日本国産牛 畜産品・畜産加工品 東京都

42 22 単独 株式会社ベルインターナショナル
オリヒロ　蒟蒻ゼリー、オリヒロ　国産オーガ
ニック青汁、オーガニックルイボスティー

その他食品 東京都

43 23 単独 北陸製菓株式会社
みんなのビスケット 50g、90g素材でカラダ想い
ソイタルト、ぐでたまプリントビスケット　70g

菓子 石川県
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44 24 単独 株式会社亀商 越前蟹 水産品・水産加工品 福井県

45 25 単独 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

その他食品 福井県

46 26 単独 有限会社エバーグリーン 抹茶、抹茶ラテ、煎茶 茶 静岡県

47 27 単独 株式会社　田丸屋本店 静岡本わさび 瑞葵 その他食品 静岡県

48 28 単独 丸山製茶株式会社
日本茶(煎茶・茎茶・玄米茶・ほうじ茶・玉緑茶・粉末緑
茶)、抹茶、丸山製茶ティーバック（煎茶、有機煎茶、玄
米茶） 2g x 20pc

茶 静岡県

49 29 単独 マルサンアイ株式会社 だし入りみそ1㎏ 調味料 愛知県

50 30 単独 あづまフーズ株式会社
たこわさび、ほたるいか沖漬、コラーゲンビー
ズ

水産品・水産加工品 三重県

51 31 単独 月桂冠株式会社
キレイ梅酒300mL壜詰、キレイ桃酒300mL壜
詰、特撰300mL壜詰ケース入

アルコール飲料 京都府

52 32 単独 株式会社茜丸 茜丸　ゆずあん１K 菓子 大阪府

53 33 単独 株式会社大阪ぎょくろえん グリーンティー 茶 大阪府

54 34 単独 株式会社大水 さば、ツバス 水産品・水産加工品 大阪府

55 35 単独 フロンティア株式会社 たべられるアート その他食品 大阪府

56 36 単独 株式会社和田萬 国産黒ごまペースト その他食品 大阪府

57 37 単独 日泰通商株式会社
ハーフシェルオイスター、くず餅（抹茶）、わ
らび餅（きな粉）

水産品・水産加工品 兵庫県

58 38 代表
和歌山県農水産物・加工食品輸出促進

協議会
- 出品物なし（取りまとめのみ） 和歌山県

59 38-1 孫 マルヤマ食品株式会社
料理用しそ漬梅干「パラパラ梅」、和歌山県産うす
塩白梅肉、梅の実入りゼリー「梅の実ころころ」

その他食品 東京都

60 38-2 孫 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、素材そのままマーマレード　あまなつ

その他飲料 和歌山県

61 38-3 孫 株式会社　木の国 冷凍フルーツミックス その他食品 和歌山県

62 38-4 孫 中田食品株式会社 梅酒、梅干し アルコール飲料 和歌山県

63 38-5 孫 株式会社　南高梅ワールド 梅ジャム、梅シロップ、南高梅干 その他飲料 和歌山県

64 39 単独 堂本食品株式会社 青のり　わかめ入り 水産品・水産加工品 広島県

65 40 単独 株式会社小谷穀粉
ニューファミリー煎茶2ｇ×20袋、ニューファミリー
玄米茶2ｇ×20袋、ニューファミリーほうじ茶2ｇ×
20袋

茶 高知県
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66 41 代表 高知県水産物輸出促進協議会 - 出品物なし（取りまとめのみ） 高知県

67 41-1 孫 興洋フリーズ株式会社 金目鯛フィレ　寿司ネタ等、ウツボたたき 水産品・水産加工品 高知県

68 41-2 孫 道水中谷水産
黒潮本マグロ(赤身・中トロ・大トロ各150g)リ
キッド凍結パック

水産品・水産加工品 高知県

69 42 単独 株式会社福永産業
北海道産「神居牛（かむいぎゅう）」、鹿児島
県産黒毛和牛「鹿児島和牛」

畜産品・畜産加工品 福岡県

70 43 単独 五木食品株式会社 海外用3食焼そば その他食品 熊本県

71 44 単独 日田天領水
日田天領水、特別純米酒日田天領水使用”西の誉”35度
長期樫樽貯蔵”おうとび一極薫（ごっくん）”

その他飲料 大分県

72 45 単独 大山食品株式会社
マーシー（液体柚子胡椒）、こんにゃく、アミ
ノ黒酢

調味料 宮崎県

73 46 単独 鹿児島製茶株式会社
有機抹茶First-class、有機抹茶Economy、焙茶
パウダー

茶 鹿児島県

通し番号 No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域

74 NC-1 単独 株式会社富士清ほりうち
青森林檎のベイクドチーズケーキ、もぎたて絞
りりんごジュース、ハツユキリンゴ

菓子類 青森県

＜ニューチャレンジャー枠＞
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