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連番 地域 企業名 カテゴリ

1 北海道 有限会社永見
ママに選んでほしいだし

パック
調味料類

2 北海道 有限会社澤田米穀店
ライスチップス（プレーン

味）
ライスチップス（海鮮味）

ライスチップス（黒糖きな

こ味）
菓子類

3 青森県 有限会社　柏崎青果 黒にんにく親孝行 黒にんにくピューレ スライスごぼう 笹切り その他加工食品

4 青森県 フードアドバンス株式会社
活イカレバ刺し（イカ肝ル

イベ）
寒流トロイワシIQF 黒にんにくスキンレス 水産物・水産加工品

5 青森県 株式会社富士清ほりうち 青森窯出しアップルパイ
青森すりおろしりんごのバ

ウムクーヘン

青森林檎のベイクドチーズ

ケーキ（5個）
菓子類

6 岩手県 株式会社べアレン醸造所
ベアレン　ザデイ　イノ

ベーションレッドラガー

ベアレン ザデイ トラッド

ゴールドピルスナー
ベアレン　ドライサイダー 酒類

7 岩手県 岩手銘醸株式会社 奥州ノ龍 特別純米酒 奥州ノ龍 純米吟醸 奥州ノ龍 純米大吟醸 酒類

8 岩手県 不二家乳業株式会社 ミルキーソフト チョコソフト 抹茶ソフト 乳製品

9 岩手県 株式会社ひろの屋 冷凍うに(Pack) 冷凍うに(つぼぬき) 蒸しうに 水産物・水産加工品

10 宮城県 本田水産株式会社 殻付かき たこ飯のもと 金華真穴子（のり巻き用） 水産物・水産加工品

11 宮城県 株式会社　八葉水産 美潮音　わかめソース
美潮音　わかめソース　ゆ

ず風味

美潮音　わかめソース　生

七味
水産物・水産加工品

12 宮城県 にほん海洋牧場株式会社 銀鮭 冷凍トリムC 銀鮭 冷凍トリムE 水産物・水産加工品

13 秋田県 株式会社稲庭うどん小川 稲庭うどん業務用１kg 稲庭うどん
北海道産小麦100％使用 稲

庭うどん
その他加工食品

14 山形県 有限会社絣屋
りんごと糀のチーズクリー

ム大福
さくら大福 抹茶わらび餅 菓子類

15 山形県 有限会社　玉谷製麺所 サクラパスタ 雪結晶パスタ 月山麦切り その他加工食品

16 福島県 株式会社宝来屋本店 百年糀のあまざけ 醤油こうじ ふわっと糀みそ500g 米・米加工品

17 茨城県 株式会社柴沼醤油インターナショナル 減塩10％小袋醤油5ml 非加熱キムチソース1L
煎りたて胡麻ドレッシング

1L
調味料類

18 栃木県 天鷹酒造株式会社 はちみつのお酒 旨辛 天鷹 有機純米 天鷹 酒類

19 栃木県 西堀酒造株式会社 愛米魅 ゆず酒 門外不出 純米吟醸 55
門外不出 純米大吟醸

CLEAR BREW
酒類

20 群馬県 株式会社　北毛久呂保 こんにゃく焼きそば2食入り
わらび餅風こんにゃく【琥

珀】
その他加工食品

21 群馬県 浅間酒造株式会社 純米大吟醸 秘幻 禮 純米大吟醸 八ッ場の風 浅間山 純米 大辛口 酒類

22 群馬県 株式会社　アイエー・フーズ
仮）こんにゃくパスタ

（フェットチーネ）
J-konjac 和風スープ 桃の雫 こんにゃくゼリー その他加工食品

23 埼玉県 ㈱都平昆布海藻 昆布と鰹UMAMI出汁 北海道無添加汐昆布 あつば昆布 水産物・水産加工品

24 埼玉県 笛木醤油株式会社 ぽん酢しょうゆ 再仕込生醤油 春夏秋冬のだしの素 調味料類

25 千葉県 株式会社小林海苔店 業務用海苔 小売用海苔 味付海苔 水産物・水産加工品

26 千葉県 株式会社カネヤマ 冷凍サバ イワシ しめさば 水産物・水産加工品

27 千葉県 千葉県漁業協同組合連合会 キンメダイの姿煮 メヒカリの唐揚げ レンジでポン！ハマグリ 水産物・水産加工品

28 千葉県 日本サーナ㈱ ORGANIC MATCHA 茶

29 東京都 吉開産業株式会社 白いたい焼き カスタード
もっちりワッフル バニラカ

スタード
菓子類

30 東京都 株式会社FLAP 極蜜熟成やきいも その他加工食品

31 東京都 尾西食品株式会社 アルファ米
アルファ米 携帯おにぎり 五

目おこわ
米・米加工品

WEB商談会「バンコク日本産農水産物・食品輸出商談会」

出品者リスト

主要出品物



32 東京都 東邦物産株式会社 ハマチフィーレ 玉冷ほたて 醤油いくら（鱒・鮭） 水産物・水産加工品

33 東京都 株式会社ショクリュー 冷凍魚 冷凍加工品 水産物・水産加工品

34 東京都 宮坂香料株式会社 柚子フレーバー 黒蜜フレーバー ほうじ茶フレーバー その他加工食品

35 東京都 丸善食品工業株式会社 旨焚きラーメンスープ豚骨 旨焚きラーメンスープ醤油 その他加工食品

36 東京都 株式会社船昌 蔵出し熟成ベニーモ 青果物

37 東京都 ユーキトレーディング株式会社 東京美人-淡麗純米大吟醸 東京美人-淡麗 吟醸 東京美人- 純米 吟醸 酒類

38 東京都 横井醸造工業株式会社 金将 江戸丹念酢 珠玉 調味料類

39 東京都 株式会社エーキャンバス まるごとみかんゼリー
オーガニックさつまいも

『安納芋』
柿（種無し） 青果物

40 東京都 マルハニチロ株式会社 北海道産帆立貝柱
レンジで簡単煮魚シリーズ

鯖の味噌煮
生鮮マグロ 水産物・水産加工品

41 東京都 木徳神糧株式会社 無洗米 新潟コシヒカリ 米・米加工品

42 東京都 金印物産株式会社 SH-100 わさび塩
RW-21 金印生おろしわさび

43g
FW-20 北海道生おろし山葵 その他加工食品

43 東京都 ヤマダイ食品株式会社
国産ほうれん草の焙煎胡麻

和え
元気ナムル!茨城小松菜

揚げ茄子とインゲンの和風

生姜あんかけ
その他加工食品

44 東京都 ADIATE株式会社
KEYS&BRICKS PREMIUM

SHOT

KEYS&BRICKS PREMIUM

SHOT MANGO

KEYS&BRICKS PREMIUM

SHOT SHISO
酒類

45 東京都 オーガニック日本茶専門店RICCO
こどもとたのしむ有機茶

Kids TEA

有機ほうじ茶と有機玄米茶

のセット
茶

46 東京都 株式会社ダイショー ラーメン２種 海鮮鍋スープ３種 VEGAN スープ ３種 調味料類

47 東京都 株式会社　極洋 冷凍原魚 完全養殖/養殖鮪ラウンド 冷凍ホタテ貝柱 水産物・水産加工品

48 東京都 株式会社天乃屋 姫丸 姫丸わさび味 菓子類

49 東京都 株式会社バイル・エフ まなこころ 青果物

50 神奈川県 鎌倉山納豆株式会社 鎌倉小粒 鎌倉大粒 小粒鉢 その他加工食品

51 神奈川県 株式会社ナチュレ ももゼリー りんごゼリー はちみつ梅干 その他加工食品

52 神奈川県 日本精塩株式会社 彩塩30g柚子塩
日精のク～ちゃん天日塩

650g
クッキングソルト800g 調味料類

53 新潟県 株式会社三忠
新潟コロッケ（スイートポ

テト）
新潟コロッケ（おから） その他加工食品

54 新潟県 今代司酒造株式会社 錦鯉 IMA 牡蠣のための日本酒
ブラック今代司 極辛口純米

酒
酒類

55 新潟県 マルタスギヨ株式会社 甘酒 はつみち入り 甘酒 濃縮タイプ 清涼飲料水

56 福井県 株式会社武生製麺
業務用越前五割そばPC5-

100
その他加工食品

57 福井県 株式会社　小浜酒造 純米わかさ 純米吟醸わかさ 純米華の郷 酒類

58 福井県 株式会社米五 越前蔵 越前鍋味噌 そば味噌 調味料類

59 福井県 株式会社エコファームみかた 梅BENICHU20 酒類

60 長野県 軽井沢ブルワリー株式会社 軽井沢 香りのクラフト 柚子 THE軽井沢ビール ヴァイス THE軽井沢ビール クリア 酒類

61 長野県 喜久水酒造株式会社 猿庫の泉 純米生酛原酒 風越 こだわり梅原酒 酒類

62 岐阜県 株式会社鈴木栄光堂 日本の幸 海鮮お好み 130g
英字ビスケット（乳酸菌入

り）100g
牛乳ウエハース 菓子類

63 静岡県 佐々木製茶株式会社 抹茶T-60 ほうじ茶パウダー お茶パウダー 茶

64 静岡県 丸山製茶株式会社 抹茶 ほうじ茶パウダー
ペットボトル向け日本茶原

料
茶

65 静岡県 トライ産業株式会社 刺身用超低温冷凍マグロ 水産物・水産加工品

66 静岡県 MATCHA KAORI JAPAN株式会社
オーガニック抹茶35g プレ

ミアム 缶入り茶さじ付き

オーガニック抹茶 スティッ

クタイプ セレモニアル

オーガニック煎茶（抹茶

入）ティーバック
茶



67 静岡県 株式会社マルモ森商店 夏の煎茶ティーバッグ
煎茶＋レモングラス ティー

バッグ 3g x 10個

焙じ茶＋生姜ティーバッグ

3gｘ10個
茶

68 静岡県 ヤマヤ醤油有限会社 発酵旨味オイル 給食の味噌（白） 調味料類

69 愛知県 株式会社サンコー 玄米雑穀クラッカー おから入り揚げあられ
さくさくポンせんさつまい

も
菓子類

70 愛知県 ヤマサちくわ株式会社 上揚半 野菜ソフト ちくわラー油 水産物・水産加工品

71 愛知県 株式会社葵製茶 茶道用抹茶 加工用抹茶 有機加工用抹茶 茶

72 愛知県 株式会社南山園 飲用 西尾の抹茶 食品加工用 西尾の抹茶 ほうじ茶パウダー 茶

73 愛知県 株式会社タクマ食品 アボカド＆チーズカシュー 銀座カレーカシュー わさびカシュー 菓子類

74 愛知県 佐藤醸造株式会社 みそスコ 天然醸造 無添加 豆味噌 本搾醤油 尾張 調味料類

75 愛知県 株式会社いづ藤漬物舗 守口漬 瓜漬 その他加工食品

76 三重県 株式会社メンズワーフ そば侍（つゆ付き） そうめん侍（つゆ付き） その他加工食品

77 三重県 株式会社TA西村 凍眠冷凍伊勢海老
活桃こまち牡蠣・冷凍桃こ

まち牡蠣
作・酒粕漬け骨取り鯖 水産物・水産加工品

78 三重県 有限会社若松屋 さつまあげ はんぺい 万能調味料 水産物・水産加工品

79 三重県 株式会社交洋 冷凍ハマチフィレ 冷凍ホタテ貝柱 赤魚骨取切身 水産物・水産加工品

80 三重県 尾鷲物産株式会社 養殖生鮮ブリトロ 養殖生鮮ブリ背ロイン 水産物・水産加工品

81 三重県 ㈱萬来トレーディングコンサルタント 萬来豆乳 香味塩わさび 香味塩ゆず その他加工食品

82 三重県 有限会社　山藤 焼き串ひもの 水産物・水産加工品

83 滋賀県 木村水産株式会社 あゆの塩焼き 小鮎の唐揚げ 水産物・水産加工品

84 京都府 株式会社　美十 東京さくさくショコラ 菓子類

85 京都府 甘利香辛食品株式会社 CAカレーパウダーゴールド 直火焼カレールウ
Natural Basic shichimi

300g
調味料類

86 大阪府 アドバンス株式会社 黒毛和牛内臓肉1頭セット 畜産物

87 大阪府 株式会社エス・トラスト
北海道こどもソーメン にん

じん

和ごころーるカステラ（宇

治抹茶）

至福のバウムクーヘン プ

レーン
菓子類

88 大阪府 株式会社CHOKA'S 赤ちゃんのたまごボーロ 赤ちゃんそうめん 焼きめざし 菓子類

89 大阪府 株式会社日本セーラ セーラ・朝食酵素ドリンク 焙煎まるまる食べ茶の極み 清涼飲料水

90 大阪府 オアシス株式会社 日式 醤油ラーメン やきそば 5P入り 勹果「紀州南高梅」 その他加工食品

91 兵庫県 株式会社Asia-Pacific Produce
兵庫県室津産生食用殻付き

牡蠣
兵庫県室津産活牡蠣 水産物・水産加工品

92 兵庫県 株式会社エドデザインワークス
ビューティーソイソース ブ

ルーベリー

ビューティーソイソース ラ

ズベリー

ビューティーソイソース 洋

ナシ
調味料類

93 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 Half Shell Oyster 水産物・水産加工品

94 兵庫県 株式会社西山酒造場 小鼓 路上有花 桃花 丹波 深山ぶどう 丹波 深山白ぶどう 酒類

95 奈良県 株式会社　SAMURAI SUMMIT 有機甘藷 有機甘藷ペースト おしゃぶー 青果物

96 和歌山県 有限会社鮮魚の達人 紀州梅まだい 海桜鮪 足赤えび（クマエビ） 水産物・水産加工品

97 和歌山県 築野食品工業株式会社 こめ油500g こめ油1500g 山椒香味油 97g 調味料類

98 和歌山県 カネナカ水産株式会社 だてまぐろ うに 鮮魚全般 水産物・水産加工品

99 島根県 株式会社森本商会 カット干し柿（ひとは柿） ドライいちじく 干し柿（西条柿） その他加工食品

100 島根県 株式会社　SOL JAPAN 高鮮度凍結 鮮魚BOX 水産物・水産加工品

101 岡山県 國和産業株式会社 やま柿 柿巻き 柿巻（丸）業務用 菓子類



102 岡山県 菊池酒造株式会社 燦然 純米大吟醸 雄町50 燦然 特別純米 雄町 燦然 本醸造 酒類

103 岡山県 有限会社　米酒センター平松
HARERU ハレル ゆずとミン

ト
大吟醸 伊七 日本酒仕込梅酒 香春梅 酒類

104 岡山県 室町酒造株式会社 純米吟醸 佐近 純米吟醸 備前幻 甘熟とろける清水白桃酒 酒類

105 岡山県 三冠酒造有限会社 三冠 雄町純米酒 三冠 雄町純米吟醸酒 朝日純米吟醸 酒類

106 広島県 食協株式会社
すっきり美人のGABA玄米もち

麦ごはん（プレーン）

すっきり美人のGABA玄米もち

麦ごはん（ちりめんしょう

が）

すっきり美人のGABA玄米もち

麦ごはん（ひじき大豆）
米・米加工品

107 広島県 田中食品株式会社 無添加ふりかけ 海苔 ごはんにまぜて 6色野菜 ソフトふりかけ いか昆布 その他加工食品

108 広島県 株式会社あじかん 冷凍厚焼玉子 刻みきんし 丼用玉子とじ その他加工食品

109 香川県 株式会社味のちぬや
むらさきいもと甘栗のコ

ロッケ

北海道産きたあかりのコ

ロッケ
その他加工食品

110 香川県 Japan Fruits Channel シャインマスカット 紅ハルカ ふじリンゴ 青果物

111 愛媛県 梅美人酒造株式会社 純米大吟醸 梅美人 みかんのお酒 媛麗 梅美人の梅酒 酒類

112 愛媛県 株式会社オカベ 玉子ガニ あごだしの素 味付け食べる煮干し 水産物・水産加工品

113 福岡県 株式会社　若山食品 からし高菜高菜漬 生姜 高菜漬 ごま高菜 その他加工食品

114 福岡県 イートジャパン株式会社
鮮魚（マグロ、はまち、タ

イ、他）
冷蔵牛肉(和牛) 畜産物

115 福岡県 株式会社七尾製菓 フレンチ抹茶パピロ クリームサンド抹茶 生姜せんべい 菓子類

116 福岡県 イー・エクスプレス商事株式会社 楽路 900ml 清酒 特選 梅ヶ枝 純米吟醸 芋焼酎 とっとって 20度 酒類

117 福岡県 株式会社　大石茶園 グリーンティーパウダー 日本抹茶 有機ほうじ茶パウダー 茶

118 福岡県 ナカモト商事株式会社 阿蘇ミルク 乳製品

119 福岡県 兼松株式会社 味付けばい貝 あわび煮貝 瓶詰 菓子類

120 福岡県 柳川冷凍食品株式会社 スリミサラダ 海鮮アヒージョ風パスタ 海鮮レモンペッパーパスタ 水産物・水産加工品

121 佐賀県 株式会社まんてん ごまドレッシング ごまドレッシング 辛口 すりごまラー油 ごまにあ 調味料類

122 大分県 株式会社　ファインド・ニューズ メキシカンバジルソース ぷちぷち柚子マスタード フレッシュバジルソース 調味料類

123 大分県 中和国際株式会社 豊の寒梅 龍梅純米吟醸 時の旅人 麦 酒類

124 大分県 株式会社日田天領水 日田天領水 500ml おうどびー極薫 清涼飲料水

125 宮崎県 大山食品株式会社
柚子ホットソース「マーシ

―」
調味料類

126 宮崎県 株式会社　杉本商店
九州産しいたけ冬菇（どんこ）

70g【椎茸料理レシピ付】

高千穂郷産しいたけ徳用大中

葉70g 【椎茸料理レシピ付
九州産本格椎茸粉 その他加工食品

127 宮崎県 有限会社　K&A もちピザシート 米・米加工品

128 宮崎県 株式会社MOMIKI
黒風–KUROKAZE – （へべ

す黒生姜シロップ）

VEGAN 黒にんにくうまみ

ガーリックソース
うまいから食べてみて その他加工食品

129 宮崎県 株式会社落合酒造場 一ッ葉 風の梟 利平GINGER 酒類

130 鹿児島県 有限会社 　かごしま有機生産組合

地球畑のオーガニックベ

ビーフード 鶏と有機野菜の

おかゆ

人参ジュース
有機野菜のおやつ　コロっ

ぴ
青果物

131 鹿児島県 鹿児島製茶株式会社 粉末緑茶 水出し緑茶ティーバッグ 抹茶ファーストクラス 茶

132 鹿児島県 株式会社お茶の沢田園 有機ほうじ茶パウダー 有機抹茶 有機玉露抹茶 茶

133 沖縄県 沖縄トレーディング株式会社 黒豚 和牛 畜産物

134 海外 CHOYA UMESHU SOUTH EAST ASIA PTE LTD ザ・チョーヤ1年 ザ・チョーヤ3年 ザ・チョーヤ至極の梅 酒類


