
添付資料

通し

番号
No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域

小間数

本見本市

初出品

米国へ

未輸出

1 1 単独 株式会社八葉水産
わかめサラダ胡麻ラー油大辛　無着色、三陸釜茹でめかぶ　別添ダレ、美潮

音（オーシャンわかめソース）
水産品・水産加工品 宮城県 1

2 2 単独 イトウ製菓株式会社
5つの無添加素材だけで作ったビスケット、カルケットサンド ごま、ラング

リーバニラクリーム
菓子 東京都 1 〇

3 3 単独 尾西食品株式会社 寿司キット、携帯おにぎり 五目おこわ、ライスクッキー 抹茶味
米・包装米飯（米加工品・アルコール

飲料除く）
東京都 1

4 4 単独 株式会社海神貿易 日本産米、日本産和牛
米・包装米飯（米加工品・アルコール

飲料除く）
東京都 1

5 5 単独 カネク株式会社 刻み生ゆず、生ゆずしぼりたて、かぼすしぼりたて 調味料 東京都 1

6 6 単独 株式会社三陸コーポレーション 三陸フィッシュソーセージ 水産品・水産加工品 東京都 1 〇

7 7 代表 一般社団法人全日本菓子輸出促進協議会 - 菓子 東京都 3

8 7-1 孫 株式会社ハート 玩具菓子 菓子 東京都 -

9 7-2 孫 セイカ食品株式会社 ボンタンアメ 菓子 鹿児島県 -

10 7-3 孫 株式会社ギンビス ビスケット 菓子 東京都 -

11 7-4 孫 株式会社エイワ マシュマロ 菓子 東京都 -

12 8 単独 株式会社エスアールフーズ にんにく天 その他加工食品 埼玉県 1 〇

13 9 単独 株式会社宮野食品工業所 塩豆大福、豆大福、抹茶大福、コーヒー大福、マンゴー＆ココナッツ大福 菓子 新潟県 1

14 10
単独

OP
株式会社山本かじの かじの 元祖十割そば その他加工食品 長野県 0.5

15 11 単独 株式会社サンクゼール
グルテンフリー　柿の種　柚子味、グルテンフリー・ノンフライ 海鮮おせん

べい
菓子 長野県 1

16 12
単独

OP
カメヤ食品株式会社 おろし本わさび、わさびふりかけ 調味料 静岡県 0.5

17 13
単独

OP
カネイ一言製茶株式会社 ドリップほうじ茶、静岡抹茶、ほうじ粉末茶 茶 静岡県 0.5 〇

18 14 単独 株式会社平松食品 TERIYAKI- FISH jelly 「まぐろ明太じゅれ」 水産品・水産加工品 愛知県 1

19 15
単独

OP
ヤマダイ食品株式会社 オクラごま和え、キンピラごぼう、ほうれん草白和え その他加工食品 愛知県 0.5 〇

20 16
単独

OP
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）
その他加工食品 京都府 0.5 〇

21 17
単独

OP
株式会社丸や 舞妓はんひぃ～ひぃ～ラー油、舞妓はんひぃ～ひぃ～一味 調味料 京都府 0.5 〇

22 18 単独 六甲バター株式会社
本わさび入りスモークチーズ50g、徳用キャンディーチーズ130g、フロマ

ジュエル濃厚ショコラ
乳製品 兵庫県 1 〇

23 19 単独 モチクリームジャパン株式会社 ソイモチクリーム 菓子 兵庫県 1 〇

24 20 代表 クラウン貿易株式会社 - その他加工食品 兵庫県 1 〇

25 20-1 孫 株式会社岸田商会 柚子のめぐみ 調味料 山口県 - 〇

26 20-2 孫 有限会社奥出雲薔薇園 ローズシロップ 調味料 島根県 - 〇

27 21 単独 中田食品株式会社 完熟南高梅酒の原酒、完熟南高梅クーリ、特選紀州南高梅　本漬け梅干 アルコール飲料 和歌山県 1 〇

28 22 単独 築野ライスファインケミカルズ株式会社 食用こめ油100% 調味料 和歌山県 1

29 23
単独

OP
友田セーリング株式会社 紅ズワイガニ　スチーム上肉、骨までさばのほぐし身(NW)、カニ味噌 水産品・水産加工品 鳥取県 0.5 〇

30 24
単独

OP
徳永製菓株式会社 Soy snacking 竹炭、Soy snacking 抹茶、Soy snacking わさび 菓子 広島県 0.5

31 25
単独

OP
株式会社タナカショク

豆腐ジャーキー　百三珍、豆腐燻製スティック　百二珍 （醤油味）、土佐伝

承豆腐　百一珍 （醤油味）
その他加工食品 高知県 0.5 〇

32 26 単独 北川村ゆず王国株式会社 ゆず果汁900ml、高知県産ゆず果汁18.5㎏ その他加工食品 高知県 1 〇

33 27 単独 株式会社高橋商店 ゆずスイートチリソース、生姜ゆずシロップ、冷凍ゆず果汁 その他加工食品 福岡県 1

34 28 単独 株式会社七尾製菓 クリームサンドイチゴ、フレンチ抹茶パピロ、生姜せんべい 菓子 福岡県 1

35 29
単独

OP
株式会社アイル ベジート その他加工食品 長崎県 0.5 〇 〇

36 30
単独

OP
有限会社　近藤養蜂場 大人のレモネード、ゆず茶、生姜蜂蜜漬 その他加工食品 大分県 0.5 〇

37 31 単独 株式会社モミキ
VEGAN　黒にんにくうまみたれ　にんにく風味、VEGAN　黒にんにくホッ

トソース
その他加工食品 宮崎県 1

38 32 単独 株式会社鰻楽 うなぎ蒲焼、うなぎ白焼 水産品・水産加工品 宮崎県 1 〇

39 33
単独

OP
道本食品株式会社 干しいも、たくあん、野菜ミックス その他加工食品 宮崎県 0.5

40 34
単独

OP
大山食品株式会社 柚子ホットソース　マーシー、アミノ黒酢、綾の有機黒玄米酢 調味料 宮崎県 0.5

41 35 単独 株式会社杉本商店 九州産しいたけ冬菇（どんこ）70g、高千穂郷産しいたけ徳用大中葉70g その他加工食品 宮崎県 1 〇

42 36
単独

OP
農業生産法人株式会社かぐらの里 SHIROMI YUZU SYRUP 、SHIROMI YUZU 100% 、青ゆずこしょう その他飲料 宮崎県 0.5 〇
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