
No 企業名 都道府県 出品物

1 株式会社ニトリパブリック 北海道 千歳鶴、大吟醸暖簾ラベル

2 ADIATE株式会社 東京都
Keys and Bricks Premium Shot（日本産クラフトウォッカ）、Keys and 
Bricks Premium shot  MANGO、Keys and Bricks Premium Shot 
SHISO

3 EMZ株式会社 東京都 玉箒 岐、玉箒 岐 純米大吟醸原酒、玉箒 岐 純米大吟醸原酒

4 株式会社ソリスマーケティング 東京都 羅生門 龍寿

5 皇国晴酒造株式会社 富山県 幻の瀧純米吟醸、幻の瀧柚子酒、富の山

6 日工株式会社 静岡県 富士錦 日本酒、マルカワ有機みそ、大徳有機醤油

7 花の舞酒造株式会社 静岡県 花の舞限定純米大吟醸720ml、花の舞蔵元純米梅酒、花の舞本醸造つう

8 公益財団法人大阪産業局 大阪府 取りまとめ団体

9 チョーヤ梅酒株式会社 大阪府
THE CHOYA Single Year 至極の梅、THE CHOYA Single Year 720ml、
THE CHOYA Aged 3 Years 720ml

10 株式会社モトックス 大阪府
原田弦月無濾過純米吟醸、庵（あん） 備前雄町 特別純米、べんてん 山羽
音 純米吟醸

11 ハイネセン株式会社 大阪府 瀧自慢 純米大吟醸匠35

12 日本盛株式会社 兵庫県 惣花 純米吟醸720ml、大吟醸720ml、特撰1.8L

13 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

14 中田食品株式会社 和歌山県 こだわり梅酒、桃姫、Cask Strength Umeshu

15 中野BC株式会社 和歌山県 CRAFT GIN -KOZUE-、長久 本醸造、KISHU UMESHU

＜酒類エリア＞ 31社

食品・農産物エリア 11第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

16 鳥取県 鳥取県 取りまとめ団体

17 梅津酒造有限会社 鳥取県
清酒 冨玲 純米大吟醸（黒）720ml、長芋焼酎３０度（金） 720ml、梅
酒 野花（のきょう） 500ml

18 高田酒造株式会社 鳥取県 此君 純米大吟醸、此君純米吟醸、此君純米

19 千代むすび酒造株式会社 鳥取県
千代むすび 純米大吟醸 強力４０、千代むすび 純米吟醸 強力５０、千代む
すび 純米吟醸 かにに合う酒

20 國暉酒造株式会社 島根県
無濾過 特別純米 湖上鶴 ７２０ＭＬ、無濾過 純米吟醸 湖上鶴、純米大
吟醸 湖上鶴

21 古橋酒造株式会社 島根県
純米大吟醸 「初陣」 720ml、大吟醸 初陣・津和野 720ml、梅酒 「初陣」
500ml

22 有限会社米酒センター平松 岡山県 伊七 大吟醸 720ml、白菊 大吟醸 720ml、Hareruゆずとミント

23 イー・エクスプレス商事株式会社 福岡県 楽路、リキュール ゆず、リキュール とろける桃

24 株式会社サン・ダイコー 福岡県
黒兜 夢一献純米吟醸 Gラベル 720ml、池亀 純米大吟醸無濾過無加水
720ml、ぷるぷる梅酒 500ml

25 鷹正宗株式会社 福岡県 純米酒筑水１７、麦焼酎 麦快極瓶 25°、爽和場(サワーバー) レモン

26 株式会社長崎県貿易公社 長崎県 日本酒、五島うどん、胡麻豆腐

27 高橋酒造株式会社 熊本県 白岳SHIRO、白岳柑橘梅酒、白岳 梅酒

28 中和国際株式会社 大分県 龍梅大吟醸、豊の寒梅、時の旅人 麦

29 薩摩酒造株式会社 鹿児島県 さつま白波、KANNOKO、蔵うめ

30 一般社団法人沖縄県貿易協会 沖縄県 取りまとめ団体

31 株式会社新垣通商 沖縄県
千年の響き 25%  720ml、千年の響き 43％ 720ml、多良間島黒糖 200
ｇ

＜酒類エリア（続き）＞ 31社

2食品・農産物エリア 22第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

32 合同会社泉力 東京都 国産蓄養本マグロ、国産養殖ハマチ

33 株式会社極洋 東京都 スケトウダラ、冷凍両貝、サバ

34 株式会社大昌貿易行 東京都 北海道産冷凍ホタテ貝柱

35 株式会社大東通商 東京都 乾燥なまこ、冷凍ボイルほたて、乾燥貝柱

36 有限会社政丸 東京都 養殖生本鮪 日本産、生ウニ、ハマチ

37 明志株式会社 東京都
北海道産干し貝柱 Sサイズ、刺身用冷凍ホタテ Lサイズ、北海道産冷凍ボイル帆
立 ２Lサイズ

38 横浜冷凍株式会社 東京都 ホタテ貝柱

39 株式会社三崎恵水産 神奈川県
冷凍本マグロ 腹上 トロ、本マグロ腹上大トロ 血合い外し、砂ズリ外し、本マグロ
腹上ザブトン 血合い外し

40 株式会社大水 大阪府 冷凍魚、ホタテ

41 石光商事株式会社 兵庫県 かのやカンパチ、珈琲鑑定士、SOUR3

42 河田トレーディング株式会社 兵庫県 ほたて貝柱、殻付き牡蛎、かに風味かまぼこ

43 有限会社播磨海洋牧場 兵庫県 Half Shell Oyster、Frozen Oyster

44 有限会社鮮魚の達人 和歌山県 紀州梅まだい、海桜鮪、足赤えび

45 友田セーリング株式会社 鳥取県 紅ずわい棒ポーション、紅ずわいがにスチームフレーク、かに味噌

46 株式会社シーライフ 島根県 のどぐろ干物、のどぐろ味醂干し、のどぐろ刺身用フィレ

47 広島魚市場株式会社 広島県
3Dフリーザー凍結広島産牡蠣剥き身IQF、3Dフリーザー凍結かき小町、広島産冷
凍殻付牡蠣選別品 (特選品)

＜水産・水産加工品エリア＞ 21社

3食品・農産物エリア 33第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

48 株式会社やまやコミュニケーションズ 福岡県 明太バターフィリング、明太バラコ、明太マヨソース

49 株式会社福岡魚市場 福岡県 鮮魚フィーレセット

50 長崎県 長崎県 鮮魚

51 沖縄県交易促進事業協同組合 沖縄県 石垣の塩 158g、伊是名島早摘みもずく 500g、もずくのたれ 280ml

52 全株式会社 沖縄県 黒マグロ、活車海老、活海ブドウ

＜水産・水産加工品エリア（続き）＞ 21社

No 企業名 都道府県 出品物

53 錦倉商事株式会社 東京都 大雪のめぐみ、紗水

54 株式会社オクト 兵庫県 量子イオンオクトウォーター 人用、量子イオンオクトウォーター ペット用

55 株式会社早和果樹園 和歌山県 飲むみかん180ml、果樹園のみかんジュレ９０ｇ、みかんジャム260g

56 株式会社杉養蜂園 熊本県
果汁入りはちみつゆず蜜、果汁入りはちみつ 巨峰&ハニー、果汁入りはちみつ ブ
ルーベリー&ハニー

57 株式会社高千穂ムラたび 宮崎県
あまざけ+乳酸菌 ちほまろ、米ぬかのお菓子 おぬかさん、ライスブランビスコッティ
アップル×シナモン

58 南日本酪農協同株式会社 宮崎県
ペットスコールマンゴー500ｍｌ、ヨーグルッペ 缶275ｇ、屋久島縄文水 PET500
ｍｌ

59 便行商事株式会社 沖縄県 パパシークヮーサー、琉球アワモヒート

60 暁喜株式会社 大阪府 純国産和漢ハーブティー・暁(Akatuki)、Aki養生抹茶

61 三栄興産株式会社 佐賀県 国産麦茶８ｇ×５２Ｐ、国産黒豆入り麦茶２０Ｐ、日本の麦茶４ｇ２０ｐ

＜清涼飲料水・茶エリア＞ 9社

4食品・農産物エリア 44第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

62 佐々長醸造株式会社 岩手県 岩手名産 生醤油、老舗の味つゆ、早池峰しょうゆ

63 合従商事株式会社 東京都 富士勝卓上調味料、だし醤油、富士勝 JAS特級減塩醤油

64 株式会社ダイショー 東京都 人気のたれシリーズ、海鮮鍋シリーズ、豚骨風ラーメン

65 伊賀越株式会社 三重県
伊賀越 天然醸造 国産丸大豆醤油 200ml、伊賀越 忍者味噌ソース MISO 
MATCH SAUCE、伊賀越 新姫スパークリングソーダ

66 サラヤ株式会社 大阪府 ラカント

67 SHOBIDO株式会社 大阪府 蜂蜜黒酢、マルタイ長崎あごだし醤油ラーメン、クッキーギフトセット

68 株式会社阪東食品 徳島県
ゆず果汁、阪東農園ぷるるんじゅれ（すだち・ゆず・ゆこう）、BAKASCO（バカス
コ）

69 鎌田醤油株式会社 香川県 こどもだし醤油、おかあさんだし醤油、こども麺つゆ

70 一般社団法人長崎県貿易協会 長崎県 取りまとめ団体

71 株式会社菱塩 長崎県 海のサラしお、五島灘の塩、さらさら仕立て五島灘の塩

72 株式会社フンドーダイ五葉 熊本県 さしみしょうゆ、すき焼きのたれ

73 株式会社SHINGAKI 宮崎県 オリーブスパイス、がきタレ

74 有限会社伊集院食品工業所 鹿児島県 さくら甘露醤油、さくら濃口醤油、さくらうすくちしょうゆ

＜調味料エリア＞ 13社

5食品・農産物エリア 55第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

75 岩手県 岩手県 取りまとめ団体

76 岩手県産株式会社 岩手県 花巻温泉 胡麻ドレッシング

77 渋谷レックス株式会社 福島県 さくらボーロ、ベジタブルぽんせんべい ほうれん草味、ベビー根昆布だし醤油 減塩

78 株式会社京石 神奈川県 福岡あまおう苺プリン、つぶらな ぶどう、高知ユズシャーベット

79 株式会社ブルボン 新潟県 エリーゼ豆乳、ルマンド、缶入トルテクッキー

80 北陸製菓株式会社 石川県
金沢 揚げビスケット 4パック、ぐでたまプリントビスケット 70g、サンリオキャラクターズ
ソイミルク スタンドパック

81 株式会社鈴木栄光堂 岐阜県
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

82 東洋ナッツ食品株式会社 兵庫県 食塩無添加クラッシー缶、クラッシーミックスナッツ缶、焦がしキャラメルナッツ アーモンド

83 寿製菓株式会社 鳥取県 ココアサンドクッキー、濃厚ミルクサンドクッキー、ラズベリーサンドクッキー

84 アースディスカバリー株式会社 福岡県 冷凍和菓子

＜菓子類エリア＞ 10社

6食品・農産物エリア 66第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

85 板橋貿易株式会社 東京都 日本産米、水産物（鮮魚）

86 木徳神糧株式会社 東京都 日本特選米

87 株式会社神明 東京都
富山県産コシヒカリ、新潟県産コシヒカリ、北アルプスの天然水仕立てふんわりごはん
富山県産こしひかり

88 全国農業協同組合連合会 東京都 日本産米、抹茶入り玄米茶、玄米茶

89 千田みずほ株式会社 神奈川県 秋田あきたこまち、山形はえぬき、滋賀にこまる

90 株式会社SKY DEER 愛知県 はだ恵り～温～、はだ恵り～楽～、1才からのはだ恵り

91 公益財団法人福岡県中小企業振興センター 福岡県 取りまとめ団体

92 株式会社P・D・グローバル 福岡県 福岡県産元気つくし包装米飯

＜コメ・コメ加工品エリア＞ 8社

No 企業名 都道府県 出品物

93 南部桑研株式会社 青森県 八戸桑茶パウダータイプ、八戸桑茶、MulbeRich (マルベリッチ)徳用

94 株式会社稲庭うどん小川 秋田県 稲庭うどん業務用１kg、稲庭うどん

95 東京拉麺株式会社 栃木県 東京拉麺 チキン味、東京拉麺 マイルドカレー、しんちゃん豚骨ラーメン5食パック

96 フタバ食品株式会社 栃木県 サクレレモン、白桃マーブル、クッキーバニラバー

97 日清オイリオグループ株式会社 東京都 日清MCTオイル HC、日清べに花油、メモリオン

98 株式会社柿里商店 富山県 縁のむすび、絲、業務用紅白合わせ麺

99 株式会社金沢こんにゃく研究所 石川県 こんにゃく米

＜その他加工品エリア＞ 24社

7食品・農産物エリア 77第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧



No 企業名 都道府県 出品物

100 株式会社マツザワ 長野県 富士山の旅、東京の旅、日本桜散歩

101 静岡県 静岡県 取りまとめ団体

102 株式会社エスクリエイト 静岡県 焼津鯖ラーメン、ゆずパウダー（微粉末）、静岡抹茶ペースト 1kg

103 三立製菓株式会社 静岡県 源氏パイ、ホワイトチョコクッキー、チョコレートクッキー

104 有限会社ヤマカ水産 静岡県 さばフィーレ醤油干し、金目鯛醤油干し、太刀魚醤油干し

105 株式会社浜佐園 静岡県 宇治抹茶ペースト １ｋｇ、ゆず抹茶ラテ 40ｇ、抹茶チョコクランチ

106 株式会社大森屋 大阪府 お茶漬職人粋、味付のりふりかけ、混ぜご飯の素梅しそ

107 易意集団・日本株式会社 兵庫県
静岡本わさび、日本産小粒納豆、ペコちゃんミルキーシュークリームアイス(北海道産
牛乳使用)

108 有限会社アグリプラン 山口県 ブルーベリージャム、苺ジャム、夏みかんマーマレード

109 株式会社カタオカ 徳島県 冷やしぶっかけこんにゃく、板こんにゃく200ｇ、切れ目入り三角おでんこんにゃく

110 千金丹ケアーズ株式会社 香川県 黒ごまペースト(ハチミツ入)、黒ごまペースト(ノンシュガー)、黒ねりごま（極細）

111 株式会社トラスト・ジャパン 香川県 讃岐うどん、パックで蒸しパン 乳酸菌入り 抹茶味、吟醸原酒 ロックがうまい

112 西南開発株式会社 愛媛県 ほっと！パイ チョコレート2個入、ほっと！パイ 抹茶、あおさのりソーセージ

113 株式会社えみの和 福岡県 やまだの青汁３０、やまだのコラーゲンゼリー20、やまだの活きてる穀物酵素

114 一般社団法人熊本県貿易協会 熊本県 取りまとめ団体

115 五木食品株式会社 熊本県
アニマルフリー熊本もっこすラーメン、貿易用3食焼そば、海外用九州とんこつ風ラーメ
ン

116 株式会社チャイナゲートウェイ 沖縄県 久米島自然水

＜その他加工品エリア（続き）＞ 24社

8食品・農産物エリア 88第3回中国国際輸入博覧会
ジャパン・パビリオン出品者・出品物一覧


