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No. 日本語企業名 都道府県 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 株式会社小林正男商店 北海道 鮮魚・水産加工品
冷凍帆立貝柱。冷凍ボイルホタテ。冷凍さんま。冷凍ボイルミズタコ足。冷
凍ボイル毛ガニ。冷凍ボイルタラバガニ。

https://www.kobayashimasaoshoten.com/

2 株式会社ディメール 青森県 鮮魚・水産加工品

・しめさば（「切れてるしめさばシリーズ（プレーン・梅酢・柚子・炙り）」、「昆
布〆しめさば」、「鮨屋のしめさば」など）・鯖の冷燻（所謂サバを使った燻
製。量目や味つけが異なる数種類の商品を展開）・帆立の冷燻（青森県産の
ホタテを使った燻製）

https://www.de-mer.com/

3 元正榮　北日本水産株式会社 岩手県 鮮魚・水産加工品

鮑のくん製三陸産あわびの旨みを熟成させて作った燻製です。非常に柔ら
かく、燻製にすることによって、味が凝縮されていて、ワインや日本酒等の
お酒のお供には最高の逸品です。鮑の肝ソースアワビのステーキ用のソー
スには勿論、お粥、パスタ、バケット、サラダにも合います。いつものお料理
がこのソースを使うことによって、2ランクアップする事間違い御座いませ
ん。是非お試しくださいませ。

http://www.kitanihon-suisan.com/

4 株式会社ヤマナカ 宮城県 鮮魚・水産加工品
活、チルド及び冷凍水産物（ホタテ、カキ、ホヤなど）水産加工食品（オイス
ターパテ、ホタテグラタンなど）その他（アカモクを利用したサプリメント、
化粧品など）

https://www.yamanaka.co

5 株式会社ヤマイシ 茨城県 鮮魚・水産加工品
子持からふとししゃ Salted and Dried Capelin子持からふとししゃも
フライ Deep Fried Capelin

https://www.shisyamo.com/

6 ヤマサちくわ株式会社 愛知県 鮮魚・水産加工品 魚肉練り製品、オリーブオイル、ラー油、醤油、お酒 https://yamasa.chikuwa.co.jp/

7 有限会社新兵衛屋 三重県 鮮魚・水産加工品 魚肉練り製品（カニカマ、オードブル蒲鉾、さつま揚げ、竹輪等） http://www.sinbeiya.co.jp/

8 京都鰹節株式会社 京都府 鮮魚・水産加工品

①節：花鰹、糸削り、だしパック、魚粉、混合削り、厚削り（うるめいわし、さ
ば、宗田鰹、鰹）②昆布：北海道産（天然、養殖、促成、各種取り揃えており
ます）、海外産（中国、韓国、ロシア）③ベジタリアン向けだしパック④ＰＢ調
味料（液体昆布だし、無添加液体白だし、ラーメンスープなど）

http://www.kyoto-katsuo.co.jp/information.html

9 河田トレーディング株式会社 兵庫県 鮮魚・水産加工品

ほたて・牡蛎・ハマチ・いくら・いか・塩辛等の水産加工品。食肉・ハム・ソー
セージ等の畜産加工品。寿司ネタ・厚焼き玉子・わさび・海藻・海苔・調味
料・ラーメンスープ等の業務用の食品加工品。菓子・スイーツ・アイスクリー
ム等、ビール、チューハイ、日本酒、焼酎、泡盛、スピリッツ等の種類一般。
茶・ジュース等の飲料一般。

http://kawata-trading.com/

10 株式会社 越河 鳥取県 鮮魚・水産加工品
蟹しゅうまい・かに身がみそ・かにみそ甲ら焼き・かに焼グラタン・えび焼グ
ラタン

http://www.k-chef.jp/

11 株式会社　魚健 山口県 鮮魚・水産加工品

山口県産の真さばと高級魚のどぐろをミックスして、お肉に限りなく近づ
けた魚のハンバーグです。魚が苦手な方にも食べやすく、DHAやEPAを
豊富に含んでいるので、勉強をがんばるお子様や中性脂肪が気になる中
高年の方におすすめ。健康食として学校給食や病院食にも最適です。調理
方法はレンジで温めるのみ。

http://uoken.biz/

12 前田海産株式会社 山口県 鮮魚・水産加工品
ＭＡＥＤＡ　ＳＡＵＣＥ（輸出用辛子バラコチューブ）金印辛子明太子辛子明太
子バラコチューブ

www.maeda.ne.jp

13 イヨスイ株式会社 愛媛県 鮮魚・水産加工品
【商品①ハマチ・ブリ加工品（冷凍・生鮮、フィーレ、ロイン）】、【商品➁タマク
エ加工品（冷凍・生鮮、フィーレ・ロイン）】、【商品③マグロ加工品（冷凍・生
鮮、GG）】

http://iyosui.co.jp/

10th沖縄大交易会2022参加サプライヤー一覧【11月24日（木）出展:

●鮮魚・水産加工品(18社)
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14 株式会社土佐マリンベース 高知県 鮮魚・水産加工品
マダイ（ラウンド、フィレ）、ブリ（ラウンド、フィレ、ロイン）、カンパチ（ラウン
ド、フィレ、ロイン）

15 PLOW A LAND 株式会社 鹿児島県 鮮魚・水産加工品

①鹿児島で生まれた熟成の刺身「かんぱち」②鹿児島で生まれた熟成の刺
身「まだい」③鹿児島で生まれた熟成の刺身「ひらめ」冷凍食品。水産加工
品。鹿児島産の魚に、弊社独自の熟成技術「デキャンタージュ・メソッド」を
施し低温熟成。東京ミシュラン星付き料理店をはじめ、関東から関西まで
のホテルレストラン、人気イタリア料理店などで採用された弊社の熟成魚
を、一般家庭で手軽に召し上がれるようパッケージングした商品です。

https://plow-a-land.com

16 株式会社新垣通商 沖縄県 鮮魚・水産加工品

伊是名産もずく,沖縄産シークワーサー、琉球泡盛。　日本のスーパーで必
ず売っている沖縄もずくは、美味しい上に健康に良い、人気商品です。伊
是名漁業協同組合との提携により、安定した供給が可能です。　また、2次
加工して現場で使いやすい、選別処理をした状態で提供することが可能で
す。その他、健康に良いとTVで紹介されてブームになったシークワー
サー、沖縄の蒸留酒技術の結晶、琉球泡盛に力をいれて販路開拓したい。

http://arakaki-tsusho.co.jp/

17 農業生産法人 株式会社島酒家 沖縄県 鮮魚・水産加工品

・沖縄県奥武島産太もずく・国産もずくのタレ（シークヮーサー味）・乾燥あ
おさ・乾燥もずく・乾燥天然親子ひじき・沖縄県産有機シークヮーサー果汁・
沖縄もずくとめかぶのスープ(国産)・沖縄だし日和(だしパック)・おきなわ
の南部唐辛子(赤)/(青)・おきなわの黒糖シナモン・おきなわのターメリッ
ク・おきなわのバジル・おきなわの島こしょう・おきなわのガーリック塩・お
きなわの生姜パウダー・おきなわの七味ねぎ塩

https://www.shimazakeya.com/

18 まじむじ食品 沖縄県 鮮魚・水産加工品

もずく、海ぶどう
弊社のもずくは塩漬けを一切行っていないので滑りが強く、フコイダンや
ミネラルが多く、もずく本来の味わいをお楽しみ頂けます。
塩抜き不要ですので、色々な料理にすぐ使うことが出来ます。忙しい主婦
や1人暮らしの方にオススメです。
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No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 株式会社Happy meet1129 愛媛県 精肉・畜産加工品

愛媛県南予地域の水がきれいな牧場を選定して指名買いしている黒毛和
牛は、肉質もとてもよく、焼くと食欲をそそる香りがします。
スポーツ栄養士指導の下、開発までに約1年かけて製作しました。牛肉特有
のおいしさと食感が国内で人気の商品となっております。

https://www.1129iiniku.com/

2 株式会社ミヤチク 宮崎県 精肉・畜産加工品

宮崎牛、宮崎ブランドポーク、畜肉加工品
宮崎牛は宮崎県が指定した種雄牛の血統を持つ宮崎県生まれ宮崎育ちで
肉質等級が４等級以上の黒毛和種。国内においては全国和牛能力共進会
（通称、和牛のオリンピック）で３大会連続内閣総理大臣を受賞した唯一の
和牛であり、米国アカデミー賞アフターパーティーの公式メニューに昨年よ
り２年連続で採用された唯一の和牛。

https://miyachiku.jp/

13

No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 株式会社マイクロ岩手 岩手県 青果・農産加工品

弊社が提供する「雪下黒にんにく」は糖度が高く栄養分も豊富です。特有の
甘い風味と独特のコクがあり、にんにく本来がもっている成分やうまみが
存分に引き出されて熟成濃縮しています。熟成させることにより生の刺激
臭はなくなり、口あたりは滑らかでほどよい酸味があります。製造工程の
大きな特徴は、庫内の湿度分布が極めて小さく、製品の仕上がりが均一に
なることです。

https://microiwate.co.jp

2 昭和村農産物等輸出促進協議会 群馬県 青果・農産加工品

野菜、こんにゃく加工品等
昭和村はこんにゃくいもの生産量が日本一です。村内のこんにゃく会社で
は、スタンダートなものから、うどんやらーめんといった麺タイプのもの、
ジャーキータイプの乾燥させたもの、デザートタイプなものまで様々ありま
す。とってもヘルシーなこんにゃく製品を是非ご賞味

3 株式会社ビーバン 埼玉県 青果・農産加工品
【料理用出汁】カラダがよろこぶ出汁【飲む出汁】カラダをつくる出汁、機能
性表示食品カラダを気づかう出汁【ヴィーガン・ベジタリアン向け】おいし
い野菜スープだし、カラダが漲る黒にんにく

https://www.beevan.co.jp/

4 有限会社京都ファーム 京都府 青果・農産加工品
・お米・パックライス
・産地・生産者限定のこしひかり・１等玄米のみを使用しているため、お米の
粒が大きくそろっています。

https://www.kyotofarm.co.jp

5 京葱SAMURAI株式会社 京都府 青果・農産加工品

●京都府産九条ねぎ　言わずと知れた京野菜の九条ねぎ。出荷商品は、バ
ラ・カット商品・FGなどご要望にお応えいたします。●ホワイトコーン”京都
舞コーン”　京都の夏の新しい風物詩。メディアにも多数出演。フルーツを
超える糖度20.8度を達成。収穫してそのまま生で食べられます。●京丹波
黒黒枝豆”拙者のごっつぉ”収穫時期初期はプリっとした食感の爽やかな
甘さで、後期はほくほくした栗のような甘みが味わえます。●苺

https://kyonegi-samurai.jp/

●青果・農産加工品(13社)

●精肉・畜産加工品(2社)
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6 株式会社　森本商会 島根県 青果・農産加工品 干し柿、カット干し柿（ひとは柿）、カット干し梨（旭乃美）、ドライいちじく、）

7 有限会社ミラクルフード 岡山県 青果・農産加工品 野菜村青汁　ケール青汁　大麦若葉青汁　　岡山完熟白桃88ネクター https://550831.com/

8 尾崎食品株式会社 愛媛県 青果・農産加工品 飲む酢、生姜ドリンク、ドレッシング、ぽん酢、食べる酢グミ、ドライピール http://www.k-ookoku.jp

9 株式会社LOLO 熊本県 青果・農産加工品

■青果・農産加工品果物（いちご,シャインマスカット,巨峰,メロン,ポンポン
ベイビー,各種みかん,レモン,不知火,パール柑,ポンカン,河内晩柑等）野菜
（筍の水煮,無農薬バジル等）■水産加工品海苔（焼海苔, 乾海苔, 焼きバラ
干し海苔, 味付け海苔等）■酒類・ジュース類各種アルコール、モクテル、ノ
ンアルコール飲料等■その他加工食品野菜出汁の素,冷凍ラーメン,各種惣
菜,ジャム,混ぜご飯の素,おつまみ等

10 大分県農業協同組合 大分県 青果・農産加工品 梨、シャインマスカット、かんきつ類、米、花等

11 大分県椎茸農業協同組合 大分県 青果・農産加工品 大分県産乾しいたけ(進物・袋物・業務用・乾しいたけ加工品) http://www.osk-shiitake.or.jp

12 株式会社　上沖産業 宮崎県 青果・農産加工品
らっきょう漬け（塩漬け、甘酢、ピリ辛）、たくあん（生・干大根）（1本物、刻
み、スライス）、生姜漬け（万能おかず生姜他）、紅生姜、きゅうり漬け（刻み
醤油漬他）、金柑（シロップ漬け）

http://kamioki.starfree.jp/

13 南西食品株式会社 沖縄県 青果・農産加工品 沖縄県久米島で生産栽培された「紅芋の加工品(ペースト、パウダーなど)」 http://www.nansei-s.com/
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No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 株式会社兼由 北海道 食品加工品
さんまの旨煮、さんまの味噌煮、さんまの黒酢煮、さんまの梅酢煮、さんま
の生姜煮、さんまのゆず塩煮、さんまの旨辛煮いわしの旨煮、いわしの味
噌煮、いわしの生姜煮ほたての旨煮、ほたての水煮、ほたてのバター醤油

http://www.kaneyoshi.jp/

2 あおもりゆきのフーズ株式会社 青森県 食品加工品

「電子レンジ調理で美味しく食べられる魚介類」を研究している会社です。
今回は青森県産・北海道産ホタテの商品をおすすめします。袋から出して
お皿に乗せ、電子レンジ（600W）で3分温めるだけの本格的なホタテ料理
「レンジですぐ焼き３分バター醤油／レモンソルト」を世界各国の方々に食
べていただきたいと思っています。

https://www.aomoriyukinofoods.com/

3 株式会社無限堂 秋田県 食品加工品
稲庭うどん、稲庭素麺、冷凍稲庭うどん、冷凍加工技術を活かした商品（具
やつゆ付の冷凍稲庭うどん等）、秋田県地場の食材を使用した惣菜（複合
型そうざい製造業の免許を所得した惣菜工場を自社保有）。

http://www.mugendo.jp/

4 株式会社東京バル 茨城県 食品加工品
【FLAKE】酒粕を使用した植物性チーズ【VEGAN肉味噌】伝統的なお味噌
や醤油などで味付けをした植物性肉味噌

https://easyvegan.jp/

5 株式会社大利根漬 群馬県 食品加工品

・かりんこ梅（個包装～業務用）　・かりんこ梅チップ（業務用～小売用）・半
割かりんこ梅　・梅ゆず三ッ星たれ、梅タル三ッ星ソース（調味料シリーズ）
・SAMURAICHAEGE（サムライチャージ）　梅の果肉入りスポーツゼリー
飲料、　ねり梅各種（業務用～PB）・梅干し、種抜き梅干し、梅しそ　などの
梅原料、製品各種。・その他らっきょう、生姜

http://www.ohtoneduke.co.jp

●食品加工品(27社)
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6 株式会社丸山製麺 東京都 食品加工品
冷凍ラーメンミールキット
ラーメン屋さんそのままのスープを冷凍。麺は丸山製麺製造のオリジナル
生麺。家庭でお店そのままの本物の味を楽しむことができま

https://www.maru-men.co.jp/

7 株式会社柚餅子総本家中浦屋 石川県 食品加工品 「丸柚餅子」のほか、柚子を使った菓子、飲料、調味料など https://nakauraya.jp/

8 株式会社高橋製粉所 福井県 食品加工品

しょうが仕立て大豆と濃厚トマトのスープリゾット（レトルト食品）、米粉でソ
テー、越前麦茶（福井県産六条大麦使用）、たかはしの打豆（国産大豆使
用）、デコメケーキ（米粉ケーキミックス）、越前米粉（福井県産こしひかり使
用）、越前豆茶（福井県産大豆使用）、メリンジョ茶、メリンジョ粉、越前餅粉
（福井県産もち米使用）、越前きな粉（福井県産大豆使用）等

https://takahashi-konaya.co.jp

9 株式会社鵜舞屋 岐阜県 食品加工品

鵜舞屋本社南工場では、手づくり製法を守り、保存料・着色料・添加物は工
場内では使用しておりません。（一部商品でキャリーオーバー含まず）・昆布
巻（鮎、さけ、にしん、鰻 等）・鮎加工品（小鮎やわらか煮、鮎すがた煮、等
）・肉製品（飛騨牛しぐれ、牛肉しぐれ 、等）Warees Halal認証取得商品・
和惣菜（鮎塩焼き、鮎一夜干し、鮭のちゃんちゃん焼き、鶏の和風煮、丸十
レモン・ハラル飛騨牛カレー・ルンダン

https://www.umaiya.co.jp/

10 藤和乾物株式会社 静岡県 食品加工品
乾椎茸、切干大根、木耳、煮干、乾燥えび、乾燥ほたて貝柱、干瓢、春雨、日
本茶

http://www.towakanbutu.co.jp/

11 山栄食品工業株式会社 愛知県 食品加工品

函館あたりめ、北海道仕込み皮付きさきいか　北海道仕込み燻製さきい
か、北海道仕込み皮付きさきいか、北海道仕込みソフトさきいか。北海道
仕込みひとくちチーズ、北海道仕込み味わいチーズポラッキー、深絞りチー
ズいか燻製、深絞りやわらかチーズ帆立、深絞りチーズ鰹、大粒焼帆立貝、
辛口大粒焼帆立貝、さくさくのり天塩味、さくさくのり天梅味、さくさくの
り天わさび味、磯の華、とろろ巻き昆布、ひとくち海苔

http://www.yamaei.co.jp/

12 有限会社荒木國一商店 三重県 食品加工品

佃煮：ごま昆布、しそ昆布、角切昆布、ちりめん山椒、たつくり、きゃらぶき、
おかか、味の花、あさり、はまぐり、わかめ浅炊き佃煮：竹の子ちりめん、野
沢菜ちりめん、しらす生姜、おかか生姜、椎茸きゃらぶき惣菜：鮪煮付け、鯖
煮付け、鰹煮付け、珍味：牡蠣オイル、牡蠣チャンジャ・しらすジェノベーゼ、
鮑のアヒージ　ョ、牡蠣アヒージョ、栄螺バーニャカウダ、

http://kuni-seafood.co.jp

13 日印食品開発有限会社 三重県 食品加工品

レトルトカレー（全商品グルテンフリー、No　MSG）：「マハラジャのだいど
ころ　チキンカレー」「マハラジャのだいどころ　キーマカレー」「マハラジャ
のだいどころ　野菜カレー」（ビーガン対応）「日印カレー」（ビーガン対応）
「日印お子様カレー」（ビーガン対応）シーズニング（全商品グルテンフリー、
No　MSG）：「マハラジャのだいどころ　プレミアムチキンカレーの素」「マ
ハラジャのだいどころ　トマトカレーなべの素」

https://www.nichiinfood.com/

14 関空運輸株式会社 大阪府 食品加工品
鮮魚、冷凍水産品、果物、野菜、お肉、加工食品、調味料、お菓子、飲料、お
酒、調理器具

https://www.kanku-unyu.com/service/food-export/

15 株式会社サンショク 岡山県 食品加工品 明治ごぼう、カット野菜（時短cooking）、惣菜、食品加工OEM http://www.sanshoku-farm.com/

16 株式会社 井上商店 山口県 食品加工品
調味料（ソフトふりかけ）、レトルトおかゆ、鍋の素（スープ）、干物、和菓子、
ふぐ商品など

https://www.hagiinoue.co.jp

17 株式会社　河久 山口県 食品加工品
贈答用　トラフグ料理フルコース、フグフライ、フグ唐揚げ、トラフグ雑炊加
工用　トラフグエキス　トラフグ魚醤

http://www.kawaku.com/

18 株式会社Maazel Corporation 山口県 食品加工品

スープ13種類（たっぷりキノコのポタージュ・とうもろこしの贅沢ポター
ジュ・エビとトマトの濃厚スープ・アスパラガスと玉葱のポタージュ・とろ～
り濃厚かぼちゃのスープ・白ネギと生姜の煮込みスープ・カリースパイスと
パプリカのスープなど）、ヴィーガンラーメン4種類（醤油・味噌・柚子塩・謹
製野菜だし）

https://maazel.jp/

19 グローロジスティクス株式会社 山口県 食品加工品 和菓子（業務用）、熟成はちみつ、うにチューブ https://www.growlogi.co.jp/
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20 株式会社E-yo Tokushima in Japan 徳島県 食品加工品 無添加ミールキット　生甘酒　OMISODAMA https://www.e-yo-tokushima.net/

21 株式会社さぬきシセイ 香川県 食品加工品 讃岐うどん　讃岐ざるうどん　讃岐ひやむぎ　讃岐そうめん http://sanukishisei.com

22 佐賀冷凍食品株式会社 佐賀県 食品加工品

スイーツ、鯛めしおにぎり、みつせ鶏おにぎり、すき焼きおにぎり、佐賀牛
加工品（すきやき丼・ステーキ丼・すき焼き鍋・レンジDEステーキ等）、レト
ルトカレー（ビーフあり、ビーフフリー）、ドレッシング、冷凍惣菜（洋食・中
華）

https://kanesue-saga.jp/

23 Oita Made株式会社 大分県 食品加工品
おおいた和牛、国産しいたけ納豆、狩生クラシック　17年、あまおう苺のぷ
りんどら、「直送物語」りゅうきゅう ぶり かぼす風味

https://oitamade.jp/

24 株式会社SUNAO製薬 宮崎県 食品加工品

・bebecoまるごと離乳食シリーズ（粉末離乳食）：鶏レバー、青魚、納豆、
おやさい、ささみ・九州アミノシェイク（粉末プロテイン飲料）：カカオ味、抹
茶きなこ味、コーヒー味、ジンジャーショコラ味、黒ゴマきなこ味・FODUP
プロテイン（日本初モナッシュ大学認証の低FODMAP食プロテイン）・無添
加青汁shutto・ブルーベリー葉＋ルテイン（機能性表示食品、アイケアサプ
リメント）

https://sunao-seiyaku.com/

25 株式会社Honey Fusion 沖縄県 食品加工品

マヌカハニー＆発酵バター、マヌカハニー＆シークヮーサー、マヌカハニー＆
パッションフルーツ、マヌカハニー＆ジンジャー、マヌカハニー＆ストロベ
リー、マヌカハニー＆ピーナッツ、マヌカハニー＆マンゴー、マヌカハニー＆
パイン、マヌカハニー＆塩キャラメル、オーガニックマヌカコムハニー、沖縄
フリーズドライフルーツ、紅芋＆マヌカハニーアイスクリーム

https://honey-fusion.com

26 沖縄ハム総合食品株式会社 沖縄県 食品加工品

・食肉加工品製造販売（ハム・ベーコン・ソーセージなど）・惣菜製造販売（ら
ふてぃ、サーターアンダギー、琉球惣菜など）・レトルト食品製造販売（琉球
料理、タコライス、らふてーなど）・乾燥製品製造販売（ミミガージャーキー
など）・飲料販売（シークァーサーやパパイヤ関連）・すっぽん関連商品

https://www.okiham.co.jp/

27 有限会社沖縄ビエント 沖縄県 食品加工品
ご紹介の5品については原材料も扱っております。また、下記の冷凍原材
料も取り扱いございます。・塩もずく　・紅芋ピューレ　・飲料用濃縮原料

http://www.kokutou1.net/
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No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 長谷川製茶株式会社 静岡県 飲料・お茶・珈琲

抹茶 煎茶
先代園主が愛した鮮やかで、濃い緑色が抹茶に適した「おくみどり種」を畑
ごとにシングルオリジンで摘採・製造しています。甘い香りが鼻をくすぐ
り、急峻な流れで「あばれ天竜」と畏れられた天竜川が運んだ肥沃な土壌に
育ち、日本全国有数の日照時間が複雑で濃い味わいの茶を育てました。昔
ながらの伝統的な製法により、濁りの無い、美しく澄んだ黄金色の湯の色
が特徴的な煎茶です。

https://hamakitaen.com

2 ティーズハレルヤ 静岡県 飲料・お茶・珈琲
【カテゴリー】有機栽培、高級日本茶、健康食品、日本食文化小売向け商品
Umami Chaシリーズ　煎茶　紅茶　烏龍茶　ほうじ茶粉末茶

https://haru-halle.com/

3 有限会社掛川一風堂 静岡県 飲料・お茶・珈琲
【アイスコーヒー】冷やし珈琲720ml　冷やし珈琲350ml【ほうじ茶珈琲】
ドリップパック８ｇ　ティーバッグ５ｇ×12P　【お茶ドリップ】　ドリップパッ
ク　8ｇ

http://ippuudou.com/

4 株式会社茶匠六兵衛 京都府 飲料・お茶・珈琲

①有機抹茶　日本国産・鹿児島・宇治など幅広い品揃えを誇っています
(OEM製造可能)②各種抹茶　宇治を中心に日本全国の抹茶を取り扱い可
能です。③有機茶各種　鹿児島を中心に煎茶・玉露・ほうじ茶・玄米茶など
の有機茶を取りそろえています。④農家・品種限定のこがわりのシングル
オリジン茶④ブランドを生かしたこだわりの抹茶菓子各種⑤ティーバック
各種日本茶のティーバック加工が可能⑥高級茶道具・抹茶入門セットなど
の茶道具

http://www.rokubei-tea.com

5 株式会社澤井珈琲 鳥取県 飲料・お茶・珈琲

カフェインレス　カフェオレベース、ハートフェルトギフト、大きな赤い樽缶
牛乳を注ぐだけで、簡単に本格的なカフェオレが作れます。香料や保存料
不使用で、さらにカフェイン99％をカットした、いつでも安心安全にお召し
上がりいただける商品です。

●飲料・お茶・珈琲(8社)
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6 南日本酪農協同株式会社 宮崎県 飲料・お茶・珈琲

LLデーリィ霧島山麓牛乳（牛乳）、LLデーリィおなかにやさしいミルク（乳
飲料）、LLデーリィヨーグルッペ（乳製品乳酸菌飲料・殺菌）、PETｽｺｰﾙﾎﾜｲﾄ
500ｍｌ・PETｽｺｰﾙ完熟ﾏﾝｺﾞｰ500ｍｌ（乳性炭酸飲料）、PETﾖｰｸﾞﾙｯﾍﾟﾗｲﾄ
500ｍｌ（清涼飲料）、缶ﾖｰｸﾞﾙｯﾍﾟﾗｲﾄｿｰﾀﾞ490ｍｌ（炭酸飲料）

http://www.dairy-milk.co.jp

7 株式会社健食沖縄 沖縄県 飲料・お茶・珈琲
醗酵ウコン粒,青切シークヮーサー,黒糖しょうが,黒糖塩ココア,シークヮー
サーしょうが,ナッツ＆黒糖シリーズ（くるみ、アーモンド、カシューナッツ）,
多良間島産黒糖（たらぴん）

https://www.ganju.jp/

8 株式会社比嘉製茶 沖縄県 飲料・お茶・珈琲
さんぴん茶、シィクワシャー、沖縄県産の野草類、沖縄県産魚を使ったレト
ルト食品、調味料など乾燥物、TB、粉、錠剤、瓶詰め商品、レトルト加工品。
様々な商材と加工を行いOEMも可能な商品ラインナップです。

https://www.higatea.co.jp/
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No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 株式会社よねたや 北海道 お菓子・スイーツ

・「幸せカタラーナ」・「幸せ生チョコレート」
北海道産の牛乳と新鮮な卵で作られたとろりと濃厚で冷たいクリーム層を
パリパリに仕上げた香ばしいカラメル層のコラボレーションをお楽しみく
ださい。

http://www.yonetaya.co.jp/

2 株式会社北国生活社 北海道 お菓子・スイーツ
ドライマンゴー・バナナチップス本業は健康食品、化粧品の原料商社で自社
製品も一部扱っていますが、今回はベトナムの提携工場で製造している無
添加ドライフルーツのご提案です。

http://www.northlife.co.jp

3 株式会社ほんま 北海道 お菓子・スイーツ
月寒あんぱん（月餅風のおまんじゅう）月寒ドーナツ（あんどーなつ）ルナン
セットあん丸の里

4 株式会社松栄堂 岩手県 お菓子・スイーツ

餅菓子（献上田むらの梅、ごま摺り団子、モンブラン団子、ずんだクリーム
団子、くるみゆべし、ずんだもち、平泉黄金餅、さくらもち、等）洋菓子（窯焼
ばたーかすてら、粉雪ビスキィユ、ごま摺りダックワーズ等）、どら焼き（小
倉どら焼き、ごまどら焼き、栗どら焼き、さくらどら焼き）、アイス（カップア
イス、アイスミルク、ごまアイス,ずんだアイス）

https://www.shoeidoh.co.jp

5 株式会社ふじ屋 茨城県 お菓子・スイーツ
プリン各種　カタラーナ、抹茶ぷりん,黒糖ぷりん
沖縄産の黒糖を使用し、冷凍で90日の賞味期限で味わいは濃厚でなめら
かです

http://www.tsukuba-purin.com/

6 株式会社つかもと 茨城県 お菓子・スイーツ
甘なっとう全般
茨城県産のさつま芋使用。さつま芋の風味を活かし柔らかくしっとりと仕
上げた芋なっとうです。

http://www.ama710.com/

7 雪国アグリ株式会社 群馬県 お菓子・スイーツ

こんにゃくゼリー、こんにゃく粉、グルテンフリーこんにゃく麵
健康と美容にこだわりさらに美味しくなったこんにゃくゼリーです。食べや
すい個包装（ピロータイプ）で、各味種1袋（6個包装入り）に「レタス約2個
の食物繊維」と「フィッシュコラーゲン300ｍｇ」が入っています。ぶどう、
もも、りんご、マスカット、温州みかんの6つの味がお楽し頂けます。

http://www.yukiguni-aguri.jp/

8 ㈱ちぼりホールディングス 神奈川県 お菓子・スイーツ
贈答用クッキー赤い帽子ブランド：赤い帽子缶シリーズ、クッキアシリーズ、
ナッティアシリーズちぼりチボンブランド：もえぎのシリーズ

http://www.tivoli-hd.com

9 マルト株式会社 石川県 お菓子・スイーツ
和菓子（大福・饅頭・羊羹）・洋菓子（ベイクドドーナツ・フィナンシェ）をはじ
め、健康食品分野において大豆を使用した商品「SOY＆」を製造販売して
おります

http://www.soy-and.jp/

10 株式会社烏骨鶏本舗 岐阜県 お菓子・スイーツ

・烏骨鶏かすてら・烏骨鶏バウムクーヘン・烏骨鶏パウンドケーキ・烏骨鶏ラ
スク・烏骨鶏ポテトチップス・ 烏骨鶏ワッフル・烏骨鶏ロールケーキ・烏骨鶏
エッグタルト・烏骨鶏プリン 他各種スイーツ・丸鶏肉、スープ、烏骨鶏殺菌液
卵、烏骨鶏未殺菌液卵、烏骨鶏ミンチ

http://www.ukokkeihonpo.co.jp

●お菓子・スイーツ(19社)
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（都道府県順）

No. 日本語企業名 都道府県 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

11 株式会社鈴木栄光堂 岐阜県 お菓子・スイーツ
製造：キャンディ、チョコレート、キャラメル、ゼリー、クッキー（焼き菓子）、
和菓子卸売：スナック、米菓、清涼飲料水、アルコール飲料、冷凍食品、冷凍
ケーキ、おつまみ、ラーメン、乾物など

http://www.s-eikodo.co.jp/

12 森白製菓　株式会社 岐阜県 お菓子・スイーツ
賞味期限１年のあられ、ゼリー、チョコレート製造
あられギフト

13 糸川屋製菓株式会社 三重県 お菓子・スイーツ
焼き菓子（三重県産原料使用　塩さぶれ、しらすせんべい、　熊野古道黒ご
まクリームサンド）

https://itogawaya.com/

14 株式会社和田又 山口県 お菓子・スイーツ
冷凍スイーツ洋菓子（クレープ）和菓子（大福餅・くず餅・わらび餅・桜餅・お
はぎ）

http://www.wadamata.co.jp

15 グランドスター合同会社 大分県 お菓子・スイーツ 生タピオカ、レトルトタピオカ https://grand-star.co.jp/

16 沖縄南風堂株式会社 沖縄県 お菓子・スイーツ
雪塩ちんすこう・雪塩ちんすこうミルク風味・さーたーあんだぎー・島とう
がらしえびせんべい・塩キャラメルナッツサブレ・石垣牛みそ・もずくの佃
煮・宮古牛みそ・パインバター・紅芋バター・黒糖アーモンドバター

http://www.nanpudo.co.jp/

17 沖縄セルラーアグリ＆マルシェ株式会社 沖縄県 お菓子・スイーツ
イチゴ(青果、冷凍)、マンゴー(青果、冷凍)、パイナップル(青果、冷凍)、
パッションフルーツ(青果、冷凍)、かんきつ類(青果)、ゴールドバレルロー
ルケーキ

https://marche.okinawaclip.com/

18 株式会社ファッションキャンディ 沖縄県 お菓子・スイーツ ちんすこうショコラ、ちんすこう、おもろ、ロールケーキ、チョコレート https://www.fashioncandy.co.jp/

19 株式会社黒糖本舗垣乃花 沖縄県 お菓子・スイーツ 純黒糖、加工黒糖、黒糖ナッツ菓子、黒糖粉末、黒糖蜜 http://www.kakinohana.jp/
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No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 タムラファーム株式会社 青森県 酒類 りんごジュース　シードル　コンポート　コンフィチュール http://tamurafarm.jp/

2 ドメーヌ・スリエ　　株式会社 塩尻ファーム 長野県 酒類 ワイン（長野ワイン、日本ワイン） https://www.domaine-sourire.jp/

3 二木酒造株式会社 岐阜県 酒類

純米大吟醸酒　【純米大吟醸 玉乃井】1800ml【いちい】720ml【笑いじょ
うご】720ml　大吟醸酒【大吟醸 玉乃井】720ml【生酒　氷室】720ml
吟醸酒【超特撰純金酒】1800ml【超特撰　玉乃井】1800ml【特撰　玉乃
井】1800ml　【原酒】1800ml【玉乃井】1800ml【玉乃井】720ml

http://niki-sake.com/

4 株式会社　吉田 和歌山県 酒類 ビール、発泡酒 http://wakayama-brewery.com/

●酒類(6社)
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No. 日本語企業名 都道府県 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

5 有限会社常徳屋酒造場 大分県 酒類
「単式蒸留焼酎」麦焼酎1、42度 　宇佐ぼうず道中 原酎2、25度　宇佐ぼ
うず道中（焙煎燻蒸醸し）3、25度　トヨノホシ常徳屋「リキュール」1、14度
常徳屋ゆず（ALL usa）2、10度　常徳屋かぼす（ALL oita）

https://www.jyotokuya.com/

6 株式会社名護パイナップルワイナリー 沖縄県 酒類

パイナップルワイン、パイナップルのスパークリングワイン、ナゴワイン（“ｶﾍﾞ
ﾙﾈ・ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ” とﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙで造った甘口の赤ﾜｲﾝ）、シークァーサーのス
パークリングワイン、ラグリマパイナップルジュース、シーサン果汁（沖縄産
のｼｰｸｧｰｻｰと台湾産の四季柑をブレンドした果汁）、飲んで美味しいパイン
の酢（ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ果汁のﾌﾙｰﾂﾋﾞﾈｶﾞｰ）

http://www.nagopineapplewinery.com/
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No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 岩田醸造株式会社 北海道 調味料

取扱商品：味噌および味噌加工品小売用ご提案品：「無添加みそ500ｇ」
「北海道白粒無添加650ｇ」「だし入りみそ750ｇ」「お徳用即席みそ汁22
食」他業務用ご提案品：「北海道みそ紅一点」「道産無添加みそ」「液体みそ
K-M」ほか

http://www.koh-itten.co.jp/

2 株式会社ロコラボ 青森県 調味料 毬姫牛各部位、リンゴ酢、ドレッシング、オリジナルブレンドティー https://locolabo.jp/

3 株式会社 柴沼醤油インターナショナル 茨城県 調味料
醤油、醤油調味料、ソース・たれ類、ドレッシングなど約500レシピ製造可
能です。

http://www.shibanuma.com/en

4 笛木醤油株式会社 埼玉県 調味料
再仕込生醤油、減塩醤油、金笛しょうゆ、ぽん酢しょうゆ　ゆず、春夏秋冬
のだしの素、胡麻ドレッシング、醤油屋のせんべい（こわれせん）

https://kinbue.jp/

5 カメヤ食品株式会社 静岡県 調味料 ふりかけ、茶漬、マヨネーズ・ドレッシング　おろしわさび　など https://kameya-foods.co.jp/

6 辻製油株式会社 三重県 調味料

フレーバーオイルシリーズは、天然素材から油成分を抽出して「仕上げに一
振り」というコンセプトで油を手軽にお使い頂けるようにした商品です。全
部で９種類あり、わさび、ゆず、しょうが、うまみ椎茸、わさび醬油、他のフ
レーバーオイルになります。黒にんにくレストランシリーズは、黒にんにく
ペーストを使った和風、ごま、シーザーのドレッシングとぽん酢、松阪牛万
能たれになります。顆粒の調味料も３種ございます。

www.tsuji-seiyu.co.jp

7 鎌田醤油株式会社 香川県 調味料 だし醤油、醤油、つゆ、ドレッシングなど https://www.kamada.co.jp/

8 大山食品株式会社 宮崎県 調味料

【食酢】有機黒玄米酢・梅玄米酢・黒酢ドリンク（アミノ黒酢）・玄米酢・純米
酢・すし酢・果実酢 他【こんにゃく】生芋こんにゃく・芋こんにゃく・切こん
にゃく・糸こんにゃく 他【農産加工品】液体ゆずこしょう「柚子ホットソース
マーシー」・ドレッシング・ソース 他【リキュール】日向夏リキュール・黒酢リ
キュール・どぶろくリキュール【天然水】綾の天然水※業務用規格ございま
す。PB・OEM製造もご相談ください。

https://www.ohyamafoods.co.jp/

2

No. 日本語企業名 都道府県名 出展カテゴリー 主な取扱商品(PRなど) ホームページ

1 有限会社　松本養蜂総本場 福島県 健康食品・サプリメント 蜂産品、はちみつ加工品等 https://www.buna-ki.co.jp/

2 太陽食品株式会社 奈良県 健康食品・サプリメント
・ハトムギ酵素やハトムギ茶をはじめハトムギ若葉、有機ハトムギにいたる
までハトムギ製品全般・健康茶をはじめとする中国茶全般・機能性を目的
とする健康食品の開発・各種ダイエット食品他・ＯＥＭ商品　約60品目

https://taiyosyokuhin.co.jp/

●健康食品・サプリメント(2社)

●調味料(8社)
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