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（都道府県順）

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/

2 株式会社イーストフロント北海道 東京都 鮮魚・水産加工品 イクラ、ホタテ、カニ、うに、昆布、鮭、等。 https://www.eastfront.co.jp

3 魚津漁業協同組合 富山県 鮮魚・水産加工品 ボイルほたるいか http://jf-uozu.or.jp/

4 株式会社和平商店 石川県 鮮魚・水産加工品

和平商店はいか漁が盛んな能登町小木港に位置し、小木の特
産物である船上凍結させた高品質なブランドいか「船凍いか」
を使った加工品を主に製造しています。「いかの鉄砲焼き」「能
登いか煎餅」は当店の人気商品です。

http://ogiika.co.jp/

5 有限会社丸善水産 三重県 鮮魚・水産加工品
生食用殻付きカキ（生・冷凍）、生食用むき身カキ（生・冷凍）、冷
凍カキフライ、牡蠣しぐれ煮、レトルト牡蠣カレー、牡蠣煎餅

http://www.maruzensuisan.com/

6 株式会社TA西村 三重県 鮮魚・水産加工品

《鮮魚》活牡蠣（桃こまち・伊勢志摩プレミアムオイスター）活伊
勢エビ・活鮑・活ﾎﾝﾋﾞﾉｽ貝・他《水産加工品》瞬間･凍眠冷凍シ
リーズ（真珠貝柱・伊勢海老・鮑・あおさ海苔・伊勢マグロ・他）冷
凍牡蠣（桃こまち）《食品加工》伊勢真鯛生ハム・鳥羽鰆生ハム・
燻製牡蠣・日本酒粕（作）漬け鯖骨取り・他《スイーツ》あおさ
チーズケーキ・あおさリーフパイ・あおさドーナツ

http://www.ta-nishimura.jp/

7 有限会社播磨海洋牧場（播磨圏域連携中枢都市圏） 兵庫県 鮮魚・水産加工品

oysteroctopusfishCultured fishOtherFresh fish,
processed marine products, frozen processed
products牡蠣ハーフシェルオイスターマダコマダイ鮮魚冷凍
加工品切り身生食グレード

http://www.harikai.com/

8 光海株式会社（播磨圏域連携中枢都市圏） 兵庫県 鮮魚・水産加工品

焼きのり、味付け海苔、韓国のり、おにぎり用海苔、スナック海
苔、旨しお海苔、香味のりゴールド、おにぎり用旨しお海苔、
food seaweed, snack seaweed, seaweed,
roasted seaweed, nori seaweed, nori, sushi nori,
seaweed nori, dried seafood snack, nori sheets,

https://koumi.trustpass.alibaba.com/

9 あぶの空 山口県 鮮魚・水産加工品 キジハタの酒粕漬け、真鯛の酒粕漬け、大吟醸漬けの素 https://abunosora.com

10 株式会社　うお萬 山口県 鮮魚・水産加工品 魚介類の加工品（冷凍寿司ネタ、冷凍天ぷら用原料、加工品他） http://s-uoman.com/

11 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

12 辻水産株式会社 愛媛県 鮮魚・水産加工品
チルド：クロマグロGG、クロマグロロイン（背・腹）、真鯛ラウン
ド、真鯛フィレ、ハマチラウンド、ハマチフィレ、シマアジラウン
ド、シマアジフィレ、カンパチラウンド、カンパチフィレ

http://www.tsujisuisan.co.jp/

13 柳川冷凍食品株式会社 福岡県 鮮魚・水産加工品
魚屋が】海鮮アヒージョ風パスタ、魚屋が】海鮮トマトパスタ、魚
屋が】海鮮レモンペッパーパスタ、魚屋が】アサリたっぷりクリー
ムパスタ、魚屋が】海老入りボロネーゼパスタ

14 株式会社海老の宮川 熊本県 鮮魚・水産加工品
◎活車海老◎活〆冷凍車海老◎車海老のだし塩◎車海老ふり
かけ◎車海老だし◎一次加工品（冷凍皮むき・開き・エビフライ
等）

https://www.ebi-miyagawa.com/

15 鹿屋市漁業協同組合 鹿児島県 鮮魚・水産加工品
カンパチフィレー、ロイン
かのやカンパチをフィレー加工、ロイン加工し急速冷凍をいたし
ております

http://jf-kanoya.com/

●鮮魚・水産加工品(17社)
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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

16 浜口水産株式会社 沖縄県 鮮魚・水産加工品

宮古島産の枝豆・かぼちゃ・ゴーヤなどの青果並びにマンゴー・
パイナップルなどの果物も、一番美味しい時期のものを加工。
冷凍し出荷しております。又、今年の８月にブライン冷凍を導入
いたしました。この地で水揚げされる魚（かつお・マグロ・グルク
ンなど）もブライン冷凍をし刺身の状態で提供できる状態です。
魚・野菜・果物などカットサイズなど希望がありましたら是非、
ご相談ください。）

http://hamasui3.com

17 ちゅらゆーな株式会社 沖縄県 鮮魚・水産加工品

沖縄・伊是名島産「早摘み生もずく」は、沖縄もずくの新芽（若も
ずく）で、完熟の一歩手前の一番おいしい時期に収穫します。細
いけれど歯ごたえはしっかりしていて、ぬめりが多くつるっとし
た食感が特徴の海の野菜です。

https://www.churayuna.com/

1

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）ジャパントレードインターナショナル 三重県 精肉・畜産加工品 本鮪、水産物、飛騨牛、水産加工品、お茶、醤油味噌類 www.jti-mie.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PEBORA 青森県 青果・農産加工品
・全国の厳選米（五つ星お米マイスター監修）・濃厚平蟹のビス
ク（レトルトスープ）・米糠ふりかけ・米粉シフォンケーキ・冷凍羽
根つき焼きおにぎり

http://www.pebora.jp/

2 有限会社マルセンファーム 宮城県 青果・農産加工品

■プレミアムトマトジュース／あかい実りの贅沢しぼりシリーズ
■至高のトマトジュース／スカーレット・ティアーズ、ゴールデ
ン・ティアーズ■ブランドトマト／希少品種デリシャストマト、ト
マクィーン■プレミアム山ぶどうジュース／アメジストのしずく
シリーズ

http://www.m-farm.jp

3 株式会社ポテトかいつか 茨城県 青果・農産加工品
さつまいも
土つくりからこだわりを持って生産したサツマイモを一定期間
熟成させました。

http://www.potetokaitsuka.co.jp/index.php

4 奧田農園株式会社 岐阜県 青果・農産加工品
美人姫いちごを使ったジャム・果汁25％ジュース・果汁50％
ジュース・果汁100％ソース・

http://www.bijinhime.jp

5 株式会社FESTA 岐阜県 青果・農産加工品 さつまいもの加工品 https://the-festa.com/

6 水月 静岡県 青果・農産加工品 キャベツ・ブロッコリー・カリフラワー・ロマネスコ・水稲 http://www.sui-getsu.jp/

7 株式会社ＩＮＳ 三重県 青果・農産加工品 生椎茸、加工椎茸、介護用食品、健康食品、加工鰻 https://www.ins-agri.com/

8 株式会社つじ農園 三重県 青果・農産加工品 有機米、特別栽培米、パックご飯、しょうゆ、生産設備 www.tarafuku.org

9 京都かめよし 京都府 青果・農産加工品 ポップコーン https://www.kyotokameyoshi.com

10 株式会社YASAI 京都府 青果・農産加工品

京都府立大学で栽培した機能性レタス・小松菜・ケールなどの
高抗酸化値野菜と京都産有機栽培野菜の販売を主に展開をし
ております。また、水耕栽培育成時に出てくる野菜の端材や、不
揃いの野菜などを余すところが無いように、乾燥にしたものを
商品化しています。特に京都産の機能性野菜は抗酸化物質の
高いものを選び硝酸態窒素も低い物を厳選しているので野菜
の本来のうまみが出ています。

https://y-yasai.co.jp/

11 株式会社松尾 和歌山県 青果・農産加工品

きわみ100%ストレートみかんジュース、あら川の桃ドリンク、
南高梅シロップ、富有柿ドライフルーツ、平核無柿ドライフルー
ツ、いちじくドライフルーツ、苺ドライフルーツ、梨ドライフルー
ツ、キウイドライフルーツ、南高梅ソルベ、桃ソルベ、みかんソル
ベ、苺ソルベ、各種柑橘類果汁（橙、レモン、ゆず、じゃばら、三
宝柑、清見オレンジ、はるみ、不知火、ブルーベリー）など

12 西地食品有限会社 徳島県 青果・農産加工品
すだちシロップ、ゆこうシロップ、しょうがシロップ、ゆずシロッ
プ、柚ピールパテ、柚子胡椒、すだち果汁、ゆず果汁、ゆこう果
汁

https://www.nishiji-foods.com/

●精肉・畜産加工品(1社)

●青果・農産加工品(14社)

2/7 ●10th沖縄大交易会2022出展サプライヤー一覧.xlsx11月25日（金）出展

http://hamasui3.com/
https://www.churayuna.com/
http://www.jti-mie.jp/
http://www.pebora.jp/
http://www.m-farm.jp/
http://www.potetokaitsuka.co.jp/index.php
http://www.bijinhime.jp/
https://the-festa.com/
http://www.sui-getsu.jp/
https://www.ins-agri.com/
http://www.tarafuku.org/
https://www.kyotokameyoshi.com/
https://y-yasai.co.jp/
https://www.nishiji-foods.com/


（都道府県順）

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

13 株式会社マルトモ物産 大分県 青果・農産加工品

乾しいたけ及び乾しいたけ加工品、農産乾物及び水産乾物。ギ
フト商品や量販・スーパー向け商品、業務用商品を取り扱って
おります。今回の目玉商品は乾しいたけが水戻し不要で振りか
けてそのまま食べられる調味料です。

https://marutomo-kanbutsu.co.jp/

14 しろう農園株式会社 沖縄県 青果・農産加工品
アロエベラ生葉、苗、ジュース、アロエベラ原液、化粧品原料、そ
の他アロエベラ加工品、ハチミツ、ヤギミルク（予定）

http://shirou-nouen.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 株式会社北見ハッカ通商 北海道 食品加工品
ハッカ油スプレー＝食品添加物、ハッカ油ボトル＝食品添加物、
ハッカ飴＝お菓子、メンタブ＝お菓子

http://www.hakka.be/

2 株式会社　フーズアンドブレッド 北海道 食品加工品

パンを製造販売(自社工場)、国産・道産のさつま芋を干し芋に
して販売(自社工場)、パンのOEM、PB受託製造をしています
ので、青果からパインデニッシュ、水産からホタテを利用したパ
ン、精肉から知床豚肉いっぱいのカレーパン、食品加工からは
お茶風味があるパン、だし屋さんから出し風味の和食パンなど
製造しています。上記すべてを現地で簡単に製造できる北海道
牛乳100%発酵前冷凍パン生地

http://fandb.shop-pro.jp/

3 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/

4 株式会社ミナミ食品 岩手県 食品加工品 ゆば関連商品（生ゆば、乾燥ゆば、ゆばスープ、みそ汁の具等） https://www.minami-skh.com/

5 水月堂物産株式会社 宮城県 食品加工品
ほや・牡蠣・ほたて・しゃけのハーフドライ珍味「酔明」シリーズの
製造と販売

https://www.suigetsudo.jp

6 株式会社稲庭うどん販売 秋田県 食品加工品

稲庭手業うどん業務用500g、稲庭手業うどん和紙袋入り家庭
用160g、稲庭手業うどん紙化粧箱ギフト、稲庭手業うどん紙
化粧箱（つゆ付）ギフト稲庭つゆ醤油味（３倍濃縮）極薄かりんと
う「黒糖味」「こがし醬油味」等、極薄フル～ツかりんとう「いちご
＋(ﾌﾟﾗｽ)、りんご＋(ﾌﾟﾗｽ)、かおる山葡萄」等

https://www.inaniwa-udon.co.jp

7 根岸物産株式会社 群馬県 食品加工品

生うどん、生そば、生らーめん、生パスタ、ゆでうどん、ゆでそ
ば、焼きそば、半生うどん、半生そば、半生らーめん、半生パス
タ、乾麺うどん、乾麺そば、ビーガンらーめん、ビーガンうどん、
ビーガンそば

http://j-noodles.com

8 株式会社新丸正 静岡県 食品加工品

鰹節、鰹節を使用した加工食品を製造販売。今回の出展予定商
品①「作るだし醤油の素」小さな鰹節が瓶に入っており、お気に
入りの醤油や調味料を入れるだけで、鰹だしの効いたオリジナ
ルだし調味料が作れます。②「1番だしプレミアム」枯節と利尻
昆布だけを使用した、本物志向の高級だしパック。家庭でも高
級レストランでも本物のだしが簡単に作れます。

https://s-marusyo.jp

9 株式会社　喜場 三重県 食品加工品
ホエイ生パスタ（冷凍）、ホエイピザ（冷凍）、ホエイクッキー（常
温）、ホエイバウムクーヘン（冷凍）、ツムギコーヒー（常温）

https://yorokoba-ichiba.com/

10 東亜食品工業株式会社（播磨圏域連携中枢都市圏） 兵庫県 食品加工品
乾麺（うどん、そば、そうめん、茶そば、ラーメンなど）、グルテン
フリーめん（ラーメン、うどん、そうめん）、アニマルフリーラーメ
ン、ＨＡＬＡＬめんつゆ、など

http://www.toafoods.co.jp

11 田靡製麺株式会社（播磨圏域連携中枢都市圏） 兵庫県 食品加工品 乾麺（そうめん、そば、うどん、中華麺等） https://www.tanabiki-seimen.com

12 前原製粉株式会社（播磨圏域連携中枢都市圏） 兵庫県 食品加工品
無菌化包装もち（まるもち・切りもち・鏡もち）、和粉（白玉粉・上
新粉・もち粉・米粉・きな粉・片栗粉・わらびもち粉・本葛・はった
い粉・コーンスターチなど）

https://www.gishi.co.jp/

13 株式会社あじかん 広島県 食品加工品 玉子焼、カニカマ、野菜加工品、干瓢、椎茸、ごぼう茶 http://www.ahjikan.co.jp

14 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/

●食品加工品(26社)
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15 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/

16 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/

17 有限会社ふるせ 長崎県 食品加工品 島原手延べ素麺、うどん、ラーメン http://www.nagasakinomen.com

18 株式会社杉養蜂園 熊本県 食品加工品

・純粋完熟蜂蜜・果汁入りはちみつ・マヌカ蜜・漬け蜜・ローヤル
ゼリー・プロポリス・コラーゲン&発酵ローヤルゼリー・蜂蜜酢
[粒]・コンドロイチン&グルコサミン・ローヤルゼリー・ミツバチ
コスメ・酵素青汁・お酢・れんげ米入り十七雑穀米・健やか恵美
茶

https://sugi-bee.com/

19 株式会社オキランド 沖縄県 食品加工品
台湾爆噴(バオプン)焼き小籠包、蒸し小籠包、昔ながらの台湾
弁当、冷凍食品、台湾料理

http://www.okiland.jp/

20 株式会社 478 COMPANY 沖縄県 食品加工品 青切りシークヮーサー、ジャム、調味料、牛肉、魚介類 https://www.478company.com/

21 有限会社B．A．R． 沖縄県 食品加工品
取扱製品滋賀県産　近江和牛　CAS冷凍製品山梨県産　食べ
るジュース京都府産　伝統製法のお酢製品サプリメント各種

https://www.big-advance.site/s/187/1920

22 株式会社寄宮 沖縄県 食品加工品

冷凍えび、カニ、魚貝類、肉類、加工食品、冷凍ケーキ、デザー
ト、非加熱シークヮーサー、沖縄県産魚、本マグロ他、約２０００
アイテムを取り扱う。自社加工場を持ち、加工・調理食品の受注
も承る。４温度帯（２０℃の冷凍室、−５０℃の超低温冷凍室、チ
ルド室、常温室）の倉庫で管理。

https://www.ebi-yosemiya.jp

23 農業生産法人株式会社　仲善 沖縄県 食品加工品
うこん　グァバ　くみすくちん茶　うっちん粉　うっちん粒　春
うっちん粉　春うっちん粒　ミラクルノニ　ノニ粒　ノニ粉　バタ
フライピー　美ら島の紅茶　島桑の粒　健王茶

http://www.nakazen.co.jp

24 株式会社食のかけはしカンパニー 沖縄県 食品加工品
①沖縄食材（島どうふ）を使用したプリン、②沖縄食材（島どう
ふ）を使用した商品（ソーセージ、燻製商品）　③国産鶏むね肉で
作った鶏ハム　④沖縄食材を使用したハンバーグ

http://www.fc-kakehashi.jp

25 琉球 guava entirely 株式会社 沖縄県 食品加工品
沖縄産ピンクグアバ純ピューレ、沖縄産グアバ濃茶、ピンクグア
バピュアCゼリー、ホワイトグアバピュアCゼリー

http://guavajapan.com

26 株式会社マキ屋フーズ 沖縄県 食品加工品

紅麹を使った商品紅あまざけ、発酵発芽玄米紅麹あまざけ、紅
麹（乾燥米麹）、マキ屋の紅こうじ（液体紅麹）、紅麹酢、紅濱の
唐芙蓉、唐芙蓉ペースト等島らっきょうを使った商品島らっ
きょうぽん酢、島らっきょうドレッシングやんばるフルーツを
使った発酵酢（飲むお酢）飲むフルーツ酢（シークワーサー、パイ
ナップル、マンゴー、タンカン）

https://tsuku2.jp/makiya545889
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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 小川産業株式会社 東京都 飲料・お茶・珈琲 麦茶、きな粉、ひよこ豆粉、黒豆茶、黒豆麦茶 https://tsubumaru.jp

2 香福屋 岐阜県 飲料・お茶・珈琲
お菓子・スイーツ：雪の下熟成珈琲ゼリー飲料・珈琲：雪の下熟
成珈琲、アイスコーヒーリキッド、雪の下熟成珈琲コールドブ
リュー

http://koufukuya.biz/

3 Jack Farm 京都府 飲料・お茶・珈琲
茶：煎茶（有機JAS認証）　　番茶（有機JAS認証）　　焙じ茶
玄米茶　　焙じ玄米茶　　和紅茶　　米茶

https://jack-farm.jimdosite.com

4 日米珈琲株式会社 兵庫県 飲料・お茶・珈琲

業務用コーヒーGOLDCOFFEEブランド各種家庭用コーヒー
『神戸珈琲職人』シリーズブレンドコーヒー各種ストレートコー
ヒー各種ごーるど四季限定珈琲かれんだー珈琲紙缶レギュラー
コーヒーコーヒーバッグインスタントコーヒーボトルヌーヴォーリ
キッドアイスコーヒー『神戸珈琲散策』シリーズ神戸プレミアムブ
レンドみなと神戸ブレンド六甲山ブレンド神戸旧居留地ホテル
ブレンド有馬太閤ブレンド

http://www.nichibeicoffee.co.jp/

●飲料・お茶・珈琲(8社)
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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

5 有限会社海田園黒坂製茶 岡山県 飲料・お茶・珈琲

海田の雫、美作紅茶、ミント緑茶、生姜ほうじ茶、ゆず緑茶、山
奥の緑茶、おかやま百果、美作番茶、美作のほうじ番茶、
shingle　origin、りょうふう、おくみどり、おくゆたか、きぬむ
すめ玄米茶

https://kaitaen.com

6 三栄興産株式会社 佐賀県 飲料・お茶・珈琲

紅茶、ほうじ茶以外の日本で飲まれている茶色いお茶全般麦
茶：佐賀県産大麦を100％使用した麦茶、黒豆・はと麦・どくだ
み等をブレンドした健康麦茶、昔ながらの丸粒麦茶　等　　健康
茶：どくだみ、柿の葉、熊笹、グァバ葉、杜仲葉、びわの葉、桑の
葉、カワラケツメイ（はま茶）、はぶ茶、はと麦茶、黒豆茶、ルイボ
スティー、ごぼう茶、烏龍茶、キダチアロエ、人参、等

http://www.skk-sanei.co.jp/

7 アマミっク株式会社 沖縄県 飲料・お茶・珈琲
おおいたび（多い旅）茶ノンアルコール飲料ポリフェノール含有
添加物なし年齢性別無関係に摂取可能

8 ソーエイドー株式会社 沖縄県 飲料・お茶・珈琲

■35ハイビスカス 10倍希釈エキス 1.8ℓ(業務用)■
35COFFEE ISLAND SPECIAL DRIP TETRA 10ｐ■
35COFFEE J.F.K SPECIAL DRIP TETRA 10p■
35COFFEE O.L.T SPECIAL DRIP TETRA 10p■
35COFFEE 各種200ｇ(Powder or Beans)■
35COFFEE 各種業務用500ｇ(Powder or Beans)

https://www.35coffee.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　わかさや本舗 北海道 お菓子・スイーツ

いも風味、あげいも、ほっくりいもっこ、温泉まんじゅう、十勝あ
ずきまんじゅう、甘酒まんじゅう、北海道みるくもなか、名水の
里もなか、ばっちゃんの田舎もち、じゃがバターすいーとぽて
と、北海道じゃがバタータルト、すいーとぽてと、幸福の黄色い
ハンカチチーズケーキ、北海道バターリッチ、北海道ミルクク
リームサンド、夕張メロンクリームサンド、じゃがバタークッ
キー、ポテっとチーズ、北海道牛乳サブレ、等

http://www.wakasayahonpo.com

2 株式会社北海道米菓フーズ 北海道 お菓子・スイーツ
北海道米菓本舗　北海道ソウルフード詰合せ北海道産　ゆめぴ
りかお米チップス北海道富良野産　ゆめぴりか100％　あられ
蝦夷揚げ醤油味

https://beika-foods.co.jp/

3 株式会社不二屋本店 北海道 お菓子・スイーツ

菓子類：スナック類、スイーツ等海産品：昆布・魚卵・珍味類農産
品：レトルトカレー、ジャム、レトルトコーン、ジャム等麺類：ラー
メン、そば等乳製品：チーズ、バター等主に北海道内で製造され
る観光土産品を中心に取り扱っております。

http://fujiyahonten.jp/english/

4 亀印製菓株式会社 茨城県 お菓子・スイーツ 和菓子、ようかん、どら焼き、大福 https://www.kamejirushi.co.jp

5 株式会社常陸風月堂 茨城県 お菓子・スイーツ
万羊羹　常陸・飯沼・笠間どら焼き　バター・栗・ノーマルカフェ
ドオランジェット（コーヒー羊羹）かまくら大福（生クリーム大福）

https://www.fugetsudo.net

6 田村製菓有限会社 群馬県 お菓子・スイーツ

温泉せんべい
温泉を利用した１５０年以上の歴史をもつ小麦粉のほのかに甘
い煎餅の一口サイズです。原材料は小麦粉、グラニュー糖、
ショートニング、そして温泉のお湯のみ。温泉の炭酸成分で、サ
クッとソフトに焼き上がります。

http://www.isobesenbei.com

7 株式会社ハックルベリー 東京都 お菓子・スイーツ
ショートケーキなど定番のケーキや季節ごとの旬の素材を使用
したケーキ、イベントにも合わせたケーキなどの冷凍ケーキ。

http://www.cake-huckleberry.com

8 新珠製菓株式会社 福井県 お菓子・スイーツ
お菓子・スイーツ：羽二重餅　クリーム大福　金ノ梅ノ美ゼリー
絹小町食品加工品：茶碗蒸し

http://www.aratama.jp

9 株式会社新杵堂 岐阜県 お菓子・スイーツ 冷凍ロールケーキ、栗和菓子、フルーツ大福、栗きんとん https://www.shinkinedo.com/

10 株式会社さがみ園 静岡県 お菓子・スイーツ さがみ園お茶ポテト https://www.sagamien.co.jp/

11 有限会社もんいまぁじゅ 三重県 お菓子・スイーツ

2016年伊勢志摩サミットにて、乾杯酒・食中酒に選ばれた三
重県鈴鹿の蔵元「清水清三郎商店の銘酒「作（ざく）」の酒粕を
使用した「作フィナンシェ」と「作チーズケーキ」です。「作」が醸
し出す華やかな香りを楽しんで頂けます。「作ざくフィナンシェ」
はスッキリとした味わいの自信作のケーキで甘いものが苦手な
男性の方々にも好評です。「作チーズ」は濃厚なチーズの味わい
を作が醸し出す華やかな香りが引き立てています。

https://www.monimage-kumano.com/

12 株式会社野田米菓 三重県 お菓子・スイーツ

「伊勢志摩産 贅沢伊勢海老あられ」「三重の贅沢あられ」「三重
県産 磯の香るあおさあられ」「薬膳あられ」「津ぎょうざあられ」
「夢のうなぎあられ」「下津醤油あられ」「田舎あられ(さとう・し
お・しょうゆ)」「大袋あられ(ごぼう味、黒こしょう味など全15
種)」「小袋あられ(サラダ味、海苔味など全20種)」

https://www.nodabeika.co.jp

●お菓子・スイーツ(18社)
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13 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

14 マルトウ物産販売株式会社 大分県 お菓子・スイーツ

地元の特産品・名所を絡めた、オリジナルラングドシャやゴーフ
レット、多数開発してまいりました。グループ会社である日光食
品（株）は、ラングドシャ・ゴーフレットの専用ラインを有し世界・
全国に商品をお届けしております。

http://e-marutou.com/

15 セイカ食品株式会社 鹿児島県 お菓子・スイーツ
ボンタンアメ・兵六餅・安納芋キャラメルむらさきいもソフト
キャラメル・しょうがアメ・パイナップルアメ乳酸菌ソフトアメ・
よもぎ餅・きなこ餅

http://www.seikafoods.jp/

16 有限会社ケンコーフーズ 沖縄県 お菓子・スイーツ

サクッとホロッと新食感。優しい甘さの沖縄県多良間島産黒糖
と、ガーナ産カカオを使用したハイカカオチョコレート(72％)
のほろ苦さをミックスし、素材にこだわった、夏でも溶けない
チョコレート菓子です。

http://kenko-foods.jp/

17 株式会社ローカルランドスケープ 沖縄県 お菓子・スイーツ

「板チョコレート」カラキチョコレートシークヮーサーチョコレート
月桃チョコレート泡盛まるたチョコレート「ドライフルーツのチョ
コレート」パイナップルチョコレート今帰仁スイカチョコレート青
マンゴーチョコレートドライフルーツチョコレート　アソート

https://okinawacacao.com/

18 アイラーティ合同会社 沖縄県 お菓子・スイーツ

「マーリオチョコレート」、「マーリオOKINAWAチョコレート」各
種、「沖縄の恵み」ブランド「伊江島ラムレーズンサンド」、「無添
加・ジャム」、「美らキャロットスープ」、「エストラット・ディ・ポモ
ドーロOKINAWA」、「Bottarga di Tonno」など

https://ailati.world
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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 網走ビール株式会社 北海道 酒類

流氷ドラフト（発泡酒）、知床ドラフト（発泡酒）、桜桃の雫（発泡
酒）、ABASHIRIプレミアム（ビール）、監極の黒（ビール）、
ABASHIRI White Ale（発泡酒）、ABASHIRI Golden
Ale（ビール）、ABASHIRI ARTISAN ALE（ビール）、オホー
ツク流氷塩レモンサワーの素（リキュール）

http://www.takahasi.co.jp/beer/

2 相馬アグリ株式会社 福島県 酒類 現主力商品はもち麦 https://www.sanfoods.jp/

3 中田食品株式会社 和歌山県 酒類

【梅酒】高級梅干しにも使用される紀州産完熟南高梅を使用。
完熟した南高梅は熟れきったフルーツのような甘い香りを放ち
ます。原料に使用する完熟南高梅のエキス分が高い為、通常の
梅酒に使用する糖類の使用量をカットできています。また割水
には紀州熊野の「天然水」を使用しています。美容と健康に気を
配った梅酒になっております。

http://www.nakatafoods.co.jp

4 株式会社ロート・F・沖縄 沖縄県 酒類 商品名：KUMEJIMA612カテゴリー：飲料・クラフトビール https://www.kumejimarl.com/shop

5 石垣島ビール株式会社 沖縄県 酒類
ビール～ヴァイツェン、マリンビール、デュンケル、金波発泡酒
～ハイビール、黒糖ヴァイツェン、黒糖ヴァイツェンハイビール

https://ishigakibeer.com/

6 株式会社久米島の久米仙 沖縄県 酒類
「久米島の久米仙　30度　６００ｍｌ」「久米島の久米仙　ブラッ
ク5年」

http://www.k-kumesen.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/

2 株式会社米五 福井県 調味料 味噌、味噌加工品 https://www.komego.com/

3 株式会社信州自然王国 長野県 調味料
信州産オールフルーツジャム、バーニャカウダ、信州ドレッシン
グ、信州タルタルソース、信州味噌ドレッシング、信州フルーツ
スプレッド、桜ジャム、桜シロップ、BBQソース、焼肉のたれ

https://kakashi.co.jp

4 株式会社丸昌醸造場 岐阜県 調味料
味噌（治郎兵衛みそ・郡上みそ・全麹仕込味噌）、加工調味料（鶏
ちゃん焼きのたれ・朴葉みそ・五平餅のたれ等）、だし入り醤油
（味一番）、胡麻ドレッシング、ソース

http://www.marushojozojo.co.jp

●酒類(6社)

●調味料(8社)
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http://www.wadamata.co.jp/
http://e-marutou.com/
http://www.seikafoods.jp/
http://kenko-foods.jp/
https://okinawacacao.com/
https://ailati.world/
http://www.takahasi.co.jp/beer/
https://www.sanfoods.jp/
http://www.nakatafoods.co.jp/
https://www.kumejimarl.com/shop
https://ishigakibeer.com/
http://www.k-kumesen.co.jp/
https://locolabo.jp/
https://www.komego.com/
https://kakashi.co.jp/
http://www.marushojozojo.co.jp/


（都道府県順）

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

5 有限会社楽らく 三重県 調味料 ・マイヤーレモンカレー・キャンピングスパイス https://raku.jp/

6 株式会社トキワ 兵庫県 調味料

【調味料】①べんりで酢(万能合わせ酢)②なんでもごたれ(万能
たれ)③え～だし(万能だし)④但馬牛焼肉・ステーキ醤油(醤
油)【清涼飲料水】①梅ごこち(梅酢ドリンク/希釈タイプ)②梅ご
こちストレート(梅酢ドリンク/ストレートタイプ)③城崎ビネガー
(お酢ドリンク/希釈タイプ)

◆日本語 http://a-aji.jp/
◆外国語(英語・繁体字・簡体字)
https://tokiwa-tajima.asia/

7 株式会社庄分酢 福岡県 調味料
300年続く一子相伝の伝統製法で作った酢に砂糖・塩・昆布と
鰹のだしを加えた野菜のための調味酢です。
ピクルスやドレッシングなど使い方は万能です。

https://shoubun.jp/

8 株式会社LogStyle 大分県 調味料

「必然のニラ醤油®」(ニラの茎のみ使用) 内容量150g、「みん
なのニラ醤油®」(ニラの全て使用)内容量170g、「辛のニラ醤
油」(ニラの全て使用)内容量140g、全て賞味期限製造日より1
年間　原材料名　にら（大分産）、漬け原材料（醤油加工品（醤油
（小麦・大豆を含む）、植物性蛋白加水分解物、米発酵調味料、
砂糖、その他）、唐辛子）／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
甘味料（ステビア、甘草）

https://shop.nira-shoyu.com

3

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 株式会社北海道ハーバル 北海道 健康食品・サプリメント

①「HERBAL ONE No.1」は、製造にあたり水を一切使用せず
に100%北海道産原料・アミノ酸・ミネラル・ビタミンなどの成
分を豊富に含む「飲む化粧水」をイメージした北海道無添加プレ
ミアム美容・健康ドリンクです。②新商品「HERBAL ONE
No.7」は、2022年4月に完成。美容に特化した3種の果実x
北海道コラーゲン10,000mlx乳酸菌3,000億個配合の札幌
発の美容ドリンクです。

https://www.hokkaido-herbal.co.jp/

2 レイジンインターナショナルトレード株式会社 大分県 健康食品・サプリメント

食べる青汁『フレッツブプレミアム』：新鮮な大麦若葉（大分県
産・農薬不使用）に306億個の乳酸菌を配合した水不要の携帯
に便利なタブレットタイプ、大学共同開発商品。クリアマインドプ
ロ『心と体のストレスに』：エナジードリンクに代わるカフェイン
フリーのチュアブルタイプ、ストレス対策にお役に立ちたい。

http://www.reijin.jp/

3 株式会社アールティーブイ 沖縄県 健康食品・サプリメント
アメリカ産ブロードスペクトラムCBDを使用した、ティンク
チャーオイル、グミを生産しています。

https://mana.style/（現在準備中。9月頃完成予定。）

●健康食品・サプリメント(3社)
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https://raku.jp/
https://shoubun.jp/
https://shop.nira-shoyu.com/
https://www.hokkaido-herbal.co.jp/
http://www.reijin.jp/
https://mana.style/（現在準備中。9月頃完成予定。）

