
※英文社名アルファベット順 Oishii JAPAN 2014 出展者一覧

社名
都道府県・

都市
出展製品カテゴリー

農事組合法人完全無農薬栽培普及センターアムコ 福井県 加工食品/ジャム・スプレッド類/ドライ食品/和菓子・菓子類/デザート

会津喜多方グローバル倶楽部 福島県
加工食品/アルコール飲料/ソース・スープ・調味料/麺類

/和菓子・菓子類/酒

株式会社アキモ 栃木県 加工食品/ソース・スープ・調味料/チルド/冷凍食品/その他加工食品

全日本菓子輸出工業協同組合連合会 東京都 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社奄美大島開運酒造 鹿児島県 アルコール飲料/焼酎/泡盛

株式会社アミノアップ化学 北海道 食品素材　/機能性素材

株式会社Ante 石川県 ノンアルコール飲料/炭酸飲料

青森県 青森県 生鮮野菜・果実/加工食品/海産物/アルコール飲料/ノンアルコール飲料

アプト・コーヒー 福岡県 ノンアルコール飲料/ゴボウ茶

旭合同株式会社 京都府 加工食品/ドライ食品

アトリエ　オランジェ 三重県 加工食品/デザート

有限会社尾藤農産 北海道 加工食品/麺類

ブランケネーゼ株式会社 京都・大阪 加工食品/ドライ食品

千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 千葉県
生鮮野菜・果実/海産物/加工食品/ノンアルコール飲料/ソース・スープ・

調味料

クロレラ工業株式会社 東京都 畜産物/加工食品食品素材　/クロレラ/機能性素材

Citrus Media Pte Ltd シンガポール メディア

コリス株式会社 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社キュアテックス 東京都

海産物/加工食品/アルコール飲料/ノンアルコール飲料/調理器具、

カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品/ソース・スープ・調味料/漬物/

レトルト・インスタント調理品/珍味/チルド/冷凍食品/缶詰/ドライ食品/

加工水産物/節類/麺類/和菓子・菓子類/デザート/米・穀物/酒/焼酎/泡盛/

炭酸飲料/日本茶/紅茶

大栄フーズ株式会社 神奈川県 加工食品/珍味

大醤 株式会社 大阪府 加工食品/ソース・スープ・調味料

大東製糖株式会社 千葉県 加工食品/ソース・スープ・調味料

株式会社でん六 山形県 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社ドリマックス 埼玉県 食品機器/設備、備品、資材/キッチン機器、ソリューション

イーグル製菓株式会社 岐阜県 加工食品/和菓子・菓子類

Eastern Trade Media Pte Ltd シンガポール メディア

株式会社ヱビスパック 北海道 加工食品/チルド/冷凍食品/加工水産物/節類

江戸前海苔パウダー運営委員会　清見台カフェ 千葉県 加工食品/加工水産物/節類

株式会社江戸屋 北海道 加工食品/珍味

株式会社栄伸堂 兵庫県 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社エイワ 東京都 加工食品/和菓子・菓子類

えん　沖縄 沖縄県 畜産物/海産物/加工食品/沖縄食材

一般社団法人Enactus JAPAN 兵庫県 サービス

有限会社ネオ昭和 新潟県 加工食品/麺類

株式会社エクストラコミュニケーションズ 三重県

加工食品/アルコール飲料/調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統

工芸品/ソース・スープ・調味料/レトルト・インスタント調理品/和菓

子・菓子類/デザート/酒/リキュール

株式会社ファームステッド 北海道 加工食品/ジャム・スプレッド類/漬物/ドライ食品

鹿児島県漁業協同組合連合会 鹿児島県 海産物

福顔酒造株式会社 新潟県 アルコール飲料/酒

福岡有明海漁業協同組合連合会 福岡県 加工食品/加工水産物/節類

福岡県漁業協同組合連合会 福岡県 海産物/加工食品/加工水産物/節類

福岡県産品輸出促進協議会 福岡県 ノンアルコール飲料/日本茶

福島県食品産業協議会(山吉青果食品株式会社) 福島県
加工食品/アルコール飲料/ソース・スープ・調味料/麺類

/和菓子・菓子類/酒

福島県 福島県
加工食品/アルコール飲料/ソース・スープ・調味料/麺類

/和菓子・菓子類/酒/リキュール

フルタ製菓株式会社 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類
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社名
都道府県・

都市
出展製品カテゴリー

フタバ食品株式会社 栃木県 加工食品/アイスクリーム

株式会社ギアエイト 北海道 加工食品/ソース・スープ・調味料

岐阜県食品輸出研究会 岐阜県

加工食品/アルコール飲料/ノンアルコール飲料/ソース・スープ・調味料/

レトルト・インスタント調理品/珍味/ドライ食品/麺類/米・穀物

/酒/リキュール/日本茶

株式会社ギンビス 東京都 加工食品/和菓子・菓子類

ジーエフシー株式会社 東京都

畜産物/海産物/加工食品/アルコール飲料/ノンアルコール飲料/テーブル

ウェア、伝統工芸品/ソース・スープ・調味料/漬物/レトルト・インスタ

ント調理品/珍味/チルド/冷凍食品/豆腐・納豆/ドライ食品/小麦粉/加工

水産物/節類/麺類/和菓子・菓子類/デザート/酒/焼酎/泡盛/豆乳

株式会社グローバルウォーカー 東京都 食品機器/鮮度管理・品質保持/設備、備品、資材

農事組合法人　五箇山和紙 富山県 テーブルウェア、伝統工芸品

一般財団法人　五箇山和紙の里 富山県 テーブルウェア、伝統工芸品

株式会社グランプラス 千葉県 加工食品/和菓子・菓子類

群馬県農畜産物等輸出推進機構 群馬県 畜産物/加工食品/麺類/こんにゃく

株式会社群馬県食肉卸売市場 群馬県 畜産物

羽二重豆腐株式会社 石川県 加工食品/チルド/冷凍食品

八戸酒類株式会社 青森県 アルコール飲料/酒/梅酒

函館市 北海道
海産物/加工食品/ノンアルコール飲料/漬物/珍味/チルド/冷凍食品

/デザート/米・穀物/炭酸飲料

公益財団法人　函館地域産業振興財団 北海道 食品素材　/機能性素材

白鶴酒造株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒

東三河茶友の会 愛知県 加工食品/ノンアルコール飲料/日本茶/日本茶

有限会社比嘉酒造 沖縄県 アルコール飲料/焼酎/泡盛

東中江和紙生産組合 富山県 テーブルウェア、伝統工芸品

有限会社日の出そば 新潟県 加工食品/麺類

株式会社ひので屋 茨城県 生鮮野菜・果実

日の出屋製菓産業株式会社 富山県 加工食品/和菓子・菓子類

有限会社平川食品 佐賀県 加工食品/豆腐・納豆

北海道中小企業家同友会とかち支部 北海道

生鮮野菜・果実/畜産物/加工食品/加工肉/ジャム・スプレッド類/レトル

ト・インスタント調理品/珍味/チルド/冷凍食品/小麦粉/加工水産物/節類

/麺類/和菓子・菓子類/デザート

株式会社ホクチン 石川県 加工食品/加工水産物/節類

株式会社北毛久呂保 群馬県 加工食品/こんにゃくゼリー、こんにゃく麺

ホクレン農業協同組合連合会 北海道 畜産物

北陸製菓株式会社 石川県 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社はにーびー 千葉県 生鮮野菜・果実/ノンアルコール飲料/野菜ジュース

ホシザキ電機株式会社 東京都 食品機器/キッチン機器、ソリューション

ホシザキシンガポール株式会社 シンガポール 食品機器/キッチン機器、ソリューション

株式会社アイエー・フーズ 群馬県 加工食品/農産物

茨城県中小企業振興公社 茨城県 生鮮野菜・果実

有限会社一仲陶器店 岐阜県 テーブルウェア、伝統工芸品

井原水産株式会社 北海道 食品素材　/機能性素材

井上合名会社 福岡県 アルコール飲料/酒

有限会社井上商店 新潟県 加工食品/ノンアルコール飲料/米・穀物/フルーツジュース/水

一般社団法人石川県食品協会 石川県

海産物/加工食品/アルコール飲料/ノンアルコール飲料//ソース・スー

プ・調味料/珍味/チルド/冷凍食品/豆腐・納豆/ドライ食品/加工水産物/

節類/和菓子・菓子類/酒/炭酸飲料

石岡酒造株式会社 茨城県 アルコール飲料/酒

磯田園製茶株式会社 愛知県 ノンアルコール飲料/日本茶

株式会社いざなみ 宮城県 生鮮野菜・果実

株式会社和泉利器製作所 大阪府 調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品
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社名
都道府県・

都市
出展製品カテゴリー

直鞍農業協同組合ぶどう部会 福岡県 生鮮野菜・果実/アルコール飲料/酒

香川県農業協同組合 香川県
生鮮野菜・果実加工食品/ノンアルコール飲料/ドライ食品/米・穀物

/日本茶

ジェイエイかごしま茶業株式会社 鹿児島県 ノンアルコール飲料/食品素材　/日本茶/機能性素材

日本航空株式会社 東京都 食品機器/運送

日本自治体等連合シンガポール事務所 シンガポール

生鮮野菜・果実/海産物/加工食品/アルコール飲料/調理器具、カトラリー

/テーブルウェア、伝統工芸品/豆腐・納豆/加工水産物/節類/麺類/和菓

子・菓子類/酒/リキュール

日本郵便株式会社 東京都 食品機器/運送

株式会社ＪＲ東日本青森商業開発 青森県 アルコール飲料/ノンアルコール飲料/シードル/ノンアルコールシードル

加賀味噌食品工業協業組合 石川県 加工食品食品素材　/ソース・スープ・調味料/機能性素材オーガニック原

一般財団法人かがわ県産品振興機構 香川県
生鮮野菜・果実/畜産物/加工食品/アルコール飲料/豆腐・納豆/麺類/米・

穀物/酒/日本産ワイン

鹿児島くみあい食品株式会社 鹿児島県 加工食品/漬物

鹿児島県食肉輸出促進協議会 鹿児島県 畜産物

鹿児島県経済農業協同組合連合会 鹿児島県 畜産物/加工食品/ノンアルコール飲料/漬物/チルド/冷凍食品/日本茶

公益社団法人鹿児島県特産品協会 鹿児島県

海産物/加工食品/アルコール飲料/ノンアルコール飲料/食品素材

/ソース・スープ・調味料/加工水産物/節類/和菓子・菓子類/焼酎/泡盛/

日本茶/機能性素材/機能性素材オーガニック原材料

鹿児島製茶株式会社 鹿児島県 ノンアルコール飲料/日本茶

農業法人鎌田きのこ株式会社 北海道 生鮮野菜・果実

亀印製菓株式会社 茨城県 加工食品/和菓子・菓子類/食品製造・加工/機能性素材/生産技術

カメヤ食品株式会社 静岡県 加工食品/ソース・スープ・調味料

かなわ水産株式会社 広島県 海産物

株式会社金谷酒造店 石川県 アルコール飲料/ノンアルコール飲料/酒

金沢食品 石川県 加工食品/加工水産物/節類

株式会社金沢大地 石川県
加工食品/食品素材/ソース・スープ・調味料/食品製造・加工/機能性素材

オーガニック原材料

金正陶器株式会社 岐阜県 テーブルウェア、伝統工芸品

カネス製麺株式会社 兵庫県 加工食品/麺類

有限会社かんずり 新潟県 加工食品/ソース・スープ・調味料/珍味

片山酒造株式会社 栃木県 アルコール飲料/酒

剣菱酒造株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒

研醸株式会社 福岡県 アルコール飲料/リキュール

菊正宗酒造株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒

株式会社金吾堂製菓 東京都 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社北国からの贈り物 埼玉県

生鮮野菜・果実/畜産物/海産物/加工食品/アルコール飲料/

ノンアルコール飲料/食品素材 /ソース・スープ・調味料/加工肉/レトル

ト・インスタント調理品/ドライ食品 /サプリメント/酒/日本産ワイン/日

本茶/機能性飲料/水/機能性素材/機能性素材オーガニック原材料

株式会社N・S・マネージメント　北の綿雪本部 青森県 加工食品/デザート

株式会社神戸酒心館 兵庫県 アルコール飲料/酒

コジマ技研工業有限会社 神奈川県 食品機器/食品製造・加工

小松水産株式会社 石川県 海産物

越路商事株式会社 新潟県 アルコール飲料/酒

株式会社こしじ販売 新潟県 加工食品/ノンアルコール飲料/ソース・スープ・調味料/野菜ジュース

株式会社京都吉祥庵 京都府 加工食品/和菓子・菓子類/デザート

有限会社レイク・ルイーズ 岐阜県 加工食品/麺類/米・穀物
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社名
都道府県・

都市
出展製品カテゴリー

リーガルネットワーク株式会社 大阪府

生鮮野菜・果実/海産物/加工食品/ノンアルコール飲料/ソース・スープ・

調味料/加工肉/ジャム・スプレッド類/漬物/珍味/チルド/冷凍食品/ドラ

イ食品/加工水産物/節類/和菓子・菓子類/デザート/フルーツジュース

株式会社リープフラオ 神奈川県 加工食品/和菓子・菓子類

マリンフード株式会社 大阪府 加工食品/ジャム・スプレッド類/乳製品

Marshall Cavendish Business information シンガポール メディア

丸京製菓株式会社 鳥取県 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社マルモ森商店 静岡県 ノンアルコール飲料/日本茶

株式会社丸利玉樹利喜蔵商店 岐阜県 テーブルウェア、伝統工芸品

株式会社マルサヤ 東京都 加工食品/ソース・スープ・調味料/珍味/加工水産物/節類

マルサヤシンガポール 東京都 加工食品/ソース・スープ・調味料/珍味/加工水産物/節類

有限会社丸祐植田製茶 静岡県 ノンアルコール飲料/日本茶

マルユー株式会社 千葉県 加工食品/オムレツ

株式会社ますぶち園 岐阜県 加工食品/ノンアルコール飲料/ドライ食品/日本茶

株式会社松前屋 大阪府 加工食品/ソース・スープ・調味料

松山製菓株式会社 愛知県 加工食品/和菓子・菓子類

Media Japan Pte Ltd シンガポール メディア

めぐみの農業協同組合 岐阜県 加工食品/米・穀物

南九州畜産興業株式会社 鹿児島県 畜産物

南魚沼大久保農園株式会社 新潟県 加工食品/米・穀物

三田飲料株式会社 東京都 加工食品/ノンアルコール飲料/デザート/希釈用シロップ

光武製菓株式会社 佐賀県 加工食品/ノンアルコール飲料/和菓子・菓子類/フルーツジュース

株式会社三輪酒造 岐阜県 アルコール飲料/酒

都一株式会社 千葉県 加工食品/レトルト・インスタント調理品/麺類

株式会社森﨑商店 香川県
加工食品/アルコール飲料テーブルウェア、伝統工芸品

/ソース・スープ・調味料/麺類/酒/日本産ワイン

農業生産法人　株式会社もとぶ牧場 沖縄県 畜産物/加工食品/加工肉

株式会社麦の穂 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類/デザート

灘五郷酒造組合 兵庫県 アルコール飲料/酒

株式会社永谷園 東京都
加工食品/ソース・スープ・調味料/レトルト・インスタント調理品

/ドライ食品/麺類/ケーキミックス

中原水産株式会社 鹿児島県 加工食品/ソース・スープ・調味料/加工水産物/節類/和菓子・菓子類

株式会社中島大祥堂 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類

中島酒造店 石川県 アルコール飲料/酒

株式会社中山吉祥園 福岡県 ノンアルコール飲料/日本茶

株式会社なんつね 大阪府 食品機器/食品製造・加工/キッチン機器、ソリューション

直本工業株式会社 大阪府 食品機器/食品製造・加工

那須高原ビール株式会社 栃木県 アルコール飲料/ビール

全国農業協同組合連合会　千葉県本部 千葉県
生鮮野菜・果実加工食品/ノンアルコール飲料/デザート/米・穀物

/野菜ジュース

ナチュラルケア株式会社 北海道 食品素材　/機能性素材

根岸物産株式会社 群馬県 加工食品/麺類

日本盛株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒

株式会社新潟物産 新潟県 加工食品/米・穀物

公益財団法人にいがた産業創造機構 新潟県 生鮮野菜・果実/海産物

新潟銘醸株式会社 新潟県 アルコール飲料/酒

ニッケン刃物　株式会社 岐阜県 調理器具、カトラリー

西酒造株式会社 鹿児島県 アルコール飲料/焼酎/泡盛

ノ－ベル製菓株式会社 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社ノース技研 北海道 食品素材　/機能性素材

株式会社おちゃらか 東京都
ノンアルコール飲料/日本茶/緑茶フレーバーティー、

フレーバーティー粉末
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株式会社オフィス弁慶 青森県 海産物/加工食品/加工水産物/節類

株式会社黄金糖 奈良県 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社小倉商店 北海道 食品機器/運送

株式会社オハラ 石川県 加工食品/デザート

太田酒造株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒

おいしかぁ～便の会 福岡県 生鮮野菜・果実

株式会社オカムラ食品工業 青森県 海産物/加工食品/加工水産物/節類

オカムラトレーディング株式会社 東京都 海産物/加工食品/加工水産物/節類

沖縄製粉株式会社 沖縄県 生鮮野菜・果実加工食品/チルド/冷凍食品/ドライ食品

沖縄県 (株式会社JTB西日本） 大阪府
生鮮野菜・果実/畜産物/加工食品/チルド/冷凍食品/ドライ食品

/和菓子・菓子類

株式会社オキス 鹿児島県
加工食品/ノンアルコール飲料/食品素材　/ソース・スープ・調味料

/ドライ食品/日本茶/機能性素材

株式会社大八産業 沖縄県 生鮮野菜・果実

株式会社オリオン商事 沖縄県 加工食品/チルド/冷凍食品

大関株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒/焼酎/泡盛

株式会社ピー・アンド・ピー 北海道 加工食品/ソース・スープ・調味料

株式会社パン・アキモト 栃木県 加工食品/缶詰/和菓子・菓子類/パン・シリアル類

パイン株式会社 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類

プライムストリーム アジア シンガポール 食品機器/運送

株式会社プライム・ストリーム北海道 北海道

生鮮野菜・果実/畜産物/海産物/加工食品/レトルト・インスタント調理品

/珍味/チルド/冷凍食品/豆腐・納豆/ドライ食品/小麦粉/麺類/和菓子・菓

子類/デザート/米・穀物

株式会社プロットアジアアンドパシフィック 北海道 加工食品/コンサルティング業

株式会社利招園茶舗 京都府
ノンアルコール飲料/食品素材　/日本茶

/機能性素材オーガニック原材料

株式会社柳月 北海道 加工食品/デザート

佐渡市離島活性化協議会 新潟県 生鮮野菜・果実/海産物/加工食品/米・穀物

株式会社サイキ一山陶苑 岐阜県 テーブルウェア、伝統工芸品

佐治陶器株式会社 三重県 調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品

堺食産品海外セールス実行委員会 大阪府 調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品

株式会社酒のかまくら 和歌山県 アルコール飲料/酒/リキュール

株式会社サンテツ 大阪府 加工食品/漬物

讃岐牛・オリーブ牛振興会 香川県 畜産物

株式会社佐竹産業 岐阜県 調理器具、カトラリー

沢の鶴株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒/梅酒

スクーナー株式会社 東京都 海産物/加工食品/チルド/冷凍食品/加工水産物/節類/寿司・刺身製品

セイカ食品株式会社 鹿児島県 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社青研 青森県 生鮮野菜・果実/ノンアルコール飲料/フルーツジュース

関兼次刃物　株式会社 岐阜県 調理器具、カトラリー

株式会社関菊水刃物 岐阜県 調理器具、カトラリー

株式会社扇雀飴本舗 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類

農事組合法人明野町紫峰牛肥育組合 茨城県 畜産物

株式会社島崎酒造 栃木県 アルコール飲料/酒

株式会社清水商店 茨城県 海産物/加工食品/珍味/チルド/冷凍食品/加工水産物/節類

株式会社下堂園 鹿児島県 ノンアルコール飲料/食品素材/日本茶/機能性素材オーガニック原材料

白菊酒造株式会社 茨城県 アルコール飲料/酒/リキュール

株式会社食研 千葉県 加工食品/チルド/冷凍食品

昭和製菓株式会社 北海道 加工食品/和菓子・菓子類/デザート

株式会社信栄食品 長野県 加工食品/チルド/冷凍食品

食品王国いしかわHALAL FOODS研究会 石川県

海産物/加工食品/ノンアルコール飲料/食品素材/ソース・スープ・調味料

/レトルト・インスタント調理品/珍味/チルド/冷凍食品/豆腐・納豆/加工

水産物/節類/和菓子・菓子類/炭酸飲料/金箔
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株式会社壮関 栃木県 加工食品/漬物/珍味/和菓子・菓子類

関の刃物と特産品海外見本市事業実行委員会 岐阜県
加工食品調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品

/加工肉/米・穀物

スターゼンミートプロセッサー株式会社 東京都 畜産物

株式会社諏訪商店 千葉県
加工食品/ソース・スープ・調味料/レトルト・インスタント調理品/珍味/

ドライ食品/加工水産物/節類

有限会社鈴木そば製粉所 栃木県 アルコール飲料/焼酎/泡盛

大洋酒造株式会社 新潟県 アルコール飲料/酒

株式会社高田屋商店 新潟県 加工食品/米・穀物

株式会社竹田食品 北海道 加工食品/漬物/珍味/加工水産物/節類

多古町農業連絡協議会 千葉県 生鮮野菜・果実

タマノイ酢株式会社 大阪府 加工食品/ノンアルコール飲料/ソース・スープ・調味料/お酢ドリンク

有限会社たも屋 香川県 加工食品/ソース・スープ・調味料/麺類

株式会社種商 佐賀県 生鮮野菜・果実加工食品/米・穀物

株式会社館林うどん 群馬県 加工食品/麺類

辰馬本家酒造株式会社 兵庫県 アルコール飲料/酒

株式会社TBエンタープライズ 富山県 ノンアルコール飲料/フレーバーティー

鈴木製茶 愛知県
ノンアルコール飲料/食品素材　/日本茶

/機能性素材オーガニック原材料

天領酒造株式会社 岐阜県
加工食品/アルコール飲料/レトルト・インスタント調理品/酒

/リキュール

土岐市陶磁器卸商業協同組合 岐阜県 テーブルウェア、伝統工芸品

一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 栃木県
生鮮野菜・果実/畜産物/加工食品/ソース・スープ・調味料/チルド

/冷凍食品/米・穀物

栃木県 栃木県
生鮮野菜・果実/畜産物/加工食品/ノンアルコール飲料/アルコール飲料/

テーブルウェア、伝統工芸品

株式会社十勝野フロマージュ 北海道 加工食品/デザート

東京拉麺株式会社 栃木県 加工食品/麺類

株式会社外池酒造店 栃木県 アルコール飲料/テーブルウェア、伝統工芸品/酒/焼酎/泡盛

鳥山畜産食品株式会社 群馬県 畜産物

豊橋市役所 愛知県 食品機器/運送

一般財団法人燕三条地場産業振興センター 新潟県 調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品

株式会社つかもと 茨城県 加工食品食品素材　/和菓子・菓子類/機能性素材

佃食品株式会社 石川県 加工食品/珍味/加工水産物/節類

内堀醸造株式会社 岐阜県 加工食品/ソース・スープ・調味料

株式会社上野風月堂 東京都 加工食品/和菓子・菓子類

株式会社鵜舞屋 岐阜県 加工食品/珍味/加工水産物/節類

United Foods International Pte Ltd シンガポール 加工食品

株式会社魚長食品 北海道
加工食品/ノンアルコール飲料/珍味/チルド/冷凍食品/加工水産物/節類/

米・穀物/炭酸飲料

ワコー食品工業株式会社 石川県 加工食品/豆腐・納豆/その他加工食品

株式会社渡辺製麺 長野県 加工食品/麺類/和菓子・菓子類

株式会社渡辺佐平商店 栃木県 アルコール飲料/酒

株式会社ホワイトフーズ 香川県
加工食品/アルコール飲料/ソース・スープ・調味料/ジャム・スプレッド

類/チルド/冷凍食品/豆腐・納豆/ドライ食品/酒

公益財団法人世界緑茶協会 静岡県 ノンアルコール飲料/日本茶/日本茶フレーバーティー

ワイズティーネットワーク株式会社 栃木県 ノンアルコール飲料/紅茶

八千代伝酒造株式会社 鹿児島県 アルコール飲料/焼酎/泡盛

株式会社山北中村商店 北海道 加工食品/漬物/珍味

山二造酢株式会社 三重県 加工食品/ソース・スープ・調味料

株式会社山三三宅 岐阜県 テーブルウェア、伝統工芸品

山武商店 岐阜県 畜産物/加工食品/缶詰

有限会社ヤマタネ 愛知県 調理器具、カトラリー/テーブルウェア、伝統工芸品

ヤマト醤油味噌 石川県 加工食品/ソース・スープ・調味料
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安井株式会社 大阪府 加工食品/和菓子・菓子類

有限会社与助丸商店 千葉県 海産物

株式会社柚餅子総本家中浦屋 石川県
加工食品/ノンアルコール飲料/ジャム・スプレッド類/チルド/冷凍食品

/和菓子・菓子類/フルーツジュース/ソフトドリンク

雪国アグリ株式会社 群馬県 加工食品/こんにゃくゼリー、こんにゃくパウダー

郵船ロジスティクス株式会社 大阪府
加工食品/アルコール飲料/ソース・スープ・調味料/漬物

/食べれる器（イートレイ）/酒

勇心酒造株式会社 香川県 アルコール飲料/リキュール
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