
Oishii Japan 2015 出展社一覧 （社名順）

出展社名 都道府県 ブース番号

愛育フィッシュ輸出促進共同企業体 愛媛県 E27

株式会社アイ・エイチ・エス 千葉県 D21

愛知県 愛知県 E01

株式会社あいや 愛知県 F21

株式会社あうん堂 沖縄県 F13

株式会社青木刃物製作所 大阪府 E13

青森県 青森県 E14, F33

アグリトレーディングアジア 大阪府 G24

株式会社アサツー ディ・ケイ 東京都 A18

旭酒造株式会社 山口県 A18

アトリエオランジェ 三重県 A04

あぶくま食品株式会社 福島県 A15

株式会社天乃屋 東京都 A10

天吹酒造合資会社 佐賀県 B29

アルプスワイン株式会社 山梨県 B23

An-jewel 大阪府 G16

Eastern Trade Media Pte Ltd シンガポール H02

壱岐の蔵酒造株式会社 長崎県 B24

株式会社石垣の塩 沖縄県 F13

石川の食シンガポール輸出促進協議会（一般社団法人石川県食品協会） 石川県 B02

株式会社石田農園 群馬県 C02

株式会社和泉利器製作所 大阪府 E13

有限会社伊勢昆布 三重県 A04

磯田園製茶株式会社 愛知県 E01

有限会社一仲陶器店 岐阜県 D02

株式会社イヅツみそ 香川県 E02

Ippin Pte Ltd シンガポール B13

井出醸造店 山梨県 B27

Ito En Singapore Pte Ltd シンガポール C21

株式会社伊藤農園 和歌山県 G08

イヨスイ株式会社 愛媛県 G23

上田運輸株式会社 石川県 B02

株式会社鵜舞屋 岐阜県 F01

江井ヶ嶋酒造株式会社 兵庫県 B25

エイシーネット共同組合 青森県 F33

株式会社エイワ 東京都 A08

株式会社ANA Cargo 東京都 F33

株式会社エクストラコミュニケーションズ 三重県 A06

Xbound Asia Pte Ltd シンガポール A06

天領盃酒造株式会社 新潟県 G16

扇屋食品株式会社 愛媛県 E23

オークス株式会社 新潟県 G01

大関株式会社 兵庫県 C01

太田油脂株式会社 愛知県 E01

株式会社マルヨシ近江茶 滋賀県 F22
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オガタマ酒造株式会社 鹿児島県 B24

オカモト株式会社 東京都 E26

沖縄県 沖縄県 F33

沖縄県中小企業団体中央会 沖縄県 F13

株式会社沖縄県物産公社 沖縄県 F33

株式会社小樽ダイニング 北海道 E30

株式会社お茶の沢田園 鹿児島県 F29

株式会社おちゃらか 東京都 F28,F29

株式会社オフィス弁慶 青森県 E14

オリザ油化株式会社 愛知県 F07

香川県 香川県 E02

鹿児島協同食品株式会社 鹿児島県 E25

鹿児島県いちき串木野市役所 鹿児島県 E25

有限会社柏崎青果 青森県 E14

片山酒造株式会社 栃木県 D01

合資会社加藤吉平商店 福井県 A18

株式会社川平ファーム 沖縄県 F13

亀印製菓株式会社 茨城県 C13

賀茂泉酒造株式会社 広島県 B29

軽井沢ブルワリー株式会社 長野県 J01

有限会社グーこぎく 静岡県 F26

合資会社寒菊銘醸 千葉県 D21

菊正宗酒造株式会社 兵庫県 C01

株式会社喜多屋 福岡県 B24

株式会社 木原製作所 山口県 C27

岐阜県食品輸出研究会 岐阜県 F01

株式会社木村商事 香川県 E02

株式会社キュアテックス 東京都 B13

京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会和牛部会 京都府 F05

京屋酒造有限会社 宮崎県 B24

共栄製茶株式会社 京都府 F29

きよみだい　かふぇ 千葉県 D21

株式会社銀閣寺大西 京都府 F05

株式会社金トビ志賀 愛知県 E01

株式会社ギンビス 東京都 A08

川根輝緑園製茶 静岡県 F26

株式会社久家本店 大分県 B24

串木野市漁業協同組合 鹿児島県 E25

クニヒロ株式会社 広島県 E28

株式会社グランプラス 千葉県 D21

株式会社グリーンハンドユニオン 福岡県 F27

株式会社クリエイティブテクノロジー 京都府 F04

株式会社クリエイティブトレーディング 神奈川県 F04

Global Food Creators Singapore Pte Ltd シンガポール A01

グローロジスティクス株式会社 山口県 C27
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群馬県農畜産物等輸出推進機構 群馬県 C02

剣菱酒造株式会社 兵庫県 C01

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 茨城県 C13

九重味淋株式会社 愛知県 G19

コジマ技研工業株式会社 神奈川県 C30

株式会社越山商店 石川県 B02

株式会社コムセンス 熊本県 A06

株式会社サイキ一山陶苑 岐阜県 D02

株式会社佐浦 宮城県 A18

堺食産品海外セールス実行委員会 大阪府 E13

佐川急便シンガポール株式会社 シンガポール C22

櫻正宗株式会社 兵庫県 A18

佐治陶器株式会社 三重県 A04

薩摩酒造株式会社 鹿児島県 B24

株式会社佐渡銘販 新潟県 G16

讃岐牛・オリーブ牛振興会 香川県 E02

株式会社茶来 三重県 A06

有限会社サラダボウル 大阪府 F25

沢の鶴株式会社 兵庫県 C01

三栄鶏卵株式会社 愛知県 E01

株式会社サンテツ 大分県 A03

株式会社さんれいフーズ 島根県 E24

株式会社サンワ 千葉県 D21

三和酒類株式会社 大分県 B24

ジーエフシー株式会社 岐阜県 A01

株式会社JR東日本青森商業開発 青森県 E14

ジャパンフードコート（KEISUKE,SAMURICE） シンガポール D33

JA静岡経済連 静岡県 F29

軸屋酒造株式会社 鹿児島県 B24

Citrus Media Pte Ltd シンガポール H03

品川水産株式会社 兵庫県 E08

株式会社芝寿し 石川県 B02

株式会社島崎酒造 栃木県 D01

株式会社しまとうふ 沖縄県 F13

株式会社清水商店 茨城県 C13

株式会社車多酒造 石川県 A18

正田醤油株式会社 群馬県 C02

株式会社食研 千葉県 D21

白菊酒造株式会社 茨城県 C13

株式会社信栄食品 長野県 F02

株式会社新倉 千葉県 D21

新宿吉野麺機株式会社 東京都 C28

有限会社進藤重晴商店 愛媛県 J02

株式会社伸和食品 愛知県 C28

末廣酒造 福島県 A18
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株式会社鈴木栄光堂 岐阜県 A11

株式会社スターリングフーズ 埼玉県 E14

株式会社角谷文治郎商店 愛知県 E01

誠晃貿易株式会社 大阪府 E13

請福酒造有限会社 沖縄県 F13

関屋醸造株式会社 愛知県 A18

繊月酒造株式会社 熊本県 B24

全日本菓子輸出工業協同組合連合会 東京都 A08

株式会社壮関 栃木県 D01

大栄フーズ株式会社 神奈川県 E22

有限会社大黒屋商店 新潟県 G22

大東製糖株式会社 千葉県 D21

泰盛貿易株式会社 大阪府 C28

大洋酒造株式会社 新潟県 G01

高桑美術印刷株式会社 石川県 A18

株式会社武生製麺 福井県 F10

多古町農業連絡協議会 千葉県 D21

株式会社田島屋 茨城県 C13

株式会社多田フィロソフィ 兵庫県 E08

大刀洗町役場 福岡県 B01

辰馬本家酒造株式会社 兵庫県 C01

株式会社館林うどん 群馬県 C02

株式会社谷常製菓 兵庫県 G13

株式会社種商 福岡県 B09

田原市 愛知県 E01

有限会社田向商店 青森県 F33

だるま食品株式会社 茨城県 C13

CSN地方創生ネットワーク株式会社 東京都 E29

千古乃岩酒造株式会社 岐阜県 J03

Chitose Agriculture Initiative Pte Ltd シンガポール C21

千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 千葉県 D21

中国醸造株式会社 広島県 B29

中水青森中央水産株式会社 青森県 F33

株式会社つかもと 茨城県 C13

合同会社築地喜平治商店 東京都 C25

株式会社月の井酒造店 茨城県 C13

土筆屋株式会社 愛知県 E01

佃食品株式会社 石川県 B02

Tipps Pte  Ltd シンガポール B27

出羽桜酒造株式会社 山形県 A18

東亜工業株式会社 静岡県 C28

株式会社東海クボタ 愛知県 E01

東京すしアカデミー株式会社 東京都 G10

東京拉麺株式会社 栃木県 D01

東洋SCトレーディング株式会社 東京都 B27
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東和商貿有限公司 台湾 B25

土岐市陶磁器卸商業協同組合 岐阜県 D02

株式会社常磐植物化学研究所 千葉県 D21

栃木県 栃木県 D01

一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 栃木県 D01

Toppan Forms (S) Pte Ltd シンガポール C26

株式会社トップ 大阪府 C28

株式会社外池酒造店 栃木県 D01

有限会社とみたメロンハウス 北海道 F33

豊橋市 愛知県 E01

株式会社ドリマックス 埼玉県 D27

鳥山畜産食品株式会社 群馬県 C02

直本工業株式会社 大阪府 D29

中山製菓株式会社 東京都 A12

株式会社なごやきしめん亭 愛知県 E01

灘五郷酒造組合 兵庫県 C01

株式会社南山園 愛知県 E01

株式会社南部美人 岩手県 B29

公益財団法人にいがた産業創造機構 新潟県 G01

新潟銘醸株式会社 新潟県 G01

ニーズ株式会社 北海道 G09

西野金陵株式会社 東京都 B27

日本盛株式会社 兵庫県 C01

日本自治体等連合シンガポール事務所運営協議会 佐賀県 B01

日本酒造組合中央会 東京都 B24

日本茶輸出促進協議会 静岡県 F29

日本刀剣株式会社 新潟県 G01

日本リノ・アグリ株式会社 千葉県 C22

株式会社ネオアグリ 大阪府 A06

有限会社ネオ昭和 新潟県 G01

根岸物産株式会社 群馬県 C02

株式会社野田米菓 三重県 A06

ハーベストジャパン 青森県 E14

株式会社榛原 大阪府 F23

伯方塩業株式会社 愛媛県 G17

萩ブランド協同組合 山口県 C27

白鶴酒造株式会社 兵庫県 C01

八戸酒類株式会社 青森県 E14

株式会社八天堂 広島県 A16

Hattendo Singapore Pte Ltd シンガポール A16

濵田酒造株式会社 鹿児島県 E25

株式会社バルコム 広島県 G26

株式会社パンアキモト 栃木県 D01

株式会社ヒカリ食品 新潟県 G01

日高水産加工有限会社 鹿児島県 E25
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ビッグローブ株式会社 東京都 A18

株式会社ぴゅあ菜 東京都 C22

株式会社神戸酒心館 兵庫県 C01

株式会社フジキカイ 愛知県 D28

舞台アグリイノベーション株式会社 宮城県 F08

府中誉株式会社 茨城県 C13

株式会社プリミティブ・ドライブ 福岡県 F06

株式会社ヘルシーライフ 山口県 C27

株式会社ホクチン 石川県 B02

株式会社北毛久呂保 群馬県 C02

北陸製菓株式会社 石川県 B02

ホクレン農業協同組合連合会 北海道 F09

株式会社ホリスティックスクール 福岡県 F33

Marshall Cavendish Business Information Pte Ltd シンガポール H01

株式会社マーミヤ 沖縄県 F13

株式会社枡田酒造店 富山県 A18

株式会社増田徳兵衛商店 京都府 A18

株式会社ますや食品 長野県 G15

株式会社ますやみそ 広島県 G21

松井酒造株式会社 京都府 B27

株式会社マツザワ 長野県 G14

Madrid Fusion Manila 2016 フィリピン B07

丸石醸造株式会社 愛知県 E01

まるき葡萄酒株式会社 山梨県 B21

丸京製菓株式会社 鳥取県 A08

株式会社マルサヤ 東京都 E21

マルサヤシンガポール シンガポール E21

株式会社マルヒ肥田陶器 岐阜県 D02

丸安茶業株式会社 滋賀県 F22

株式会社まるや八丁味噌 愛知県 E01

マルユー株式会社 千葉県 D21

株式会社丸利玉樹利喜蔵商店 岐阜県 D02

三田飲料株式会社 東京都 B22

三井化学シンガポールR&Dセンター シンガポール C22

株式会社三倉食品 沖縄県 F13

有限会社満田製茶 滋賀県 F22

南あわじ市商工会 兵庫県 E08

美濃焼ジャパン株式会社 シンガポール D02

明利酒類株式会社 茨城県 C13

Media Japan Pte Ltd シンガポール H04

一般財団法人　山口県国際総合センター 山口県 C27

株式会社山三三宅 岐阜県 D02

ヤマシン醸造株式会社 愛知県 G19

有限会社山藤 三重県 A06

ヤマト運輸株式会社 東京都 F33
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株式会社山徳 大阪府 C28

株式会社ヤマト醤油味噌 石川県 B02

山二造酢株式会社 三重県 A06

株式会社山本園 滋賀県 F22

山元酒造株式会社 鹿児島県 B24

UOB JCB Platinum Card シンガポール G12

郵船ロジスティクス シンガポール C21

株式会社ゆう屋 千葉県 A06

株式会社ユーユーワールド 栃木県 D01

雪国アグリ株式会社 群馬県 C02

株式会社柚餅子総本家中浦屋 石川県 B02

有限会社与助丸商店 千葉県 D21

四日市商工会議所 三重県 A04

リーガルネットワーク株式会社 大阪府 G16

株式会社流通サービス 静岡県 F26

Ruiter Far East シンガポール C28

有限会社レイク・ルイーズ 岐阜県 F01

株式会社Rainbow Sake 広島県 B29

有限会社レキップ・ド・ニコ 静岡県 A14

株式会社ワールドキッチンテック 埼玉県 C28

若林煎餅株式会社 岐阜県 G11

和光有限会社 福岡県 G20

ワコー食品工業株式会社 石川県 B02

株式会社渡邊佐平商店 栃木県 D01
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