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お天道さま本舗　(資)土師物産みんなを笑顔にするお米。
出展内容 ギフト用パッケージにて、全国各地のこだわり米や独自開発の簡

単本格お赤飯の試食・販売です。

特徴 大正11年創業、3代目店主がプロとして選んだこだわりのお米や、お料理用専用米、お赤飯等を真空パックにした「新しい食」を提案
します。見た目の可愛さからもギフトやノベルティに最適です。

販売あり
http://otentosamahonpo.jp

ブース
番　号 A-001

田中製麺国産米粉でつくる五割米粉揚げ麺
出展内容 国産米粉使用の米粉揚げ麺、サラダ、あんかけで召し上がれま

す。

特徴 国産米粉使用の五割米粉揚げ麺　日本で初めての商品です。麺は白いですが油で揚げています。サクサクパリパリの食感はサラ
ダ、あんかけ料理に最適です。

販売あり
http://www.tanakaseimen.com

ブース
番　号 A-002

ごはんGOHAN　　一粒庵個食タイプの冷凍ごはん　全15種類
出展内容 冷凍ごはん　全15種類の試食・販売

特徴 食べたい時に、電子レンジで簡単調理。ご家庭で、できたての味をお楽しみください。玄米ごはん、おこわ、お寿司、味ごはんなど計
15種類とりそろえております。

販売あり
http://www.toubou.jp

ブース
番　号 A-003

わさび苑　多良岳本わさびを使用した加工品で勝負。
出展内容 試食をして頂き、販路拡大に努めたい

特徴 『多良岳のわさびドレッシング』は、酸味をやや抑えて、コクと後味のバランスを追求しました。野菜サラダ以外にソースや醤油、ポン
酢同様に、手軽で便利な万能ダレとしてご提案いたします。

http://wasabientaradake.wix.com/wasabi

ブース
番　号 A-004

菓秀苑　森長長崎発のおいしいスイーツの数々です。
出展内容 シュガーロードと呼ばれた長崎街道から生まれたカステラ、生カス

テラ、おこしをお届けします。

特徴 創業221年の老舗菓子舗です。創業以来の看板商品「諫早おこし」に加え「長崎カステラ」も製造、2009年には「とろける生カステラ」
が大ブレイク、時代に合った商品開発も行っています。

http://www.kashuen-moricho.co.jp/

ブース
番　号 A-005

れんこんファクトリー(おだ商店)蓮根の商品に興味がある方お待ちしています
出展内容 蓮根を使用したカラフル蓮根、クッキーなどヘルシーな蓮根商材を

取り揃えています。

特徴 当社は熊本県で蓮根栽培を行っています。レンコンは食物繊維が豊富、ヘルシー、低炭水化物であり、それを活用した惣菜、スイー
ツを商品化しました。

販売あり
http://odarenkon.com

ブース
番　号 A-006

株式会社　果実堂簡単　便利　進化型サラダ商材
出展内容 ベビーリーフと独自の技術で製造した発芽大豆の試食・販売を

行っています。

特徴 肥沃な大地でていねいに育てたミネラルたっぷりのおいしいベビーリーフです。幼葉たちの味のハーモニーをお楽しみ下さい　「果
実堂発芽大豆」の口に入れた瞬間にわかる食感と香りをお楽しみ下さい

販売あり
http://www.kajitsudo.com

ブース
番　号 A-007

農事組合法人　香川ランチ宮崎より新鮮で美味い卵やスイーツを全国に
出展内容 新鮮なこだわりたまごを中心に鶏卵加工品、鶏肉加工品、スイー

ツを展示。

特徴 美味しい卵をお届けする為に徹底的に環境や飼料にこだわり自信をもって卵作りしてます。また、その卵を使って自社割卵、製造の
美味しい茶碗蒸しや玉子とうふ、スイーツなど製造しています。

販売あり
http://kagawa-ranchi.com/

ブース
番　号 A-008

村田製菓原材料のさつまいもは南九州産を使用。
出展内容 一般に流通されている芋かりんとう、おさつチップ、詰め合わせギ

フト商材を展示。

特徴 南九州で収穫されたさつまいも(黄金千貫)を即日加工し、グラニュー糖でシンプルに味付けされ、さつまいもの旨味を存分に生かし
た自然食品菓子です。

ブース
番　号 A-009

農業生産法人株式会社オキス九州の美味しい野菜を使用した商品です。
出展内容 お野菜だし、POPPO^・GOBOT'Z(膨化スナック)、乾燥野菜、焙煎

野菜茶...etc

特徴 九州産(主に鹿児島県産)の野菜を原料に使用しました。素材の旨みを生かした商品です。PB・OEM生産も承っております。

販売あり
http://oks.cc/

ブース
番　号 A-010

MBC開発鹿児島県産品をベースに開発した新商品。
出展内容 A.桜島小みかん等を使ったハンドクリーム、化粧品。B.常温保存可

のさつま揚げ、さつま芋商品。

特徴 A.桜島小みかんや本土最南端佐多地区のレモングラスなどを使った香るハンドクリーム、石鹸、化粧品。　B.防災食の加工技術をさ
つま芋とさつまあげに利用した長期常温保存可の新商品。

販売あり
http://www.mbckh.com

ブース
番　号 A-011
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アール・シー・フードパック缶詰レトルト食品のことご相談ください!
出展内容 こだわりの缶詰・ギフト用レトルト商品・業務用商品の展示説明を

行っています。

特徴 缶詰・レトルト商品の開発及びOEM供給などあらゆることに対応致します。一般小売商品から大型業務用商品までぜひご相談くださ
い!

http://rc-foodpack.co.jp/

ブース
番　号 A-012

(株)昆布森女性に大人気のおしゃぶり芽かぶ
出展内容 健康で安全な海藻加工品の販売及び展示

特徴 体にやさしい海の恵みを大量生産ではなく、職人による丁寧な作業によって製造・加工しています。また、安心安全な商品づくりの
ため原材料、製造過程、加工方法等、あらゆる部分でこだわっています。

販売あり
http://www.konbumori.co.jp

ブース
番　号 A-013

「我家のだし」四万十まるごといつもの醤油を入れるだけでできあがり
出展内容 宗田鰹・鮎・鰹のだし「我家のだし」シリーズの試食販売を行ってい

ます。

特徴 土佐清水市は宗田節生産量日本一!「我家のだし」にいつも使っている醤油を注ぐと簡単にコクと旨味の香り高いだし醤油が作れる
商品です。麺つゆ・煮物・冷奴・おひたし・焼き飯などに

販売あり
http://www.40010.com

ブース
番　号 A-014

明神水産　藁焼きかつおたたき漁師が釣って漁師が焼いた藁焼き鰹たたき
出展内容 一本釣り藁焼きかつおたたきのサンプル展示ならびに試食を行っ

ています。

特徴 一本釣りで漁獲し船上で生きたまま瞬間凍結をした鮮度の良い鰹を使用し、土佐伝統製法の藁焼きでたたきに仕上げています。藁
の独特の香ばしい香りが鰹の旨味をより一層引立てています。

http://www.myojinsuisan.com

ブース
番　号 A-015

福岡県はかた地どり推進協議会歯ざわりの良さと噛むほどに増す旨味
出展内容 はかた地どりの精肉、加工品

特徴 福岡県内の専用農場で、年間45万羽の「はかた地どり」を生産しています。肉質はきめ細やかで、旨味成分のイノシン酸はブロイ
ラーの約4倍含まれています。

http://www.fukuei.or.jp

ブース
番　号 A-017

きれいな珈琲オアシス原料の生豆を洗浄し焙煎する工程で特許取得
出展内容 ドリップ珈琲。カップインコーヒー。一杯だて抽出の提案。時と場所

に合わせた珈琲飲料のご提案。

特徴 原料をきれいに洗浄していますので、安心で安全な珈琲です。当社の原料の処理設備は、特許を取得しており世界でも誇れるもの
です。

販売あり
http://www.oasiscoffee.co.jp

ブース
番　号 A-018

こだわり食の十勝庵九州発のこだわり食品を提案致します。
出展内容 九州各地から吟味した質の高い食品を今の消費ニーズに合った

形に手を加え展開をしています。

特徴 他社に無いオリジナリティの高い商品構成と、売り場で売れる商品作りが弊社商品の強みです。ニーズや値ごろ感を最優先に考
え、売り場で目を引く差別化商品が多いのが特徴です。

http://www.tokachian.jp/

ブース
番　号 A-019

創業明治元年 別子飴本舗職人が丹精込めた四国愛媛の味
出展内容 素材を活かした「和・チーズケーキ」と伊予美人の里芋バー「ポリ

ポーリ」を販売しています。

特徴 乳製品と餡を水を使用せずに職人の手作業で練り合わせた「和・チーズケーキ」瀬戸内の温暖な気候で育てられた愛媛県のブラン
ド里芋「伊予美人」で作ったスティックタイプのスナック「ポリポーリ」

販売あり
http://www.be-ame.co.jp

ブース
番　号 A-020

創業大正三年　うに甚本舗創業大正三年下関名産「粒うに」専門店
出展内容 下関の名産であるアルコール粒うにの紹介。うに加工製品のサン

プル展示

特徴 下関名産アルコール漬け「粒うに」は本来の生うにの風味を活かしながら、常温での長期保存が可能であり、さらに雲丹の持つ高級
感も手伝いギフト等に最適。高級雲丹和え物としてもよく合います。

http://www.unijin.com

ブース
番　号 A-021

海老菓子バラエティ豊かな海老菓子をご紹介。
出展内容 えびせんべいをはじめプリントえびせんべい、えびチーズサンド等

の海老菓子。

特徴 素朴な味わいの海老煎餅の他、お好みのデザインを煎餅にプリントしたプリント入えびせんべいやえびせんべいでチーズクリームを
サンドしたえびチーズサンド等、バラエティ豊かな海老菓子が自慢です。

ブース
番　号 A-022

讃岐将八うどん今、麺類で一番熱い讃岐うどんです。
出展内容 当社製品のサンプル展示、パンフレットを設置しています。

特徴 小麦の香りと、のど越しからくる食感を追求して仕上げた讃岐うどんです。少数ロットで、全国配送に柔軟に対応します。

http://www.show8.co.jp/

ブース
番　号 A-023
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高原あせひら乳業1戸の牧場の朝搾り生乳にこだわった乳製品
出展内容 植物乳酸菌を使用したヨーグルトや、地元の食材を使用したスイー

ツの試食・販売を行っています。

特徴 安瀬平牧場の朝搾りの生乳を使用し一晩かけてじっくりと熟成させて出来上がるヨーグルトや、地元の食材を使用した3種類のプリ
ンがお勧めです。

販売あり
http://www.asehira.com

ブース
番　号 A-024

株式会社　ますやみそ広島県の郷土鍋料理です
出展内容 かきの土手鍋の試食を行っています。その他各種商品のパンフ

レットも設置しています。

特徴 広島から生まれた、日本でも代表的な甘口の鍋料理です。自慢のみそで仕立てました。

http://www.masuyamiso.net/

ブース
番　号 A-025

みなり素材や料理の味をふりかけで再現
出展内容 各地の名産品をイメージしたお土産向けのふりかけ、お茶漬けを

展示しています。

特徴 素材やご当地グルメの味を、ふりかけやお茶漬けとして手軽に味わえます。

http://nttbj.itp.ne.jp/0822647311/index.html

ブース
番　号 A-026

有限会社ユタカ食品お惣菜をインスタント化!特許出願中
出展内容 インスタント惣菜やソフトふりかけ等の加工食品

特徴 お湯をかけるだけでお惣菜が出来ます。料理を作る時間がないけど、少しでも体に良いものをとお考えの方は是非!

http://www.yutaka-foods.co.jp/

ブース
番　号 A-027

大阪環境農林水産総合研究所環境、農林水産業、
出展内容 大阪産農産物を材料にした加工食品の開発支援、環境や農林水

産分野での成果を紹介します。

特徴 水なすの皮の色素を使った新しい塩や八尾紅たでの特徴的な辛みを活かした、紅たで・ジンジャーシロップを事業者と共同で開発し
ました。どうぞご賞味ください。

http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/

ブース
番　号 A-028

海苔のうつわ/道頓堀名物茶漬け楽しい食卓を演出いたします
出展内容 海苔のうつわ/味付海苔のうつわ/おぼろ昆布のうつわ/かつお節

のうつわ/大豆のうつわ

特徴 お弁当のおかずカップ屋さんが作った食べれる海苔のカップです。デコ弁キャラ弁はもちろん、手巻き寿司パーティーやお誕生日
会、女子会も楽しく盛り上がれます。

販売あり
http://www.kimura-alumi.co.jp

ブース
番　号 A-029

柑橘じゃばらナルリッチ柑橘じゃばら果皮を使ったスイーツ
出展内容 じゃばら果皮のドライフルーツ、じゃばら蜂蜜ジュレ、じゃばらラスク

など

特徴 和歌山県北山村で取れる柑橘じゃばらの果皮を独自の製法で苦味やエグミの処理をして高機能性成分「ナリルチン」を残し美味しく
食べれるようにした果皮じゃばらピールを利用した商品です。

販売あり
http://www.jyabara.com

ブース
番　号 A-030

大幸(ダイコウ)株式会社山陰の「山の幸と海の幸」をご案内します。
出展内容 大山ルビー豚、大山和牛ハンバーグ、境港産の魚介加工品(干物)

特徴 大山の赤豚と黒豚を交配したオリジナル豚と契約和牛肥育農家より格付け「A-4」以上を原料としたハンバーグ。前浜の魚を「塩と
海水」のミネラル分を多く含んだ甘塩仕立ての加工品

http://www.daiko-web.com

ブース
番　号 A-031

無添加国産セミドライフルーツ無添加の国産セミドライフルーツ
出展内容 無添加の国産(浜田市特産品)セミドライフルーツの試食・販売を

行っています。

特徴 島根県浜田市特産の西条柿、梨、いちじく(蓬莱柿)をカットして乾燥させた、無添加のセミドライフルーツです。本来の旨味や風味を
損なわず、上質に仕上げています。

販売あり
http://www.morimoto-s.com/

ブース
番　号 A-032

倉敷地酒・燦然 -さんぜん-倉敷の地酒・燦然(さんぜん)の試飲・販売
出展内容 倉敷の地酒・「燦然」と、自然栽培米で醸した「木村式奇跡のお酒」

の試飲・販売を行います。

特徴 H26年全国新酒鑑評会で3年連続金賞受賞に輝く社長杜氏の高い酒造りの技術で丁寧に醸しています。また「木村式奇跡のお酒」
は肥料・農薬を使用しない自然栽培米で醸したこだわりのお酒です。

販売あり
http://www.kikuchishuzo.co.jp/

ブース
番　号 A-033

どら焼き入り生八つ橋「どらやん」京都銘菓生八つ橋でどら焼きを包みました。
出展内容 どら焼き入り生八つ橋の「どら八ん(どらやん)」を出展し、試食して

いただけます。

特徴 「どら八ん(どらやん)」は、生八つ橋の皮のもっちり感、どら焼きのしっとり感の調和が絶妙です。両方の美味しさを同時に味わうこと
ができ、また両方の後味もお口に残ります。

http://fukamura.co.jp

ブース
番　号 A-034



食・観光 4/16頁

京都 丹波もみじ　夜久野ジビエ上質ジビエ 京都 丹波もみじ
出展内容 京都丹波もみじ(鹿)、丹波ぼたん(猪)、鹿しぐれ煮、鹿肉じゃが、鹿

肉ハンバーグ、鹿革

特徴 経営者自身が猟師であり料理人です。だからこそ出来る捕獲直後の適切な処理と、強酸性水を使用した安心の衛生管理で上質の
ジビエをお届け致します。

ブース
番　号 A-035

尾鷲海洋深層水尾鷲海洋深層水で作った塩
出展内容 尾鷲海洋深層水のご案内とマグロ加工品等の試食・アンケート調

査

特徴 尾鷲海洋深層水は、特に低温安定化・富栄養性・清浄性に優れているという特徴を持った海洋深層水、他に地元で水揚げされるマ
グロの加工品や魚の食品のアンケート調査を行います。

http://owasecci.com/

ブース
番　号 A-036

風流うどん・蛤料理　歌行燈明治10年創業の老舗うどん料理店
出展内容 美味しいお出汁が簡単に取れるだしのもとや、桑名名物の蛤と半

生うどんのセットなどを販売

特徴 だしのもとはティーパック方式で、味噌汁や煮物など豊富な用途に。桑名の地蛤を使用した蛤うどんや、大手通販ランキングで1位
になったお取り寄せ鍋の予約販売もします。

販売あり
http://www.utaandon.co.jp/

ブース
番　号 A-037

株式会社ブランカ伊勢志摩の絶品スイーツ!
出展内容 第22回全国菓子大博覧会名誉総裁賞受賞のシェル・レーヌをはじ

めとした、洋菓子の試食・販売

特徴 シェル・レーヌには真珠のふるさと鳥羽にちなみ、地元ミキモト製薬のパールシェルカルシウムを配合しています。

販売あり
http://www.blanca.co.jp/

ブース
番　号 A-038

山忠食品工業三重県熊野市産の稀少な柑橘“新姫”を使用
出展内容 味付もずくの試食案内を行います。

特徴 山忠のもずくは安全安心はもちろん、もずく本来の美味しさを逃さない独自のスチーム製法を利用しています。素材を活かしたやさ
しい食べ物をお届けすることを目指した商品をご提供致します。

ブース
番　号 A-039

清水清三郎商店株式会社味酒鈴鹿国の旨い酒。
出展内容 鈴鹿川　大吟醸　720ml鈴鹿川　　純米　720ml夏季限定　イセノナ

ミ　720ml

特徴 鈴鹿の伝統工芸である伊勢型紙の文様で味わいを表したラベルを使用、口当たりの良い清酒です。

販売あり
http://seizaburo.jp

ブース
番　号 A-040

丹波豆福堂の黒豆おいしい丹波黒豆をぜひご賞味下さい。
出展内容 丹波黒豆製品の試食・販売を行っています。

特徴 丹波豆福堂は、黒豆の本場である丹波で、数少ない黒豆専門店の一つです。永年の実績や経験を活かし、当社にて厳選された味
覚・栄養に優れた丹波黒豆の商品を、ぜひ一度ご賞味ください。

販売あり

ブース
番　号 A-041

京都丹後　藤布産品藤の花の酵母乳酸菌の商品。藤布織り
出展内容 藤の織物、藤の花の酵母から生まれたお酒。藤の花の乳酸菌から

生まれた商品

特徴 日本で唯一伝承された藤織り、その里の藤の花から生まれた商品です。お酒・ジェラート・スイーツ・ヨーグルト・漬物・ブレッド　藤の
生命力を体感してください。

販売あり

ブース
番　号 A-042

そうしん食&アグリ交流会鹿児島県の隠れたとっておき商品のご案内!
出展内容 鹿児島県の隠れたすばらしい商品や企業の紹介

特徴 鹿児島相互信用金庫は、食と観光をテーマにした「食&アグリマッチングフェア」を、平成20年から過去8回開催してきました。県外企
業のみならず海外企業との商談にも積極的に取り組みます!

http://www.kasosin.com

ブース
番　号 A-044

(株)名古屋食糧米に関わる一連の事業展開をしております
出展内容 玄米ペロン(玄米パスタ)・米麺

特徴 全国各地の精米を仕入し販売を行っております。また、自社工場にて米の加工品製造販売もおこなっております。特に加工品に関
してはOEMを始め、独自性のある製品を製造販売しております。

http://www.group-kyowa.com/group/nagoyasyo

ブース
番　号 A-045

ジャパンフードファクトリーこだわりの商品を一度ご覧になって下さい。
出展内容 【濃厚100%トマトジュース】【自社農場生産トマト】【ホテルタイアップ

ご当地レトルトカレー】

特徴 トマトを通年で生産・販売しています。自社農場を持ち合わせているため、お客様からの様々な要望にもお応え出来ます。こだわり
のトマトジュースやレトルトカレー等の加工食品もご案内可能です。

販売あり
http://japan-ff.com/

ブース
番　号 A-046
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錦爽名古屋コーチン抜群のブランド力を誇る地鶏の王様
出展内容 錦爽名古屋コーチン、銘柄鶏の試食、販売をおこなっております。

特徴 美味しさのために飼料から加工まで考え、工場では訓練された職人により、手ばらし外はぎで処理されております。味と食感にこだ
わり育てたブランドの鶏肉を調理方法に合わせてお選びいただけます。

販売あり
http://www.maruto-p.co.jp/

ブース
番　号 A-047

麦ごはんの豊橋糧食工業(株)食物繊維たっぷりの大麦食品をご紹介
出展内容 新商品「大麦シリアル7.7」をはじめ、押麦、発芽押麦、もち麦うど

ん、大麦粉など出品致します。

特徴 新商品「大麦シリアル7.7」は、愛知県産の高ベータグルカンもち大麦と国産のドライフルーツをブレンドし、添加物も一切使用してい
ません。その他、食物繊維豊富な大麦加工食品をご紹介致します。

販売あり
http://www.t-ryoshoku.co.jp

ブース
番　号 A-048

七福醸造有機白醤油で作った白だし(開発メーカー)
出展内容 『白だし』及び『これ一本でごちそうシリーズ』の試食、販売を行って

います。

特徴 日本唯一の有機白醤油に、全国から厳選したダシを合わせた白だしの元祖。入れるだけで手間いらず!毎日の料理が簡単・美味しく
出来上がります。料亭などプロでも使われる本格的な味をぜひご家庭で!

販売あり
http://www.7fukuj.co.jp/

ブース
番　号 A-049

みりん屋　愛桜純米本みりんもち米・米麹・焼酎で造る酒類天然甘味料
出展内容 古式三河仕込愛桜純米本みりんとそれを原料にしたパウンドケー

キ、みりん飴等の洋菓子、どて煮

特徴 地元愛知三河産もち米・米麹・焼酎のみで手造りした昔ながらの濃いみりん。旨みと甘味が深く、料理のほかデザートスイーツの香
り、甘味付け、砂糖やハチミツの代用とした米由来の天然酒類甘味料。

販売あり
http://www.mirinya.com/

ブース
番　号 A-050

桜井食品　株式会社ナチュラル&オーガニック
出展内容 お米を使ったミックス粉、オーガニック製菓材料、即席らーめん

特徴 ミックス粉は原材料にアレルギー対象品目を含まず、特定農家で栽培されたお米を使用。即席らーめんは契約栽培小麦粉使用の
無かんすい麺や動物性原材料を使用していないものを取り扱っております。

http://www.sakuraifoods.com/

ブース
番　号 A-051

下呂温泉観光協会日本三名泉下呂温泉PR
出展内容 日本三名泉である下呂温泉PR

特徴 どこから来ても　どこへ行くにも　日本のまん真ん中しっとり包み込む滑らかな温泉　頬を撫でる心地よい風　温泉から広がる　ご褒
美の旅を　日本の真ん中よりお待ちしております。

http://gero-spa.com

ブース
番　号 A-052

穂高荘ホテルズ・リゾート上高地・飛騨高山へのアクセクに最適です
出展内容 穂高荘山のホテル・穂高荘山月・穂高荘山がの湯と3施設の旅館

のご案内

特徴 奥飛騨温泉郷は北アルプスの山麓に広がる大自然の恵みをうけ湯量豊富な風光明媚な温泉地です。当館では地域最大の混浴露
天風呂をはじめ温泉の醍醐味を十分に楽しむことができます。

http://www.hodakaso.co.jp

ブース
番　号 A-053

ぬちまーす美味なお塩ぬちまーす
出展内容 ぬちまーすの試飲、販売をおこなっています。美容用ソルトを使っ

たマッサージ体験もできます。

特徴 サラサラとしたパウダー状のお塩です。ミネラルが21種類とギネスブックにも認定された世界一のお塩です。海のミネラルバランス
がそのままのお塩をお試し下さい。

販売あり
http://www.nutima-su.jp/

ブース
番　号 A-054

創業明治十年　海苔のかたやま品質本位、老舗こだわりの海苔を届けます
出展内容 海苔の製品サンプルを展示・ご紹介しています

特徴 明治十年の創業以来、海苔中心に扱ってまいりました。全国各地の海苔を加工・販売しております。静岡ならではの製茶技術を活
かして加工した海女のりは海苔本来の風味が楽しめる人気商品です。

http://www.yamakata.jp

ブース
番　号 A-055

おいしい水の贈り物　うるのん「うるのん」ビジネスパートナー積極募集
出展内容 ドラえもんのCMでおなじみ、「うるのん」ウォーターサーバーのビジ

ネスパートナー募集。

特徴 全国12万件のお客様に富士山の天然水をご愛飲頂いております。さらなる顧客拡大に向け、ビジネスパートナーを積極募集中で
す。

http://ulunom.jp/

ブース
番　号 A-056

沖縄ハム総合食品沖縄の特産品ご紹介
出展内容 沖縄産青パパイヤとシークヮーサーを使用したパパシークヮー

サーの試飲販売。

特徴 沖縄県内で初めて養殖に成功したすっぽんに豚軟骨ソーキを加えて仕上げたすっぽんなんこつそーきや各種レトルトの販売。沖縄
産青パパイヤとシークヮーサーを使用したパパシークヮーサーの試飲販売。

販売あり
http://www.okiham.co.jp/

ブース
番　号 A-057
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大豆まるまるおっとうふ食の安心・安全に本気で取り組んだお豆腐
出展内容 濃厚でまろやかな美味しいお豆腐と豆乳の試食・試飲を行ってい

ます。

特徴 甲信越産の大豆、南アルプス伏流水、三重県尾鷲沖海洋深層水にがりだけを使用し、オカラを一切出さない製法で、大豆をまるま
る使用した濃厚なお豆腐です。添加物は一切使用していません。

http://www.soyworld.jp

ブース
番　号 A-058

ごちそう心匠凄腕料理人の手作り、無添加生ドレッシング
出展内容 ●生ドレッシング5種(トマト・アンチョビ・あわびの肝・牡蠣・豆乳)●

あわびの肝のしぐれ煮

特徴 高級食材の旨味をじっくりと余す所なく引出した、無添加で安心安全な生ドレッシングと、鮑の肝のしぐれ煮です。食品添加物や防
腐剤を使わず、化学調味料の代わりにかつおの粉で仕上げました。

販売あり
http://www.gochisou-shinsho.com

ブース
番　号 A-059

「とろろ」と和惣菜の富士物産「冷凍とろろ」や各種珍味、和惣菜メーカー
出展内容 冷凍とろろと各種珍味、和惣菜を製造し、業務用から全国のご家

庭向けにご提案します。

特徴 「体によい食品」をテーマに「冷凍とろろ」と山芋を主原料とした各種珍味、和惣菜を業務用から全国のご家庭向けに製造、販売して
おります。

http://www.fujibussan.ne.jp

ブース
番　号 A-060

静岡カネトミ深沢製茶静岡県認定エコファーマー製造直販のお茶
出展内容 紅茶からお煎茶、粉末緑茶まで自家栽培の茶園から製造販売ま

で一貫のお茶屋です。

特徴 昭和25年創業の茶畑から袋詰めまで製造直販のお茶屋です!富士山の裾野に広がるあしたか山で静岡県認定エコファーマーが作
るお煎茶・紅茶も自園栽培の茶葉です。粉末緑茶も自社で粉砕しています。

販売あり
http://ocha-jp.com

ブース
番　号 A-061

清酒　越後鶴亀四季折々のハレの日に
出展内容 清酒越後鶴亀の試飲・販売を行っています。

特徴 新潟には現在92の酒蔵があります。その中で越後鶴亀は規模も小さく、歴史も古い蔵ではありません。しかし手間暇惜しまず小仕
込で酒を造り、人気をはくしています。ぜひご賞味下さい。

販売あり
http://www.echigotsurukame.com

ブース
番　号 A-062

農業生産法人　妙高ライス雪解け清水と有機肥料を主に当社独自栽培米
出展内容 妙高産特別栽培米・妙高市認証米コシヒカリ　:　2キロ　5キロ

特徴 雪国妙高の雪解け清水で生産したお米です。県特別栽培米・妙高市認証米・県認証エコファーマー　　そして当社独自の有機肥料
を主にしたお米です。炊き立てはもちろん　冷めても味は抜群の食品です。

販売あり
http://www.myokorice.com

ブース
番　号 A-063

かんずり3年かけてようやく完成する発酵調味料。
出展内容 「かんずり」「かんずり関連商品」の試食・販売を行っています。

特徴 100%新潟産唐辛子に、糀・柚子・塩を合わせ3年間熟成・発酵させてようやく出来上がる調味料。糀(こうじ)の発酵を3年間生かす点
が柚子胡椒とは異なり、独特の深みのある辛みが特徴。

販売あり
http://www.kanzuri.com/

ブース
番　号 A-064

六　味絶品　佐渡産南蛮海老をぜひ
出展内容 ホテル・式場・通販向けの商品を展示しています

特徴 ホテル・通販・生協の個食パックなど様々な業態に対応した商品を製造しています

ブース
番　号 A-065

ハウオリ・オラ チョコレートハワイ産の希少なカカオに拘ったチョコ販売
出展内容 ハワイ産カカオ100%チョコレートの展示及び販売

特徴 アメリカで唯一カカオが生産される州、ハワイ。そのカカオは大変希少で「幻のカカオ」と呼ばれている。フルーティで爽やかな香り、
さっぱりとした後味。日本人初、ハワイチョコレートカカオ協会会員

販売あり
http://www.hauoliolachocolate.com/

ブース
番　号 A-066

株式会社ミナト香料研究所良き製品は良き香料の選択から
出展内容 バニラエッセンス、コーヒー、チョコレートエッセンス各種フルーツ、

バター、ミルクフレーバー等

特徴 弊社はお客様毎のご依頼にお応えして納得される迄サンプルを提供し、より良い商品が出来上がる様お手伝いさせて頂きます。
「良き製品は良き香料の選択から」を念頭に日夜研究努力しております。

http://www.3710.net./

ブース
番　号 A-068

元祖べっぴん餃子の東京タイガ独自製法で旨味を餃子一粒に凝縮しました
出展内容 コラーゲン入り餃子、笹かま入り餃子など弊社オリジナルの冷凍生

餃子

特徴 鹿児島県産黒豚、青森県産大蒜など厳選食材を使用した当社独自のこだわり餃子です。宮城県産の笹かまぼこを使用した笹かま
餃子など地場の食材を使用したオリジナル製品の受注も承ります。

http://tokyo-taiga.com/

ブース
番　号 A-069
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レトルトカレー　松蔵レトルトの域を超越したカレー
出展内容 調理器具を用いて市販用レトルトカレーの試食を実施します。

特徴 レトルトカレーは雑誌でグランプリを受賞するロングセラー商品。また業務用PB商品開発では小ロットから数十トンまでの生産体制
も整っております。

販売あり

ブース
番　号 A-070

株式会社丸将木曽路家りんごの美味しさとバターの風味が絶妙です
出展内容 りんごバターの試食・展示及び信州名産のおやきの試食・展示

特徴 りんごバターは、果実の美味しさと食感を残す為ダイスカットしたりんごをバターと合わせたスプレッドです。おやきは、長野の昔から
の食べられて来たスローフードの野菜メインの饅頭です。

http://www.fumi-net.co.jp/

ブース
番　号 A-071

OFAコーポレーション水産物を中心に販売しております
出展内容 鮭フレーク、海苔佃煮、茶碗蒸し

特徴 弊社オリジナルの商品です

ブース
番　号 A-072

芥川製菓老舗メーカー芥川製菓　伝統の味をご紹介!
出展内容 一般流通していない商品の試食&即売会。また職域内販売サービ

スをしておりますのでご相談ください

特徴 創業1886年チョコレートの専業メーカーならではの伝統と技術の味を是非、ご賞味くださいメーカー直販ならではの商品と価格で職
域販売も大変ご好評をいただいております

販売あり
http://www.akutagawaseika.co.jp

ブース
番　号 A-074

ホッピービバレッジ(株)The東京ドリンク
出展内容 ホッピーのほか、東京の地ビールやコアップガラナの試飲・販売を

行っています。

特徴 ホッピーは低糖質・低カロリー・プリン体ゼロのカラダに嬉しいドリンク。本日は、ホッピーと7種の東京地ビール、清涼飲料水コアップ
ガラナをご用意しております。

販売あり
http://www.hoppy-happy.com/info/index.html

ブース
番　号 A-075

五十番　神楽坂本店　(株)シンコー五十番神楽坂本店の饅頭を堪能下さい。
出展内容 肉まん、五目まん、黒豚肉まん、純正肉まん、アグー豚肉まんの販

売

特徴 饅頭は全て、国産豚肉を使用し、伝統の手作りで神楽坂で60年近く人気を集めています。国産豚肉の旨味と野菜をつめこんだ昔な
がらの肉汁あふれる肉まんは、一口で思わず笑顔に。

販売あり
http://www.50ban-honten.jp

ブース
番　号 A-076

(株)榎本業務用焼酎(麦・芋)、ワイン(赤・白)
出展内容 麦焼酎「吉蔵」、芋焼酎「加江田」、ワイン、バリグール「赤・白」の

試飲販売を行います。

特徴 きりっとした味の麦焼酎「吉蔵」・香りが楽しめ、飲み易い芋焼酎「加江田」・フランス産ワイン「バリグール」、すっきりとした味わいの
(赤)・フルーティな口当たりの「白」

販売あり
http://www.enomotonet.com

ブース
番　号 A-077

花巻温泉郷　結びの宿　愛隣館【部屋食かまど料理と17の温泉】
出展内容 岩手県や花巻市の観光案内、「愛隣館」パンフレットや宿泊プラン

配布。お気軽に旅行相談!!

特徴 温泉旅館の三大要素「風呂」「部屋」「料理」プラス何よりも大切な接客「おもてなしの気持ち」。全国的にも有名な花巻温泉郷にて
「お客様の声」を改善に活かした経営を行っている温泉旅館です。

http://www.airinkan.com

ブース
番　号 A-078

ゴクッとしあわせ湯田牛乳安全安心おいしいゴクッとしあわせ湯田牛乳
出展内容 地元の新鮮な生乳(低温殺菌牛乳)と生クリームを使ったヨーグル

ト、スイーツ。

特徴 一般牛乳より低い温度で殺菌した牛乳と新鮮な生乳と生クリームで、ヨーグルト、牛乳寒天そしてプリンを作っています。お子様から
お年寄りまで安心して召し上がれます。

http://www.yudamilk.com/

ブース
番　号 A-079

酒の山清宮古の壱穂゜は、地域と共に生きる
出展内容 本格米焼酎・山ぶどうワインの試飲・販売を行っています。

特徴 宮古産の米・水使用の本格焼酎・　宮古産の山ぶどう使用のワイン　宮古の味をどうぞ
販売あり

ブース
番　号 A-080

気仙沼　横田屋本店焼きのり及び、三陸産の海藻類の販売
出展内容 三陸産の海藻類を中心に展示及び販売をいたします。

特徴 三陸産の海藻類の中でも、グレードの高い商品を展示販売いたします。
販売あり

http://www.yokotayahonten.com/

ブース
番　号 A-081
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花兄園契約農場のこだわり卵と鶏卵加工品
出展内容 契約農場のこだわり卵と鶏卵加工品の展示、試食販売

特徴 PHF(収穫後無農薬)、Non-GMO(非遺伝子組換)の飼料主原料を使い育てた鶏の卵と、その卵を使用した加工品(プリン、シフォン
ケーキ、マヨネーズ)の製造販売をしております。

販売あり
http://kakeien.com

ブース
番　号 A-082

自家採り天然蜂蜜　渡辺養蜂場濃厚でおいしい自家採り国産天然はちみつ
出展内容 季節のいろんな味が楽しめる自家採り天然はちみつの試食・販売

を行っています。

特徴 ハチミツのおいしさは、ハチミツの熟成度合いによって味が大きく左右されます。蜜蜂が集めたハチミツを蜂箱内で十分に熟成させ
搾り取っておりますので、濃厚でおいしいハチミツをご賞味ください。

販売あり
http://www.mitsubachi.net/

ブース
番　号 A-083

阿武隈の紅葉漬文政の味をいまに受け継ぐ
出展内容 地域産品の「阿武隈の紅葉漬」他漬魚の物販

特徴 阿武隈川流域に古くからある紅葉漬は、鮭を糀と塩で漬け込み発酵させた地域の伝承食品です。臭みがなく、旨味の引き出された
鮭の身とほんのり甘い糀がご飯やお酒によく合います。

販売あり
http://homepage2.nifty.com/abukumakouyou/

ブース
番　号 A-084

農業生産法人　(有)ユウ　小川きのこ園完全空調されたアルミパネルの室内で栽培
出展内容 エリンギ・椎茸の生食用及び加工品

特徴 自社菌を使ったエリンギです。歯ごたえが独特な固さがあり他社と違いがあります。

http://ogawakinoko.blog.fc2.com/

ブース
番　号 A-085

林牧場　福豚の里　とんとん広場林牧場産「福豚」を使ったハムソーセージ。
出展内容 林牧場産「福豚」を使った、ハムソーセージと精肉の展示販売。

特徴 「福豚」を使い、本場ドイツのハム工房で修業した職人が作るハムソーセージは本格的な味わいです。スパイスはドイツから取り寄
せ薫煙するチップは群馬県の山桜間伐材を使っています。　

販売あり
http://www.fukubuta.co.jp

ブース
番　号 A-086

草津温泉草津の観光情報はこちらで!
出展内容 パンフレット・ノベルティー配布　クッキー・ショコラ等試食(個包装)

ゆもみちゃんグッズ販売

特徴 草津温泉「道の駅」でしか買えないゆもみちゃんグッズを「信金発!地域発見フェア」の会場で特別に販売いたします。

販売あり
http://www.kusatsu-onsen.ne.jp/

ブース
番　号 A-087

マイクロフーズジャパン群馬県産桑の葉100%使用した桑の葉粉末
出展内容 健康茶として昔から長い間、愛飲されている桑の葉パウダーの販

売を行っております。

特徴 富岡製糸場でも話題の養蚕業が栄えた地域である群馬県産の桑の葉を100%そのまま粉末にしました。体の中から毎日の健康維持
にお役立て下さい。

販売あり
http://www.microfoods-japan.com

ブース
番　号 A-088

有限会社　早池峰自然科学興業真心こめて一つずつ手作りしています。
出展内容 香辛料、食酢

特徴 にんにくは殺菌力が強くアルコール醗酵ができなかったが、弊社では醗酵させる技術を開発しました。にんにくの有効成分を失うこ
となく製造する為、健康食品としても期待できます。

販売あり
http://www.hayachine.info/

ブース
番　号 A-089

由良温泉八乙女・庄内おばこの里こまぎ食の都庄内の鶴岡にぜひお越しください。
出展内容 鶴岡特産だだちゃ豆を使用した薄皮饅頭の試食販売。「由良温泉

八乙女」「おばこの里こまぎ」の紹介

特徴 薄皮の饅頭は枝豆の王様「だだちゃ豆」をふんだんに使用。厚生労働大臣賞を受賞した逸品です。庄内浜由良海岸海辺に浮ぶ一
軒宿「八乙女」では海の幸と絶景の夕陽をお楽しみください。

販売あり
http://www.komagi.info/

ブース
番　号 A-090

黒森納豆本舗希少な「すず姫」大豆を経木に包んだ納豆。
出展内容 経木に包んだ納豆を竹皮の籠に入れた「百歳まで生きて」を試食

をして頂きながら商品紹介します。

特徴 消えいく大豆品種「すず姫」を農家さんに依頼して長く生産して頂き、なめらかな舌触りのおいしい納豆として評価していただいてい
ます。

販売あり
http://www.kuromorinattou.com/

ブース
番　号 A-091

タケダワイナリー良質な山形県産葡萄100%のワインです。
出展内容 山形県産葡萄100%使用したワインの試飲・販売を行います。

特徴 山形県内の農家が作る葡萄と自社農園産の葡萄を100%使用。良質な葡萄を選りすぐり、丁寧に醸造。山形県産葡萄からできるワ
インの魅力をボトルに余すことなく詰め込みました。

販売あり
http://www.takeda-wine.co.jp/

ブース
番　号 A-092
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プラットフォームあおもり青森県ならではの優れた商品をご紹介!
出展内容 今回、直接出店する事ができなかった青森県産商品を、企業に代

わってご紹介致します。

特徴 青森県内企業の優れた商品を集めました。販路やニーズに合わせた、様々な提案やご説明をさせて頂きます。

販売あり
http://platform-aomori.org

ブース
番　号 A-093

(有)ケイエス青果にんにくの数倍の成分を持つ黒にんにく
出展内容 黒にんにくの展示・試食・販売を行っております。

特徴 自社所有の園地から収穫したにんにくを、1ヶ月熟成醗酵させました。弊社の黒にんにくの甘さの秘密は、浅瀬石川の水と青森の塩
の調整にあります。ぜひ、濃厚な味をお試しください。

販売あり
http://www.ks-seika.com

ブース
番　号 A-094

青森ノーサンくせがなく飲みやすい青森県産ごぼう茶
出展内容 ごぼう茶の試飲、販売　大豆加工品の試食、試飲、販売　山菜加

工品の展示販売を行っています。

特徴 生産量日本一の青森県産ごぼうを使用したごぼう茶。くせがなく飲みやすく仕上げました。青森県産原料を使った山菜水煮、たまり
漬け、大豆加工品など是非、ご賞味ください。

販売あり

ブース
番　号 A-095

南北海道地産物流協同組合北海道産の特産品をご提供致します!
出展内容 北海道の安心・安全な特産品の試食・販売を行っています。

特徴 北海道で生産された安心・安全な特産品を販売いたします。海産物及び農産物等、商品種類は600種類程度と豊富にご用意してお
ります。また、企業用としての販売も行っております。

販売あり
http://www.minaho.or.jp/

ブース
番　号 A-096

北辰フーズ/夕張メロンゼリー夕張メロンゼリー、お楽しみください!
出展内容 夕張メロンミニゼリー他

特徴 冷やしてゼリー、凍らせてシャーベットとしてお楽しみいただける、シャーベリアスのひとくちゼリーです。北海道を代表する夕張メロ
ンの甘く芳醇な香り...気軽に本物の風味をご堪能ください!

販売あり
http://www.hokushinfoods.co.jp

ブース
番　号 A-099

近海食品(きんかいしょくひん)さんま丼、丸とろろなどヒット商品満載!
出展内容 昆布加工製品、さんま加工製品についてのサンプルおよびパンフ

レットを設置しています。

特徴 近海食品が製造・販売する商品は数百種類以上。また弊社独自のアイデアによる商品開発も盛んに行っております。その代表が
現在ヒット中の「丸とろろ」「さんま丼」です。

http://www.kinkai.co.jp/

ブース
番　号 A-100

下川手延べ麺振興会最北の手延べ麺で味わう北海道鍋焼きうどん
出展内容 手延べ麺(うどん、ひやむぎ、そうめん)および鍋焼きうどんの試食、

販売を行っています。

特徴 北海道下川産小麦を使い、安全安心、香り豊かでつるつる、もちもちとした食感が自慢の手延べ麺です。ノビにくい性質の麺は煮込
むほどに味わい深くなり、特に鍋焼きうどんにはぴったりです。

販売あり

ブース
番　号 A-101

匠舎(しょうや)　道の駅なかがわ心のこもったおもてなしに美味しさを添えて
出展内容 ステーキ弁当、ベーコン、ソーセージ各種

特徴 北海道産ステーキのお弁当を実演にて提供・販売できます。生ハムみたいなベーコンは一番人気の商品です。行者にんにくウイン
ナーは弊社のみのパウダー入り。

http://www.nakagawa-showya.com

ブース
番　号 A-102

絵本の里　けんぶち映画「じんじん」　　絵本の里のおくりもの
出展内容 映画「じんじん」の舞台となった優しさ奏でる絵本の里のまちの特

産品から厳選しました。

特徴 大自然の中で育まれた町の名産品「じゃがいも」のでんぷんによる農家のお母さん手づくり団子。じゃがいもドレッシング、はちみ
つ、アロニアジャム、カシスジュース、酒まんじゅうなど

販売あり
http://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/

ブース
番　号 A-103

NEEDSいつものテーブルにチーズを。
出展内容 ナチュラルチーズの試食・販売を行っております。

特徴 新鮮、良質な生乳を原料にナチュラルチーズの製造を行っております。フレッシュタイプからハードタイプまで10種類以上の製品が
ございます、業務用対応もございます。

販売あり
http://needs-kashiyuni.com

ブース
番　号 A-104

十勝野フロマージュ北海道のおいしさを活かしたこだわりチーズ
出展内容 弊社工房で作ったこだわりのチーズ・スイーツの試食・販売を行っ

ております。

特徴 指定牧場の良質な生乳を使用し、活性炭を埋設したクリーンな工房で製造しています。恵まれた環境で作られたチーズは嫌な臭み
がなく、ほんのり甘いなめらかな食感が楽しめます。是非一度ご賞味下さい

販売あり
http://www.t-fromages.com

ブース
番　号 A-105
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母畑温泉　八幡屋季節の企画パンフの配布
出展内容 旅館の企画パンフレット

特徴 冬の企画説明と館内施設の案内

http://yahataya.co.jp

ブース
番　号 A-106

スパリゾートハワイアンズお得なプランをご用意しております。
出展内容 お得な宿泊・日帰りプランならびにパンフレットをご用意しておりま

す。

特徴 スパリゾートハワイアンズは、2,000名収容可能な3タイプのホテルと5つのテーマパークが隣接している一大レジャーリゾート施設で
す。あのフラガールによるポリネシアンショーは必見です。

http://www.hawaiians.co.jp

ブース
番　号 A-107

そらち産ワイン～宝水ワイナリー～テロワールが溶け込んだ手工芸のワインを。
出展内容 ワインの試飲・販売

特徴 北海道の札幌市と旭川市の中間に位置する「空知」で、積雪2mを超える厳しい自然に耐え抜いた葡萄を摘み、寒さの中で丹念に醸
造されたワインづくりをしているワイナリーです。

販売あり
http://housui-winery.co.jp

ブース
番　号 A-108

とかち製菓北海道原材料にこだわり素材を生かした大福
出展内容 北海道原材料にこだわり素材を生かした、枝豆大福・黒豆大福・塩

豆大福・かぼちゃ大福などを販売

特徴 冷凍大福なので全国に供給できます。今後も北海道の特産品を使用した大福を開発し、日本国内はもちろん世界に大福をアピー
ルしていきます。

販売あり
http://tokachiseika.com

ブース
番　号 A-110

わらく堂北海道産の素材にこだわったスイーツ
出展内容 スイートポテトをはじめとした北海道産の素材にこだわったスイー

ツを多数紹介。

特徴 北海道産バターの風味豊かなスイートポテトや北海道産の小麦粉、小豆などを使用した昔懐かしいあんドーナツなど北海道の良質
な素材をふんだんに使用し、職人が手作りで作り上げるこだわりスイーツ。

http://www.warakudo.co.jp

ブース
番　号 A-111

吉川食品北海道産の小豆、餅米にこだわったおはぎ
出展内容 おはぎ、大福等の展示・試食を行います。

特徴 “日本一のおはぎ”を目指しております。北海道産の原料にこだわり、独自に開発した製造・冷凍技術によりできたての味を日本国
内のみならず世界中の皆様にお届けしております。

http://www.yoshikawafoods.co.jp

ブース
番　号 A-112

松尾ジンギスカン創業58年の味付ジンギスカンの老舗です。
出展内容 試食及び商品紹介

特徴 北海道の食文化、ジンギスカンの中でも、味付ジンギスカンとして、半世紀以上愛され続けている松尾ジンギスカンです。リンゴと玉
ねぎの絞り汁を主体に醤油ベースのタレに漬込んだジンギスカンです。

http://www.2989.net/

ブース
番　号 A-113

四季舎の森フルールブランスイートポテトやラスクなどのお菓子
出展内容 自慢のスイートポテトなどのお菓子の展示・試食、パンフレットを設

置しています。

特徴 北海道苫小牧市のスイーツ・ベーカリーショップ「フルールブラン」のシンプルで美味しいお菓子のご紹介です。

http://shikisya.co.jp

ブース
番　号 A-114

有限会社あおやま北海道食材を全般に取り扱っております。
出展内容 畜産物、海産物、スイーツ関係、加工食品

特徴 北海道食品の国内販売全般、海外への輸出支援など

ブース
番　号 A-115

竹丸渋谷水産虎杖浜より美味しいたらこをお届け致します
出展内容 たらこ・辛子明太子・いくら醤油・味付け数の子等魚卵製品及び関

連商品

特徴 たらこの町「虎杖浜」で創業52年を迎える水産会社。たらこを主力に明太子や数の子、いくらなど魚卵製品全般と数の子松前漬けな
ど、生珍味の製造販売を手掛けております。

http://www.kojohama.com/

ブース
番　号 A-116

北海道檜山の観光・物産館北海道檜山地方の魅力をご覧ください!!
出展内容 檜山地方の観光PR及び特産物の試食・販売を行っています。

特徴 日本海で獲れた海産物、清流に囲まれた自然豊かな土地で育った農産物、惜しみない手間をかけて作った加工品など地元で愛さ
れるたくさんの特産品を是非ご試食・ご賞味ください。

販売あり

ブース
番　号 A-117
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タカチホサクッとした食感と
出展内容 チョコレートサンドクッキー、プリントクッキーの試食を行っていま

す。

特徴 お客様の、ご希望に応じたデザインをプリントできるクッキーと、チョコレートをダブルでサンドした自慢のクッキーをご賞味ください。

http://www.kk-takachiho.jp

ブース
番　号 A-120

(株)ホーライ生地から一貫製造したOEM製品
出展内容 パイ・タルト

特徴 長年に渡って培った生産技術とグループ企業の技術を組み合わせた製品をご提供しております。生地から一貫したOEM生産も行っ
ております。

http://www.horai-co.jp

ブース
番　号 A-121

株式会社　マスターマインド食品に直接印刷できるプリンタのご紹介。
出展内容 MMP813BT-Fにて食品へのプリントデモ

特徴 お手持ちの食品に簡単に印刷する事で食品に付加価値をつけることが出来ます。

http://www.mastermind.co.jp

ブース
番　号 A-122

おみやげのマツザワグループ各地域皆様の夢や想いをカタチにします!
出展内容 地域産業や地域経済のお役に立つ商品を企画し販売することで、

地域へ貢献することが私たちの仕事。

特徴 地域商品こそ私たち株式会社マツザワの得意分野。地域原料を活かした地域商品を企画/販売します。地域原料を使って商品企
画を、とお考えの皆様、ビジネスパートナーとして一緒に仕事をしませんか?

http://www.matsuzawa.gr.jp/

ブース
番　号 A-123

3D野菜のお箸で食育を伝統技法塗箸から3D野菜のお箸で食育を
出展内容 古代伝統技法塗箸。3D野菜のお箸と料理箸。国内産材塗箸。食

材に合わせた使い易い塗箸他。

特徴 食では箸はいつも添え物。たかが箸、されど箸、日本一の塗箸産地の若狭よりこだわりの逸品を。従来の塗箸とは視点を変え新た
に食材との繋がりを考慮した塗箸。改めて日本産材使用の純日本産塗箸他

販売あり
http://funaiw.com

ブース
番　号 A-124

新幹線まちづくり推進高岡市民会議来春北陸新幹線開業。歴史都市高岡へ!
出展内容 北陸新幹線の開業PR、高岡の観光案内、旅行プランの提案、北

陸新幹線E7系模型の展示・走行

特徴 2015年春北陸新幹線が高岡へ!東京からわずか2時間20分。海越しに見える立山連峰の大パノラマ。富山湾の新鮮な魚や地酒もお
いしい。国宝寺院のある歴史都市高岡にぜひお越しください。

http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/

ブース
番　号 A-125

阿智村商工会信州食材を活用した加工品の卸と業務受託
出展内容 高原の地サイダー、極甘トマトピュレ、ジビエカレー、信州味噌カ

レーペースト、ドライフルーツ各種

特徴 信頼できる阿智村商工会会員事業所による、信州の豊かな自然に育まれたオリジナルの特産加工品の販売と、緑に囲まれた環境
にある施設での加工品製造の業務受託をあっせん紹介します。

販売あり
http://www.achimura.com/

ブース
番　号 A-126

サンサン農園合同会社安心安全をモットーとした無農薬農法
出展内容 贈答用味くらべセットと白ネギ。自社オリジナル有機肥料(プラセン

タ配合)

特徴 無農薬農法と自社オリジナル有機肥料(プラセンタ配合)を使用した安心安全の食品をお届けします。

http://package-f.jp/

ブース
番　号 A-128

日本を救う　米粉利用　備蓄食コシヒカリの故郷「福井」の米屋です。
出展内容 非常用備蓄食としての栄養強化剤付き米粉と地産地消を支援する

低価格ネット販売システム

特徴 将来の食糧不足に備える為には、農地を守ることが必要です。特に稲作を継続できる様に米の需要を増やすことが必要です。米粉
の長期保管で可能としました。併せて低価格のネット販売システムです。

販売あり
http://komeko.ccu.co.jp

ブース
番　号 A-129

和倉温泉　加賀屋プロが選ぶ旅館百選連続34年総合一位の宿
出展内容 加賀屋グループ旅館5館の紹介と商品案内

特徴 来春、北陸新幹線の金沢開業により世界農業遺産に登録された能登半島がさらに近くなり、里山里海の食・おもてなしを感じてもら
える商品のご案内

http://www.kagaya.co.jp/

ブース
番　号 A-130

移動できるコンパクト ピザ窯珪藻土がピザ窯内部の高熱を閉じ込める!!
出展内容 2012年、産学官連携プロジェクトにより商品化・販売開始。

特徴 本体サイズ=696W×682L×435H。重量=72kg。珪藻土特有の断熱効果で窯内部の高熱を閉じ込め、窯周囲がクールな移動できる
ピザ窯。シェフの創作意欲がアップします。

http://www.noto.or.jp/

ブース
番　号 A-131
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能美市観光物産協会全国住みよさ第9位　　その秘密がここに
出展内容 金沢の“奥座敷”辰口温泉、伝統工芸「九谷焼」　　能美市の特産

品をご紹介

特徴 全国住みよさランキング全国第9位　海・山・川、自然豊かな恵み、保育施設の充実、18歳までの医療費無料、優良企業の相次ぐ進
出。人が輝く元気な町の秘密、その全てがここにあります

http://www.city.nomi.ishikawa.jp/sightseeing/ind

ブース
番　号 A-132

『江戸前クラム』　水越本物のクラムチャウダーをご存知ですか?
出展内容 『江戸前クラム』缶詰シリーズ、クラムチャウダーの試食・販売を

行っています。

特徴 船橋三番瀬で獲れる今話題のホンビノス貝を使用し日本を代表する老舗洋食屋「日本橋三代目たいめいけん」茂出木シェフが監修
した本物のクラムチャウダーをつくりました。老舗の味をご賞味下さい。

販売あり
http://www.mizu-koshi.jp/

ブース
番　号 A-133

藤村製作所・ディライテック小型ながら本格ガス式ピザ窯&グリル
出展内容 ナポリピッツァが焼ける本格ガス式ピザ窯。ふっくら焼上げる抗火

石グリルの展示をさせて頂きます。

特徴 特殊煉瓦で構成したガス式ピザ窯は僅か1分で美味しいナポリピッツァが焼けます。ピザ窯本体はパネル分割式なので現場組立が
可能です。

http://www.fujimurass.co.jp

ブース
番　号 A-134

パティスリースワロウテイル見た目と味にこだわり抜いた西洋菓子です。
出展内容 ケーキ、各種焼き菓子、紅茶葉オリジナルケーキやオリジナルブレ

ンドの茶葉などがございます。

特徴 見た目の美しさだけではなく、美味しい満足のいくものを作る。フランス菓子のみならず、イタリア菓子や和菓子の素材も取り入れ、
「スワロウテイル」独自の「西洋菓子」を作り上げました。

販売あり
http://www.patisserie-swallowtail.jp/

ブース
番　号 A-135

胡麻 食べて毎日元気 ごまの店いい友製品には香りの良いごまを使用
出展内容 和え物等に金ごまり胡・そのままお召し上がれます金ごまいわし・

牛乳に混ぜいい友カルシウム

特徴 香りと味のすばらしい金ごまに特化し製造法は昔からの手造り製造にこだわり独特のオリジナル製法を販売しております。

販売あり
http://iitomo-goma.co.jp/

ブース
番　号 A-136

アソートチーズのロックフォールワインのお伴に、ひとくちチーズです
出展内容 いろいろな種類のアソートチーズの試食・販売を行っています。

特徴 欧米産のおいしいチーズを10gにカットし、リボンで飾ったきれいな袋に詰め合わせました。ワイン、ビールのおつまみに、お子様方
のおやつにお召し上がり下さい。

販売あり
http://www.roquefort.jp/

ブース
番　号 A-137

東洋の酵素スイーツ「雑穀グルト」雑穀を米麹で醗酵させた酵素ドリンクです
出展内容 雑穀や玄米等使用した酵素ドリンクの試飲販売および北海道の海

産物の佃煮の試食販売

特徴 7種類の雑穀と米麹を使用、ほんのり甘いノンアルコールの甘酒風酵素ドリンク

販売あり
http://www.kenshoku.biz

ブース
番　号 A-138

ゼリーdeおいしいサプリメント常識を覆すゼリーでおいしいサプリメント。
出展内容 まるでおやつのような、ゼリーでおいしいサプリメントの試食・販売

を行っております。

特徴 錠剤に不満というお客様のお声を聞き、開発したゼリーdeおいしい健康食品です。「無理して続ける」から「楽しく続ける」へ、嚥下や
咀嚼が低下した方でも無理なくお続け頂けます。

販売あり
http://ofukuwakeseikatsu.com/

ブース
番　号 A-139

工場直売　小林海苔店自社工場での焼きたて海苔
出展内容 自社工場で焼いた海苔を試食・販売を行っております

特徴 当社は買い付けから加工まで自社工場で行っております。当日も「焼きたて」の海苔をご用意いたしますので、「味・香り」の違いを
是非ご賞味ください。

販売あり
http://www.kobayashinoriten.jp

ブース
番　号 A-140

つつじやどらやきとぬれせんべいをご紹介しています
出展内容 しっとりふかふかの皮が自慢の「フレッシュどらやき」と、たれを染

み込ませた「ぬれせんべい」

特徴 「フレッシュどらやき」は、季節限定品も含め25種類、そのうちの19種類は冷凍対応も可能。「ぬれせんべい」は、珍しい大判タイプ。
SAや温浴施設等で、お土産物として高い評価を頂いております

販売あり
http://www.tsutsujiya.co.jp

ブース
番　号 A-141

岩泉ファーム岩泉ファームから美味しいをお届けします。
出展内容 岩泉ヨーグルト、岩泉のむヨーグルト、岩手産の原料を使用した菓

子や食品

特徴 岩手県岩泉町の厳選生乳を使用し、こだわりの低温長時間発酵によって濃厚で味わい深い岩泉ヨーグルトをお届けします。他に、
岩手産原料を使用した菓子や食品など。

販売あり
https://www.iwaizumi-farm.co.jp/

ブース
番　号 A-142
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Ann Bee歴史の街国分寺から全国へ発信します
出展内容 歴史をモチーフにして素材、味にこだわったお菓子と湧水で作った

やさしい石鹸

特徴 サブレは驚きの「さくっと」フィナンシェはしっとりカステラはモッチモチのカステラURL:http://annbee4.wix.com/ann-bee　出会いたい
石鹸

販売あり
http://annbee.or.jp

ブース
番　号 A-143

開陽　United Leafノンカフェインの有機ルイボスティー　
出展内容 アフリカ直輸入オーガニックルイボスティーの試飲・販売と御社の

OEMルイボスティーの企画

特徴 ノンカフェインでゼロカロリーの体に優しいハーブルイボスティーは赤ちゃんから妊婦さん、お年寄りまで安心してお飲み頂けます。
是非、最高級ルイボスティーをご賞味ください。

販売あり
http://www.kaiyou.com

ブース
番　号 A-144

東京・武蔵野のおみやげ「むさしのプレミア
ム」

「東京・武蔵野の逸品が揃いました!!」

出展内容 「むさしのプレミアム」のおみやげ品紹介・武蔵野市の観光PR

特徴 東京都武蔵野市を代表する魅力的な品々をおみやげとして広く内外にPRし、当市発の地域ブランドの確立と地域活性化を推進す
るため、その目的に相応しい商品が認定されています。

販売あり
http://musashino-premium.com

ブース
番　号 A-145

「日野にはうまい焼きカレーパンがある」諸力融合!「焼きカレーパン」でまちおこし
出展内容 東京・日野ブランド「焼きカレーパン」の取組みPR・販売、日野市観

光PR

特徴 障害者の働く力がきっかけとなり、焼きカレーパンを市内のパン屋で作っています。農業・商業・観光・障害者就労支援が融合した日
野ブランドです。油で揚げず、焼いており、大変ヘルシーです!

販売あり

ブース
番　号 A-146

合言葉は“七転び八起き”ニッポンのだるまでCOOL JAPAN!
出展内容 だるまグッズの各種サンプル・パネル展示やだるまに関する企画

のパンフレットをご用意しました。

特徴 だるまの妖精“だるチャン”を先頭に、日本のだるまが世界に広がることを目指します。女性のアイデアでだるまグッズをプロデュー
ス。だるま展等の企画や少量生産等、各種要望に柔軟に対応します。

販売あり
http://daruchan.com

ブース
番　号 A-147

47CLUB全国への販路拡大を地方新聞社が応援
出展内容 インターネット販売をはじめ、全国への販路拡大ノウハウを提供し

ます。

特徴 47CLUBは全国の地方新聞社が厳選した逸品を集めたお取り寄せサイトです。全国への販路拡大を地方新聞社のネットワークで応
援いたします。

http://www.47club.jp/

ブース
番　号 A-148

株式会社　中田家創業55年、お客様の喜びと感動の創造!!
出展内容 手作り菓子を中心にギフト性とバラエティーに富んだ商品をご提案

させて頂きたいと思います。

特徴 お客様の味覚にお応えするをモットーに厳選した食材を全て手作りで行い、美味しさを追求しています。個性ある独自の記念品をオ
リジナルのデザイン等でお作り致します。

販売あり
http://www.nakataya.jp

ブース
番　号 A-149

タッチ台湾の味そのままに、黄金しじみの醤油漬け
出展内容 黄金しじみの紹介および試食を行っています。

特徴 超高圧低温殺菌技術により、台湾の黄金しじみの醤油漬けを日本でも食する事が可能となりました。淡水で育ち、泥臭さのない黄
金しじみは、成分分析でも、青森十三湖のやまと蜆に引けを取りません。

http://www.touch-kabu.co.jp

ブース
番　号 A-150

マルヤマ食品株式会社紀州産の美味しい南高梅です
出展内容 梅干及び梅関連加工食品

特徴 梅の主生産地、紀州みなべ町の自家農園と契約農家から調達した原料(梅)を和歌山県みなべ町の工場で製造しています。
販売あり

ブース
番　号 A-151

株式会社クロンティップイノベーションこだわり素材の輸入食品を世界から。
出展内容 身体に優しい輸入食品、グルメ食品、他、エコ雑貨などの紹介いた

します。

特徴 生産者のこだわりや、ストーリーの詰まった身体に優しい、おいしい食品から、地球や環境に配慮した雑貨ブランドまで幅広く取り揃
えております。

http://www.krongthip.co.jp

ブース
番　号 A-152

ワインとセントラル浄水器こだわり逸品ワインと家族のための安全な水
出展内容 輸入ワインの試飲販売と浄水器の効果実演・販売

特徴 こだわりの逸品を求めて、世界から選び抜いたワインをご用意。試飲タイムもございます。また、ご家庭や施設で安心安全にお水を
使うための浄水システムをご紹介しております。是非お立寄り下さい!

販売あり
http://www.yours-wineshop.com

ブース
番　号 A-153
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平沢製あん所春夏秋冬、季節のあんやフルーツ加工品
出展内容 40グラム～1キログラム/パックまでのあんこ・一口ようかん各種

特徴 当社の主力は、業務用OEMのあんこの受託です納得のいく素材で、新しい商品開発をお手伝いします最小ロット60キログラム～荷
姿40グラム～5キログラム

http://hirasawaseian.co.jp

ブース
番　号 A-154

世田谷讃菓お土産物・進物を積極的に販売しております
出展内容 世田谷区を題材にした進物用品

特徴 世田谷発の進物用品です。
販売あり

ブース
番　号 A-155

にんにくスープの昭仁青森産にんにくの美味しい健康スープ!
出展内容 オリジナルにんにく商品の試食販売を行ってます。

特徴 香と味がいいと評判の青森産にんにく100%使用し、鶏がらスープでじっくり煮込みました。お湯で溶くだけで飲め各種お料理にも使
えます。旨さアップ・スタミナアップ!

販売あり
http://www.syoujin.com

ブース
番　号 A-156

カルディコーヒーファームカルディコーヒーファームの店舗を運営。
出展内容 カルディグッズ

特徴 食品販売ですが、食品は販売いたしません。カルディの袋とか、ストラップなど。
販売あり

ブース
番　号 A-157

旭鮨総本店創業昭和2年
出展内容 会社案内、メニューのパンフレットを設置しています。

特徴 昭和2年の創業以来、より良い素材を探し、味わい深さを追求し、最上のおもてなしを心掛けています。イートイン店舗の他、売店や
出張サービスなども営業展開しています。

http://www.asahizushi.com

ブース
番　号 A-158

プロご用達!　玉子焼の玉吉すし屋が認めたプロの味。玉子焼一筋50年
出展内容 玉子焼、伊達巻、その他鶏卵加工製品のPRおよび販売

特徴 高級すし店でも使われる本格こだわりの厚焼玉子。有名高級おせちにも採用される本物の伊達巻。本物の味をご提供しておりま
す。　

販売あり
http://www.tamayosi.co.jp

ブース
番　号 A-159

みやび工房【全国観光土産推奨品】
出展内容 くんせいチーズ、カットくんせいチーズ各種、くんせいナッツ各種

特徴 天然桜100%のチップを贅沢に使用し、手間と時間を惜しまず丹念に手作りした拘りのくんせいチーズとくんせいナッツです。常温保
存可能※開封後は要冷蔵

販売あり
http://www.miyabi2000.co.jp

ブース
番　号 A-160

株式会社おき商店セロリーの加工は何でもお任せ下さい。
出展内容 セロリー加工品(漬物・惣菜用カットセロリー)

特徴 おき商店は、セロリーを主に加工しているセロリーの加工専門メーカーです。セロリーのことなら何でも加工しており、サラダ・惣菜用
カットセロリーも加工しております。

販売あり

ブース
番　号 A-161

Sweets Factoryかわいい八王子スイーツ!
出展内容 八王子産地卵使用の写真プリントクッキー・アイシングクッキー・贅

沢くちどけプリン。

特徴 地元八王子産の食材を使用したスイーツを全国へお届けします。オリジナルデザインの世界に一つだけの写真プリントクッキーなど
心に届くオーダーメイドギフトを制作します。

販売あり
http://sweetsfactory.shop-pro.jp/

ブース
番　号 A-162

山形・新庄の〝おいしい″じまん店山形県最上地域の「おいしい」を届けます!
出展内容 山形県新庄市・最上地域の「伝統的特産品・お土産品」の物販や

観光スポットのご案内をいたします。

特徴 山形を代表する伝統名菓「くじら餅」は、江戸時代よりひなまつりのごちそうとして各家庭で作られてきました。「くじら餅」という名称
が初めて文献に見られるのが今から350年前に遡ります。

販売あり
http://www.mogami-bussan.com/

ブース
番　号 A-163

清酒　若盛　門外不出・奥座敷栃木県内販売比率95%以上の地酒酒蔵
出展内容 清酒、焼酎(粕取り・米焼酎)、リキュ-ル(日本酒仕込)　門外不出ブ

ランド、奥座敷ブランド中心

特徴 栃木県中心に販売しており、当社商品はしっかりとした味わいを重視しております。特定名称酒(純米系)製造を中心とし、こだわりの
あるお取扱い店様中心に出荷しております。

http://wakazakari.kir.jp/

ブース
番　号 A-164

アソシエグリーンファームオリジナル農業に挑戦!!
出展内容 オリジナルポテトチップス、サラダジュース、サラダボウルの販売

特徴 ポテトチップス:地域の味を納得できる味をつくります。サラダジュース:にんじん・トマト・りんご・玉ねぎで健康に。サラダボール:食育
で新鮮な野菜を楽しく・美味しく小さな野菜畑から感動を

販売あり
http://associe.co/

ブース
番　号 A-165
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日光例幣使そば街道　米山そば日光山麓・鹿沼産の穫れたての新そばです。
出展内容 鹿沼新そば(なまそば、半なまそば、新そば粉)、日光ゆばうどん、

宮柚子うどん他

特徴 日光連山の麓、晩秋の昼夜の寒暖差が良質なそばを育むそばの里鹿沼。青みがかった旬の色目、若々しい香りは新そばならでは
です。

販売あり
http://www.yonesoba.com

ブース
番　号 A-166

元祖　日昇堂伝統とは革新の連続である
出展内容 きぬにしき・葵きんつば・日光ラスクほか

特徴 地域が持つ豊かな産品等、商品の掘り起こしを実践し観光物産製造卸業として多様な消費者ニーズに対応致します。世界遺産日
光の「神橋」近くに元祖日昇堂でご当地「日光ラスク」を販売しております。

販売あり
http://www.ganso-nisshodo.jp/

ブース
番　号 A-167

宇都宮餃子館独自の氷温熟成で
出展内容 焼き餃子の試食・販売、ギフト用冷凍餃子の販売商品ラインナップ

の説明等

特徴 薄皮で中は具たっぷりの餃子になっております。栃木県内では有数の店舗数を保ち、海外イベントにも出店するなど、味には好評を
得ております。

販売あり
http://www.gyozakan.jp/

ブース
番　号 A-168

芳源ファーム　有限会社栽培歴48年の実績をもつ自信の食材
出展内容 フレッシュマッシュルーム・乾燥マッシュルーム・マッシュルーム加

工品

特徴 収穫したマッシュルームは予冷の後速やかに出荷し、生出荷以外は水煮加工にするのでいつも新鮮なものをお届けできます。

http://www015.upp.so-net.ne.jp/y-farm/

ブース
番　号 A-170

かすてら専門店　さかえ屋ふんわり・しっとりとしたかすてら
出展内容 かすてら

特徴 熟練された職人が一本一本丁寧に焼き上げふんわり・しっとりとしたかすてらです。人気のはちみつかすてらをはじめ20種類以上の
かすてらをご用意しております。

販売あり
http://www.kasutera.net/

ブース
番　号 A-171

ディーアールラーメン、立呑、ホルモン焼FCパッケージ
出展内容 各種フランチャイズ募集その他、飲食店のプロデュースパッケージ

のご案内

特徴 10業態19店舗を展開しています。直営店の中で、高収益業態をFCパッケージとして、販売を開始。業態開発能力を生かした、飲食
店プロデュース事業も同時に開始しました。

販売あり
http://www.dr-t.co.jp/

ブース
番　号 A-172

ネクストレード世界中から、美味しい物をお届けします。
出展内容 海外からの輸入した、各種食料品の試食、展示しております。

特徴 安全で、おいしい、安価な商品を提供しております。

http://www.nextrade.co.jp/

ブース
番　号 A-173

カステラの銀座文明堂カステラで培った焼き物技術を柱にしている
出展内容 各種製品のサンプルの展示、販売、並びに各種焼印の展示、パン

フレットを設置しています。

特徴 ご予算に合わせた菓子のお詰合せのご対応。祝、寿、祝創立記念等の各種焼印のご用意。ロゴマーク、文字、イラスト等、オリジナ
ルの焼印を作り、製品に押した物をご販売致します。

販売あり
http://www.bunmeido.com/

ブース
番　号 A-174

株式会社　桑原ハム本場ドイツマイスター伝承の味
出展内容 手作りハム、ソーセージ、ベーコンの試食・販売を行っています。

特徴 本場ドイツで行われているコンテストでメダルを多数受賞。最新のクリーンルームと技術で作るドイツマイスター伝承の味をお楽しみ
ください。

販売あり
http://www.kuwahara-ham.co.jp

ブース
番　号 A-175

OHTORI　～銘茶工房～本格レギュラー珈琲が抽出可能な給茶機!
出展内容 本格レギュラー珈琲・パウダー茶の試飲を実施アンケートご回答で

サンプルプレゼント!

特徴 新発売! 本格レギュラー珈琲が抽出できる給茶機　「HOT&COLDのパウダー飲料2種類」と「お湯」・「冷水」も抽出できる「ALL IN 
ONE」給茶機。

http://www.ohtori.com

ブース
番　号 A-176

常盤堂雷おこし本舗浅草雷門横の常盤堂雷おこし本舗です
出展内容 雷おこし・人形焼の販売　

特徴 浅草雷門横から出張販売しに参りました。雷おこし・人形焼の試食もございます。どうぞお立ち寄り下さい。
販売あり

http://www.tokiwado.com

ブース
番　号 A-177
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地元に根付いた老舗ブランド伝統を守りつつ常にチャレンジしています
出展内容 惣兵衛最中、朝どら一番、季節のどら焼き、キャラクター饅頭、日

本の催事に沿った菓子など

特徴 帰省、御中元、お歳暮等のお土産に適した菓子から思わず微笑んでしまう様な可愛らしい表情をもった菓子までご用意いたしており
ます。ご挨拶のお供となり、お客様のお役に立てる様心がけております。

販売あり
http://www.so-bey.com/t1.htm

ブース
番　号 A-178

ありの実・梨酢・ジュース甘い王秋梨・梨ビネガー・爽やか梨ジュース
出展内容 王秋梨・梨ビネガー・梨ジュースの試食・試飲・販売を行っておりま

す。

特徴 レアな王秋梨11月～5月まで食べられる奇跡の梨をご提供いたします。甘い梨で作ったジュースやお酢にゆず・しょうが・ぶどう風味
の飲むお酢。水、お湯、牛乳で割ると美味しく頂けます。

販売あり
http://www.yozaemon.net

ブース
番　号 A-179

(有)かごや商店飲んで味わう本みりん
出展内容 極上本みりん・オリジナルブランドの清酒・梅酒・柚子酒・自然食品

きく芋粉末を販売

特徴 飲めるみりんをはじめ、他にはないオリジナルの日本酒や、地場産の梅や柚子を使用した日本酒仕込みのリキュールを取り扱い。
また、天然のインスリンと言われているきく芋の粉末状にしたものを販売。

販売あり
http://www.kagoya-group.co.jp/

ブース
番　号 A-180

ぎょうざの満洲具材は国産100%!出来立て生餃子。
出展内容 冷凍生餃子の紹介と試食を行っています。

特徴 新鮮な国産素材で作った具を、多加水の柔らかい皮で包んでいます。焼餃子・水餃子にもぴったりなモチモチジューシーな餃子で
す。フード・アクション・ニッポンアワード2013入賞。

http://www.mansyu.co.jp/

ブース
番　号 A-181

幸希ふんわり、かるーい新食感のかすてらです。
出展内容 ふんわりかすてらを試食販売しています。

特徴 ふんわりかすてらは北海道産牛乳を使用し、黒糖かすてらは、沖縄産黒糖を使用し、独自の製造方法により甘さ控えめのふんわ
り、かるーい食感に仕上げました。

販売あり
http://www.koki-castella.com

ブース
番　号 A-182

東京もち秋田県産もち米の切り餅
出展内容 秋田県産もち米を使用した生切り餅、北海道小豆を使用した冷凍

おはぎを展示しております。

特徴 「風味、ねばり、こし」が最高の秋田県産もち米を使用し、本格的な杵つきによる生切り餅シングルパックです。北海道小豆を使用し
自家製餡による冷凍おはぎで、急速冷凍により仕上げております。

http://www.tokyo-mochi.co.jp

ブース
番　号 A-183

群馬の地酒　水芭蕉　谷川岳地酒 水芭蕉をぜひお試しくださいませ
出展内容 群馬の地酒 水芭蕉 谷川岳の試飲

特徴 群馬県北部川場村に位置する永井酒造。豊かな自然を素直に表現した、綺麗なお酒造りを目指し日々酒造りに取り組んでいる。水
芭蕉、谷川岳の2ブランドが中心。

http://www.mizubasho.jp

ブース
番　号 A-184

近藤酒造株式会社スッキリ辛口のお酒です。
出展内容 清酒赤城山試飲販売

特徴 創業140年、赤城山の天然水を使用し辛口の酒にこだわり続けてきました。飲みあきしないスッキリ辛口が特長です。特に男の酒か
らくちが一番人気です。平成26年新酒鑑評会金賞受賞

販売あり
http://akagisan.com

ブース
番　号 A-185

有田屋・下仁田納豆　群馬の大豆関連企業
2社。

群馬の大豆関連企業2社。

出展内容 豊かな食生活をめざしてさまざまな情報を発信してゆきたいと思い
ます。

特徴 厳選された素材をじっくりと時間をかけて仕込み、“自然のままに”、素直に、素朴に、そのものの味を引き出しました。

http://www.aritaya.com/frame/frame_top.html

ブース
番　号 A-186

ハマトミ食品餃子革命です。
出展内容 餃子の商品案内、餃子の試食、焼き方などのご提案等。

特徴 味付きタレいらず。水餃子にもご利用できます。鹿児島県産の黒豚を絶妙なバランスで加えています。とってもジューシーです。野
菜はすべて国産。皮も一番皮、二番皮のみしか使用しておりません。

http://hamatomifoods.com/

ブース
番　号 A-187

農事組合法人　りぞねっとこれが米粉?これが米粉!!
出展内容 りぞねっとは国内産原料玄米から米粉製品をつくる一貫した製造

技術と生産設備を持つ農業法人です。

特徴 お米の副食化、食の多様化を健康志向化に対応した新しいお米の粉食文化の研究・開発・提案をテーマに米粉加工食品とオリジナ
ル商品で商品づくりを目指し、日本の食文化に貢献したいと考えています。

販売あり
http://www.risonet.or.jp

ブース
番　号 A-188


