
 

 

Winter Fancy Food Show 2019 ジャパンパビリオン出品者リスト 

 

＜通常出品枠＞ 

通し No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域 

１ １ 代表 札幌食と観光国際実行委員会 - 取りまとめのみ 北海道 

２ 1-1 孫 西山製麺株式会社 
輸出用のれん店ラーメン NE140g×5、輸出用 

道産一番麺 NE140g×5、西山仕込み味噌金印 
その他加工食品（麺） 北海道 

３ 1-2 孫 株式会社ノースクリエイト 
北海道の大地で育ったヤーコン茶、 

ホタテ干し貝柱 
茶 北海道 

４ 1-3 孫 株式会社マルデン 天然本醸造魚醤油『魚々紫』、鮭ジャーキー 調味料 北海道 

５ 2 単独 有限会社うしちゃんファーム 低脂肪の A3 和牛 畜産物・畜産加工品 宮城県 

６ 3 代表 

大潟村農産物・加工品 

輸出促進協議会 
- 取りまとめのみ 秋田県 

７ 3-1 孫 
株式会社大潟村あきたこまち 

生産者協会 

グルテンフリーラーメン、グルテンフリー 

スパゲティ、グルテンフリーペンネ 
その他加工食品（麺） 秋田県 

８ 4 単独 株式会社アイエー・フーズ 
J-Konjac、オーガニックこんにゃく、 

こんにゃくゼリー  
その他加工食品（麺） 群馬県 

９ 5 単独 株式会社海神貿易 和牛 畜産物・畜産加工品 東京都 

１０ 6 単独 カネク株式会社 
刻み生ゆず、オーガニック粉わさび、 

シャキシャキわさび 
調味料 東京都 

１１ 7 単独 キユーピー株式会社 
キユーピーマヨネーズ、キユーピーハーフ、 

あえるパスタソース たらこ 
調味料 東京都 

１２ 8 代表 植物性食品輸出協議会 ー 取りまとめのみ 東京都 

１３ 8-1 孫 株式会社ウエハラＨＣ グルテンフリーヌードル putipa その他加工食品（麺） 群馬県 

１４ 8-2 孫 不二製油グループ本社株式会社 
豆乳クリーム 濃久里夢、 

大豆舞珠 セミハードタイプ 
その他加工食品 大阪府 

１５ 9 単独 

シマダヤインターナショナル 

株式会社 
冷凍めん その他加工食品（麺） 東京都 

１６ 10 単独 株式会社神明 
富山県産こしひかり、宮城県登米市特別栽培米ひとめぼ

れ、ふんわりごはん 富山県産コシヒカリ 
米・米加工品 東京都 

１７ 11 単独 株式会社宮野食品工業所 MOCHI 80、プチ大福 菓子 新潟県 

１８ 12 単独 北陸製菓株式会社 
米蜜ビスケットシナモン＆ジンジャー 5 枚入り、みんなのビスケ

ット、56g 素材 パティスリー, 

菓子 石川県 

添付資料 



 

 

ファイバーリッチ カラメル＆アーモンド 

１９ 13 単独 株式会社サンクゼール 万能だし、飲む酢 ゆず 調味料 長野県 

２０ 14 単独 杉本製茶株式会社 

スギモト "オーガニック抹茶シリーズ"、スギモト 

 "オーガニックティ―バックシリーズ"、 

スギモト "エンリッチシリーズ" 

茶 静岡県 

２１ 15 単独 瀧川オブラート株式会社 フードデコステッカー 菓子 愛知県 

２２ 16 単独 株式会社平松食品 
伝々いわし甘露煮、あさりしょうがじゅれ、 

まぐろ明太じゅれ 
水産品・水産加工品 愛知県 

２３ 17 単独 月桂冠株式会社 伝匠月桂冠 純米吟醸、京山水 純米 アルコール飲料 京都府 

２４ 18 単独 株式会社創味食品 
創味ラーメンスープ白湯 G、創味ラーメンスープ 

北の味噌 G、創味ラーメンスープ醤油 G 
調味料 京都府 

２５ 19 単独 株式会社七尾製菓 
フレンチ抹茶パピロ、クリームサンド 

いちご、生姜せんべい 
菓子 福岡県 

２６ 20 単独 五木食品株式会社 
3 束野菜そうめん、糖質 30%OFF うどん、 

業務用茶そば 
その他加工食品（麺） 熊本県 

２７ 21 代表 宮崎県 - 取りまとめのみ 宮崎県 

２８ 21-1 孫 大山食品株式会社 マーシー、純米酢、こんにゃくミート 調味料 宮崎県 

２９ 21-2 孫 道本食品株式会社 
野菜ミックス、干し芋、 

昔ながらのたくあん 日向漬クラシック 
その他食品 宮崎県 

３０ 22 単独 株式会社モミキ 
VEGAN 黒にんにくうまみたれ にんにく風味、

VEGAN 黒にんにくホットソース 
調味料 宮崎県 

３１ 23 単独 小平株式会社 冷凍 ワッフル、抹茶 わらび餅 菓子 鹿児島県 

３２ 24 単独 西尾製茶 
スウィーツ用ふりかけ（焙煎玄米）、 

焙煎玄米茶ティーバッグ 
調味料 鹿児島県 

３３ 25 単独 株式会社和香園 
有機抹茶(中)、あらびき茶(個包装)、 

あらびき玄米茶 
茶 鹿児島県 

３４ 26 単独 
株式会社 ゴア  

インターナショナル 

All Zen オーガニック 抹茶グリーンティー  

レギュラー 500ml ペットボトル、オーガニック 

抹茶グリーンティー スウィート 500ml ペットボトル 

その他飲料 沖縄県 

 

 

 

 

 



 

 

＜オープンスペース枠＞ 

通し No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域 

３５ 1 単独 日本サーナ株式会社 
ハーブソース、オーガニック抹茶、 

ＶＥＧＧＩＥ ＨＥＲＢ 
調味料 千葉県 

３６ 2 単独 尾西食品株式会社 
アルファ米 ビリヤニ、携帯おにぎり 五目おこ

わ、ライスクッキー (ココナッツ風味) 
米・米加工品 東京都 

３７ 3 単独 株式会社山本かじの 
（仮称）グルテンフリー 北海道産の十割そば、 

元祖十割そば 
その他加工食品（麺） 長野県 

３８ 4 単独 丸山製茶株式会社 

有機抹茶（Organic JAS, USDA Organic)、有機日本茶  

各種(煎茶・玉露・玄米茶・ほうじ茶)、丸山製茶ティーバック 

（煎茶、有機煎茶、玄米茶） 

茶 静岡県 

３９ 5 単独 カメヤ食品株式会社 わさび粗おろし、わさびドレッシング、わさび塩 調味料 静岡県 

４０ 6 単独 徳永製菓株式会社 抹茶大豆、わさび大豆、和風だし豆 菓子 広島県 

４１ 7 孫 太地園 有機特上粉末茶、有機特上煎茶、有機ほうじ茶 茶 宮崎県 

４２ 8 単独 株式会社ヒガシマル 侍ラーメン、有機きな粉抹茶 その他加工食品（麺） 鹿児島県 

 

＜特別出品枠＞ 

通し No. 形態 企業名 主要出品物 カテゴリ 地域 

４３ 1 代表 
（一社）全日本菓子輸出促進 

協議会 
- 菓子 東京都 

４４ 1-1 孫 株式会社エイワ 
ハローキティ チョコマシュマロ、 

ハローキティ 抹茶ゼリーマシュマロ 
菓子 東京都 

４５ 1-2 孫 株式会社ギンビス 
輸出用アスパラガスビスケット、 

輸出用ミニアスパラガス 6P、しみチョココーン 
菓子 東京都 

４６ 1-3 孫 株式会社ハート おかしなサロン 菓子 東京都 

４７ 1-4 孫 カバヤ食品株式会社 PURERAL Gummy、さくさくぱんだ 菓子 岡山県 

４８ 1-5 孫 セイカ食品株式会社 ボンタンアメ 菓子 鹿児島県 

 

 

 


