
Food Japan 2016 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 D18

株式会社青木刃物製作所 大阪府 E24

株式会社青粒 兵庫県 A13

青森県 青森県 E14

青森県農村工業農業協同組合連合会（JAアオレン） 青森県 E14

アグリホールディングス株式会社 東京都 K01

株式会社朝一番 茨城県 B02

アトリエオランジェ 三重県 F02

株式会社ANAcargo 東京都 J03

天野漆器株式会社 富山県 F01

甘利香辛食品株式会社 京都府 J03

株式会社歩産業 熊本県 J03

株式会社新垣通商 沖縄県 G22

アリアケジャパン株式会社 東京都 F23

株式会社Ante 石川県 E01

EASTERN TRADE MEDIA PTE LTD シンガポール H07

一般社団法人石川県食品協会 石川県 E01

石橋工業株式会社 福岡県 D17

有限会社伊勢昆布 三重県 F02/J03

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 A01

IPPIN PTE LTD シンガポール B13

伊藤酒造株式会社 三重県 F02

株式会社いのさん農園 三重県 J03

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 茨城県 B02

株式会社イワタグループ 福井県 C19

上田運輸株式会社 石川県 E01

株式会社うお萬 山口県 E29

内堀醸造株式会社 岐阜県 C14/F01

うれし野ラボ株式会社 三重県 F01

株式会社エイワ 東京都 B24

株式会社エコファームみかた 福井県 C19

EDARAN KOMACHI SDN BHD マレーシア G21

愛媛県漁業協同組合連合会 愛媛県 D18

エムテックス有限会社 山口県 D26

elims株式会社 岡山県 C13

株式会社黄金糖 奈良県 B24

株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 秋田県 F17
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株式会社大潟村カントリーエレベーター公社 秋田県 F17

大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 秋田県 F17

有限会社大根音松商店 石川県 E08

株式会社大淵銀器 東京都 D23

株式会社オーヤマ 宮城県 F13

岡山県商工会連合会 岡山県 C13

沖縄県  沖縄県 J03

株式会社沖縄県物産公社 沖縄県 J03

株式会社奥島創麺巧房 岡山県 C13

奥田屋 富山県 F07

株式会社お米の配達人 新潟県 G01

株式会社小沢食品 茨城県 B02

オズ果樹農園 愛知県 F08

株式会社小名屋 茨城県 B02

株式会社オハラ 石川県 E01

海津屋 富山県 F07

加賀味噌食品工業協業組合 石川県 E01

香川県 香川県 A01

株式会社鹿児島イワイ 鹿児島県 E07

鹿児島県いちき串木野市役所 鹿児島県 E07

株式会社我戸幹男商店 石川県 F01

金砂郷食品株式会社 茨城県 B02

カバヤ食品株式会社 岡山県 B24

株式会社平松食品 愛知県 F01

株式会社 Coming Up 山口県 E27

農業生産法人株式会社川上農園 長野県 C14

河村刃物株式会社 大阪府 E24

株式会社カン喜 山口県 D26

合資会社寒菊銘醸 千葉県 E13

有限会社かんずり 新潟県 G01

株式会社神戸 大阪府 F18

株式会社キュアテックス 東京都 B13

株式会社金吾堂製菓 東京都 B24

株式会社ギンビス 東京都 B24

串木野市漁業協同組合 鹿児島県 E07

倉持産業株式会社 茨城県 B02

有限会社クレアツーワン 山口県 D26

群馬県 群馬県 D01
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株式会社ケーピーコーポレーション 千葉県 F27

気仙沼鹿折加工協同組合 宮城県 B13

気仙沼水産食品事業協同組合 宮城県 D19

株式会社江東堂高橋製作所 東京都 D23

神戸国際流通促進協同組合 兵庫県 A07

興和株式会社 愛知県 F15

株式会社越山商店 石川県 E01

株式会社コマツ製作所 東京都 C32

KOMATSU SEISAKUSHO CO LTD SINGAPORE BRANCH シンガポール C32

株式会社米屋 石川県 E08

コリス株式会社 大阪府 B24

有限会社近藤養蜂場 大分県 B29

株式会社サイキ一山陶苑 岐阜県 D02

公益財団法人堺市産業振興センター 大阪府 E24

株式会社サカイダフルーツ 石川県 E01

佐治陶器株式会社 三重県 F02

鶏そば Ayam-Ya (株式会社サファリ) 大阪府 G21

SAMURAI FOOD PTE LTD シンガポール J13

株式会社さわらび 千葉県 E17

三栄鶏卵株式会社 愛知県 B07

株式会社さんれいフーズ 島根県 D24

株式会社三和通商 福岡県 G12

三和油脂株式会社 山形県 F32

CBC株式会社 東京都 A14

シーラスコンサルティング株式会社 熊本県 G16

株式会社鹿吉 茨城県 B02

株式会社實川文雄商店 千葉県 E17

株式会社實光 大阪府 E24

CITRUS MEDIA PTE LTD シンガポール H08

柴沼醤油醸造株式会社 茨城県 B02

株式会社島崎酒造 栃木県 C02

株式会社清水商店 茨城県 B02

有限会社しもさわ 愛知県 F29

下関市 山口県 E29

正田醤油株式会社 群馬県 D01

城陽商工会議所 京都府 A04

城陽酒造株式会社 京都府 A04

昭和村農産物等輸出促進協議会 群馬県 D01
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株式会社食の道場 千葉県 F27

白菊酒造株式会社 茨城県 B02

株式会社シルスマリア 神奈川県 A07

株式会社信栄食品 長野県 D13

株式会社新倉 千葉県 F14

株式会社杉浦製筆所 愛知県 F29

有限会社すぎもと農園 三重県 J03

杉本屋製菓株式会社 愛知県 F29

株式会社杉養蜂園 熊本県 B25

株式会社鈴木栄光堂 岐阜県 B31

須藤本家株式会社 茨城県 B02

株式会社ストロングハート 東京都 G19

株式会社スマートフォレスト 富山県 F07

株式会社角谷文治郎商店 愛知県 F01

セイカ食品株式会社 鹿児島県 B24

誠晃貿易株式会社 大阪府 E24

セイザブロウ株式会社 神奈川県 E20

合資会社瀬底養鶏場 沖縄県 B07

千金丹ケアーズ株式会社 香川県 A01

株式会社扇雀飴本舗 大阪府 B24

センナリ株式会社 広島県 F26

全日本菓子輸出工業協同組合連合会 東京都 B24

仙波糖化工業株式会社 栃木県 C02

株式会社壮関 栃木県 C02

株式会社ソーキ 東京都 H01

株式会社外池酒造店 栃木県 C02

第一食品株式会社 新潟県 G01

大栄フーズ株式会社 神奈川県 D20

大昇製菓株式会社 長野県 B24

大洋酒造株式会社 新潟県 G01

鷹栖町役場 北海道 G23

株式会社高浜蒲鉾 鹿児島県 E07

瀧川オブラート株式会社 愛知県 H02

株式会社武生製麺 福井県 F20

株式会社金トビ志賀 愛知県 F01

株式会社田島屋 茨城県 B02

株式会社TAKKO商事 青森県 E14

株式会社館林うどん 群馬県 D01
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田中酒造場 兵庫県 J07

株式会社種商 佐賀県 D14

株式会社タベルモ 神奈川県 G20

株式会社玉正 千葉県 E13

TRAVELLUTION MEDIA PTE LTD シンガポール H10

だるま食品株式会社 茨城県 B02

千古乃岩酒造株式会社 岐阜県 G14

CHITOSE AGRICULTURE INITIATIVE PTE LTD シンガポール J09

千葉県貿易協同組合 千葉県 E17

株式会社ちぼり 神奈川県 B24

株式会社つかもと 茨城県 B02

津軽りんご組合 青森県 E14

株式会社月の井酒造店 茨城県 B02

佃食品株式会社 石川県 E01

株式会社生産者連合デコポン 千葉県 E13

テスコム電機株式会社 東京都 D23

株式会社テラオカ　ウェイ　システム シンガポール C30

21 Max New Solution Pte Ltd シンガポール C24

東海市 愛知県 F08

公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都 D23

東京拉麺株式会社 栃木県 C02

藤八屋 石川県 F01

東洋ライス株式会社 東京都 F16

トーコーコーポレーション株式会社 東京都 D23

有限責任監査法人トーマツ 東京都 K01

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 E13

常盤堂製菓株式会社 兵庫県 J07

常盤村養鶏農業協同組合 青森県 B07

株式会社杜若園芸 京都府 A04

栃木県 栃木県 C02

一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 栃木県 C02

トナミ醤油株式会社 富山県 G15

富山県 富山県 F07

豊橋糧食工業株式会社 愛知県 F01

株式会社トライ・インターナショナル 千葉県 A10

有限会社ドリームファーム 富山県 F07

農業生産法人　株式会社内藤農園 山梨県 H04
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株式会社中島大祥堂 大阪府 B24

公益財団法人長野県中小企業振興センター 長野県 C14

中山製菓株式会社 東京都 B23

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

日印食品開発有限会社 三重県 F02

日本畜産物輸出促進協議会　鶏卵輸出部会 東京都 B07

一般社団法人日本食品機械工業会 東京都 C28

日本畜産物輸出促進協議会　豚肉輸出部会 東京都 B01

日本刀剣株式会社 新潟県 G01

株式会社日本フーズ 山口県 E29

日本貿易振興機構 千葉貿易情報センター 千葉県 E13

根岸物産株式会社 群馬県 D01

株式会社能作 富山県 F01

株式会社農友 秋田県 F17

ノ－ベル製菓株式会社 大阪府 B24

ノザキ製菓株式会社 愛知県 B24

野村醸造株式会社 茨城県 B02

株式会社ハート 東京都 B24

株式会社榛原 大阪府 A12

パイン株式会社 大阪府 B24

伯方塩業株式会社 愛媛県 F31

萩ブランド協同組合 山口県 D26

HASHIDA SUSHI SINGAPORE シンガポール J13

長谷川農園 群馬県 D01

八戸酒類株式会社 青森県 E14

株式会社八葉水産 宮城県 D19

株式会社八天堂 広島県 A16

HATTENDO SINGAPORE PTE LTD シンガポール A16

羽二重豆腐株式会社 石川県 E01

株式会社バンノウ水産 東京都 A07

PT ARIAKE EUROPE INDONESIA インドネシア F23

株式会社ビーフインデックスジャパン 群馬県 D01

株式会社ヒガシマル 鹿児島県 E07

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 E07

姫路市 兵庫県 J07

中部地域食品館 (株式会社百五総合研究所) 三重県 F01
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ファームオリンピア 熊本県 H03

福井酒造株式会社 愛知県 F29

有限会社福井堂 岡山県 C13

株式会社フジキカイ 愛知県 J05

株式会社不二家 東京都 B24

有限会社フラワーハウスおむろ 京都府 H06

ブルーウェーブテクノロジーズ株式会社 山口県 D26

フルタ製菓株式会社 大阪府 B24

株式会社ブロッサム 北海道 J03

有限会社米酒センター平松 岡山県 C13

平和麺業株式会社 三重県 F02

株式会社ヘルシーライフ 山口県 E29

防長苑 山口県 E27

株式会社北毛久呂保 群馬県 D01

北陸製菓株式会社 石川県 E01

ホクレン農業協同組合連合会 北海道 A05

星野物産株式会社 群馬県 D01

北海道鷹栖町地域農業ICT推進協議会 北海道 G23

株式会社本田商店 兵庫県 J07

MARSHALL CAVENDISH BUSINESS INFORMATION PTE LTD シンガポール H09

前澤商店 青森県 E14

株式会社桝田酒造店 富山県 F01

株式会社マツザワ 長野県 C14

有限会社松本魚問屋 富山県 J03

松山製菓株式会社 愛知県 B24

株式会社松山ハーブ農園 青森県 E14

丸京製菓株式会社 東京都 B24

株式会社ヤマトフーズ 埼玉県 F24

マルコメ株式会社 東京都 E23

株式会社マルサヤ 東京都 E19

MARUSAYA SINGAPORE PTE LTD シンガポール E19

株式会社マルヒ肥田陶器 岐阜県 D02

株式会社マルマツ 静岡県 F10

株式会社まるや八丁味噌 愛知県 F01

株式会社丸利玉樹利喜蔵商店 岐阜県 D02

株式会社みすずコーポレーション 長野県 C14

三田飲料株式会社 東京都 B20

三井化学株式会社 東京都 G20
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三井化学シンガポールR&Dセンター シンガポール G20

南魚沼大久保農園株式会社 新潟県 G01

株式会社美馬園芸 愛知県 F08

株式会社深山 岐阜県 F01

株式会社みゆきやフジモト 岡山県 C13

明利酒類株式会社 茨城県 B02

株式会社森崎商店 香川県 A01

森白製菓株式会社 岐阜県 B27

ヤマキ醸造株式会社 埼玉県 B19

一般財団法人山口県国際総合センター 山口県 D26

山口市 山口県 E27

ええじゃないか豊橋 地域特産品輸出連絡協議会 愛知県 F29

ヤマサちくわ株式会社 愛知県 F29

株式会社山三三宅 岐阜県 D02

有限会社山藤 三重県 F01

ヤマト運輸株式会社 東京都 J03

株式会社ヤマト醤油味噌 石川県 E01

山村食品株式会社 東京都 E13

株式会社山脇刃物製作所 大阪府 E24

郵船ロジスティクス シンガポール J09

養命酒製造株式会社 東京都 A15

吉村醸造株式会社 鹿児島県 E07

有限会社吉本商店 石川県 G11

株式会社予州興業 愛媛県 G17

四日市商工会議所 三重県 F02

株式会社楽粹 鳥取県 G18

ラピロスウォーター株式会社 東京都 J03

リベルテ本帆株式会社 広島県 G24

有限会社レイク・ルイーズ 岐阜県 F01

レタットエージェンシー シンガポール A15

LOGICO PTE LTD シンガポール K01

株式会社若翔 神奈川県 F28

若林煎餅株式会社 岐阜県 H05

有限会社若松園 愛知県 F29

WAKU WAKU JAPAN株式会社 東京都 K03

ワコー食品工業株式会社 石川県 E01

株式会社渡邊佐平商店 栃木県 C02

株式会社和平商店 石川県 E08
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