




地方・地域産品
青木光悦堂 9-527
青森県／青森市／八戸圏域８市町村
 （八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、 階上町、
 新郷村、おいらせ町）／青森県商工会議所連合会／
 青森県商工会連合会／
 21あおもり産業総合支援センター／青森銀行 9-201

あおもり北彩館／旨道／エイ・ワンド／
エコ・ネット／オダカネ／御菓子司 甘美堂／
柏崎青果／上北農産加工／木戸食品／
グローバルフィールド／五代農産加工／
佐瀧本店／三福製麺／
サンマモルワイナリー／しみず食品／
新郷村ふるさと活性化公社／新日本青果／
せいの農園／田子町ガーリックセンター／
舘山／企業組合でる・そーれ／伝農アシスト／
ナチュール青森／那由多のりんご園／
南部桑研／南部町商工会／なんぶ農援／
深浦町食産業振興公社／北彩屋／
丸大堀内／美保野グリーン牧場／
桃川／ヤマダイ／ヤマヨ

茜丸 9-516
新井商工会議所 9-533

IMTエンジニアリング／東京堂
有馬芳香堂 9-524
壱岐の華 9-515
諫早商工会議所 9-520

土井農場／ハクライドウ
伊藤軒 9-523
茨城県／筑波銀行 9-402

東町自然有機農法／安部／
茨城県農業協同組合中央会／今泉食品／
お弁当の万年屋 こうじや／風實／
金砂郷食品／鴨安商店／
きらら館(森の石窯パン屋さん)／幸田商店／
小松水産／コンテンツ・コンサルタント／
魚の宿まるみつ／笹沼五郎商店／
清水商店／髙木商店／だるま食品／
つかもと／テクモア／出羽屋／
中嶋商店／野村産業／HATAKEカンパニー／
ピーナッツカンパニー／ひげた食品／
ひたち農園／常陸農業協同組合／ふじ屋／
ベルファーム／まえけん／水戸納豆製造／
宮崎協業／メイズムランド／吉田屋／
龍ケ崎まいんコロッケ

いわて産業振興センター 9-204
青三／阿部長商店大船渡食品／
アンドファーム／岩手銘醸／尾田川農園／
小山製麺／回進堂／カナンフーズ／
兼平製麺所／ 石ヒカリフーズ／川喜／
門崎／キートスファーム／元正榮 北日本水産／
國洋／菜花堂／桜顔酒造／佐々長醸造／
ジオファーム・八幡平／松栄堂／千秋堂／
そばの里組合／多田自然農場／千葉恵製菓／
東和食品／となん／ドリームラボ／中原商店／
ハコショウ食品工業／ひころいちファーム／
藤原養蜂場／水沢米菓／ミナミ食品／
湯田牛乳公社／陸前高田地域振興

上田地産地消推進会議 9-604
宇治商工会議所 9-609

池本車体工業／井津美屋／かめくら／
京・和華／京都特産ぽーく／
京都はんなり本舗／香月庵／下鴨茶寮／
辻鶏卵／ティーエスケー／鳴海屋／
野村佃煮／林屋久太郎商店／
バルにしむらーの／丸や／ユーサイド

愛媛うまいもの販売 10-305
愛媛県農商工連携展示会出展実行委員会 10-204

愛麺／阿川食品／アゴラ／旭／
石丸弥蔵商店／宇和島海道／宇和島屋／
愛媛海産／愛媛県酒造協同組合／
愛媛県パン協同組合／大石フーズ／

オーシャンドリーム／大洲市森林組合／
おがた蒲鉾／菓子工房 KAZU／亀井製菓／
来島開発／げんき本舗／ゴールデン,エイト／
小林果園／3・Sunカンパニー／サンフーズ／
JA西宇和 真穴柑橘共同選果部会／
志賀商店／四国珍味商工協同組合／
地蔵味噌／島原本舗／シロモト食品／
進藤重晴商店／末広製菓／
創作日本料理 吉左右／谷本蒲鉾店／
玉井民友商店／中温／
企業組合津島あぐり工房／鳥津蒲鉾店／
中川食品／八水蒲鉾／秀長水産／別子飴本舗

大潟村あきたこまち生産者協会
 地方・地域産品ゾーン 9-508
岡山県 10-103

エフピー通販／嘉美心酒造／
かも川手延素麺／
クラカグループ 倉敷青果荷受組合／
倉敷花桜ハム(薫製倶楽部)／
暮らしと珈琲／河野酢味噌製造工場／
小山製麺／三宝産業／鈴木屋／大興産業／
醍醐桜／哲多すずらん食品加工／
長谷井商店／早瀬食品／半鐘屋／
本多食品事業／ほんぢ園／丸本酒造／
みゆきやフジモト／ミラクルフード／
山方永寿堂／山本製菓／レッドライスカンパニー

沖縄県 10-401
赤マルソウ／石川酒造場／上間菓子店／
オキコ／沖縄県セルプセンター／
沖縄県物産公社／沖縄北谷自然海塩／ 
沖縄特産販売／沖縄ハム総合食品／ 
沖縄ビエント／沖縄物産企業連合／
海邦商事／久米島の久米仙／健食沖縄／
島酒家／食のかけはしカンパニー／
たなか海産／ちゅらゆーな／でいごフーズ／
南西食品／南風堂／ぬちまーす／
ネクストステージ沖縄／南の風／
琉球うりずん物産／琉球黒糖／琉堂／
レンホウジャパン／ロイヤルエンターテイメント

沖縄県中小企業団体中央会 9-519
石垣の塩／川平ファーム／シュアナチュラル／
与那国水産加工

小野食品 9-504
小浜市 9-522

アップ・トゥ・ユウ／かどの／
田烏なれずし工房／若狭の恵 

香川県/かがわ産業支援財団 10-105
安岐水産／あっとん／飯田桃園／
池田漁業協同組合／井筒屋／エフディアイ／
柿茶本舗 生化学研究所／金江養鶏場／
吉太郎／木村水産／銀四郎麺業／
キンダイ製麺／さぬき市SA公社／
さぬき鳥本舗／さんわ農夢／島醸／島乃香／
小豆島手延素麺協同組合／
白井の実ファーム／瀬戸内オリーブ／
瀬戸内讃岐工房／千金丹ケアーズ／
創麺屋／高橋石油／宝食品／タケサン／
タケサンフーズ／筒井製菓／中野産業／
中野製菓／仁尾興産／ハイスキー食品工業／
パイプライン／藤井製麺／藤川果樹園／
丸島醤油／まんでがん／安田食品工業／
山清／山田家物流／レアスウィート 

鹿児島県 10-404
エール／エスランドル／大阪屋製菓／
オキス／鹿児島ラーメン／かねだい食品／
クルス／食楽彩酒〇我利多／清木場果樹園／
たるみず畑(竹之内組)／十津川農場／
中園久太郎商店／肉の寺師／日高水産加工／
福山黒酢／福山酢醸造／藤安醸造／
三笠えのき茸生産組合／山川食品／YSフーズ 

北川村ゆず王国 10-303
紀の川市商工会 10-304

田畑商店／千代むすび酒造／
鳥取廣信青果／中浦食品／西河商店／
日本海フーズ／はりまや／ヘイセイ

豊見城市商工会／忠孝酒造／おきなわ晴家 9-521
おきなわ晴家／忠孝酒造／豊見城市商工会

長崎県食料産業クラスター協議会 10-406
アグリ・コーポレーション／壱岐の蔵酒造／
印束商店／ウエハラ／魚住商店／
大石農園／小浜食糧／海産物のわたなべ／
喜代屋／桐谷商店／玄海酒造／こじま／
五島地域加工業務用産地育成協議会／
米粉屋／サンエスファーム／
サンフリード／七福農産／白雪食品／
新上五島町 五島手延うどん協同組合／
新上五島町 新上五島町観光物産協会地域商社事業部／
杉永蒲鉾／すし処慎一／大光食品／
大地のいのち／たなか物産／
チャイオーン／チョーコー醤油／
対馬いっぴん屋／津本料理店／
てんとうむし企画／
長崎漁港水産加工団地協同組合／
長崎県しいたけ振興対策協議会／
長崎県ブランド農産加工品「長崎四季畑」／
長崎地域雇用創造協議会／
長田食品／中本製麺／のうち製麺／
梅月堂／日野商店／冨喜／
藤井からすみ店／フルカワ／ふるせ／
法本胡麻豆腐店／
堀内商事(堀内フルーツファーム)／
マルイ水産商事／マルマス／みそ半／
みゆき蒲鉾本舗／霧氷酒造／
明治屋商店／ヤマコウ／ヤマジョウ／
大和製菓／菱塩

長野県／長野県中小企業振興センター／
 マルイチ産商 9-405

アスザックフーズ／安曇野ワイナリー／
アトリエ・ド・フロマージュ／
EH酒造／飯嶋農園／小川の庄／
小谷村／小布施町振興公社／
金元醸造／北川製菓／キノコ村／
キョウショク／黒姫和漢薬研究所／
小池手造り農産加工所／在来屋／
秀果園／信州ハム／太陽と大地／
千曲錦酒造／ちさと東／
デイリーフーズ／ティンカーベル／
外松／長野県農協直販／なかひら農場／
日穀製粉／日本冷凍食品／
マルイチ産商／マルシンフーズ／
丸善食品工業／まるたか／丸中中根園／
みすずコーポレーション／美勢商事／
南信州菓子工房／未来農業計画／
八ヶ岳農産／よしとも／渡辺製麺

にいがた産業創造機構 9-406
いち粒／入澤製麺／上野／上原製麺所／
ウオショク／内山藤三郎商店／
越後ファーム／越後福田屋／おかじま／
小国製麺／お茶の紫香園／かんずり／
吉惣／吉兆楽／清野屋／さくら製菓／
佐渡太平農園(アグリサイクルの会佐渡)／
三旺食品／三幸／自然芋そば／
セイヒョー／第一食品／たいまつ食品／
たかの／たべたがり／DHC酒造／
新潟ビール醸造／新潟森林農園／
にいがた雪室ブランド事業協同組合／
野上米穀／ホクショク／まえた／
マツイフーズ／松代そば善屋／丸榮製粉／
丸七食品／マルシン食品／マルヨネ／
港製菓／みなもと農園／峰村商店／
宮野食品工業所／宮村商店／宮村製麩所／
山古志農泊推進協議会／山崎醸造／
UMコーポレーション／ライフプロモート／
Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園／
和僑商店 古町糀製造所／わたや

紀ノ國フーズ／八旗農園
岐阜県 9-606

あさひ／アスナ／烏骨鶏本舗／老田屋／
おきなや／カネマタ食品工業／
桜井食品／白川町農業開発／中部食産／
天領食品／パネックス／飛騨山菜加工／
ファームタケアキ／ふるさと清見21／
古屋産業／牧成舎／丸福商店／
三輪酒造／麺の清水屋／若林煎餅／
渡辺酒造店

京都 京田辺中小企業売込み隊
 （京田辺市商工会） 9-608

今村芳翠園本舗／Hokuzan／
舞妓の茶本舗

京都府 宇治田原町商工会 9-526
上尾製菓／高田茶園 茶濃香／
播磨園製茶／丸伍製茶／矢野園

久保田製菓 9-517
熊本県／熊本県中小企業団体中央会／
 水俣・芦北地域雇用創造協議会／
 菊陽町海外展開支援事業推進協議会／
 長洲町地域雇用創造協議会 10-403

あしきた農業協同組合／
阿蘇農業協同組合／アドバンスコネクト／
アラ!たまきな菜都／E／
磯見海産／芋屋長兵衛商店／
宇城地域直販ネットワークの会／
O-ETSU食品工業／お菓子の彦一本舗／
御立岬／お茶の堀野園／貝島商店／
KASSE JAPAN／熊本宇城農業協同組合／
熊本県海水養殖漁業協同組合／
熊本県産牛肉消費拡大推進協議会／
熊本県椎茸農業協同組合／熊本玄米研究所／
熊本県酪農業協同組合連合会／
子守唄の里五木／
JA熊本経済連グループユーユーフーズ／
食彩たかみ／千興ファーム／
たまな五葉倶楽部／
俵山交流館萌の里／千代の園酒造／
長洲町地域雇用創造協議会／西田精麦／
農山畜産／橋本醤油／FARM Q／フジチク／
プレシード／道の駅上天草さんぱーる／
山内本店／山鹿市物産館連絡協議会／
山下果樹園／山都酒造／
山の都物産館連絡協議会／友榮水産

熊本県菊池市商工会 9-513
きよみずしぜんむら／KIYORAきくち／
斉藤製茶園／ついんスター

久留米商工会議所・メイドイン久留米展 9-518
石橋製菓／クルメキッコー／
湖月／ヘルシーアーモンド

桑名屋 9-509
高知県／高知県食品工業団地事業協同組合／
 高知県食品外販協同組合／四万十市／
 南国市商工会／旭食品／
 高知県地産外商公社 9-610

青木食品／青柳／あぐり窪川／赤穂化成／
あさの／旭食品/旭フレッシュ／
アミノエース／泉利昆布海産／LLPしまんと／
大豊町碁石茶協同組合／沖の島水産／
カフェ・デュ・グラス／加用物産／
菊水酒造／久保田食品／ケンシヨー食品／
高知県特産品販売／高知食糧／
高知食鶏加工／高南食品／坂田信夫商店／
さめうらフーズ／三栄ブロイラー販売／
四国健商／澁谷食品／四万十生産／城西館／
末広／全国農業協同組合連合会 高知県本部／
タナカショク／だるま味噌／デトワール／
土佐清水元気プロジェクト／土佐食／
土佐七郷会 就労支援事業所 ジョブなしろ／
土佐れいほく農業協同組合／豊由湖／ 
直七の里／なんこく空の駅推進協議会／
西島園芸団地／ニシモト たまごファミリー／
野村煎豆加工店／浜幸／ハマヤ／
浜吉ヤ／菱田ベーカリー／ビバ沢渡／
物産館サンリバー四万十／松崎冷菓工業／
満天の星／明神水産／森田鰹節／
八重丸水産／矢の久／ヤマサキ農場／
勇進／横山麺業／吉永鰹節店／
和 土佐しまんと本舗

五味商店「こだわり商品コーナー」 9-102
あきた六次会／味の一醸造／

アルコイリスカンパニー／
石巻うまいもの(丸平かつおぶし・山徳平塚水産・末永海産)／
稲庭古城堂／岩井の胡麻油／上野屋／
海の精／エスオーシー／越後一／
オオヤブデイリーファーム／小川産業／
小田原屋／オリッジ／風と光／鰹工房／
加戸米販／金市商店／かね七／上辻園／
カミヤタマゴ／川中醤油／グリンリーフ／
グローブサイエンス／げんき本舗／
黒怒/日東醸造／近藤造酢／坂元醸造／
下仁田納豆／ジャパン・ティー・トレーディング／
春月／白形傳四郎商店／水宗園本舗／
スターリングフーズ／すや亀／
スローコーヒー/スロー／
大洋産業(パパヤソース)／高橋ソース／
高畑精麦／タクセイ／丹波屋本舗／
ちきり清水商店／ちくま食品／
チモトコーヒー／銚子屋／鳥居食品／
トレテス／永野／なだ万／南西食堂／
ニューオークボ／人形町 今半／根岸物産／
白松／ハマトミ食品／BFK／日高食品工業／
北毛久呂保／北海道米菓フーズ／布袋食糧／
マルアイ食品／まるや八丁味噌／
三浦米太郎商店／三喜屋珈琲「関東営業所」／
Mr.カンカン／柳澤商店／山形屋商店／
ヤマシン醸造／山豊／山万加島屋商店／
横濱スコーンクラブ／和田萬商店

小諸商工会議所 9-603
蔵の粉屋 大西製粉／水口農園 

さが県産品流通デザイン公社/
 佐賀県商工会連合会 10-405

ありた／伊之助製麺／
伊万里グリーンファーム／Ever Food／
大串製菓店／香月さんちのいちご畑／
小島食品工業／三栄興産／
田島柑橘園&加工所／種商／唐房米穀／
友桝飲料／農家の厨 野々香／野中蒲鉾／
平川食品工業／松浦漬本舗／丸秀醤油／
まんてん／光武酒造場／宮島醤油／
宗政酒造／本村製菓／森光商店／
大和酒造／ローズテラス／和 糀

讃岐物産 9-532
シーシーエスコーヒー 9-510
G7ジャパンフードサービス 10-308
JR東日本グループ 9-305
島根県（しまねブランド推進課） 10-203

海士物産／あろえん／出雲生姜屋／
出雲国大社食品／大磯／岡田屋本店／
岡富商店／奥出雲仁多米／
奥出雲薔薇園／香り芽本舗／影山製油所／
河村食材／木次乳業／けんちゃん漬／
光明堂／コクヨー／さんれいフーズ／
JAしまね雲南地区本部／
JAしまね斐川地区本部／スナハラ／
大正屋醤油店／大惣／高砂醤油本店／
玉木製麺／桃翠園／はら屋／
ひかわ食品加工／藤若農産／
別所蒲鉾店／本田商店／松江皆美館／
森田醤油店／やさか共同農場／
安本産業／吉田ふるさと村

白石 10-302
白浜町商工会／日置川町商工会／
 すさみ町商工会 10-301

イブファーム／楠本農場／松竹堂／
虎屋漬物／港屋

信越明星 9-605
信州なかの 10-101

芋川糀店／小池えのき／サンエー／
信栄食品／神農業／Three／
ダイマツ／高見澤特産事業部／
中高冷菓／中野市農業協同組合／
ハーツ／ふくろや／丸世醸造場／
マルヨ／マルヰ醬油／YMK中野

新庄市6次産業化推進協議会 9-531
清泉社 9-514
世界農業遺産広域連携推進会議 9-502

荒畑園／大分県椎茸農業協同組合／
掛川市農業協同組合／
世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会／
世界農業遺産広域連携推進会議

全国商工会連合会 9-306
うまいもん 空海／お茶の高島園／

小野酒造／カネス製茶／かみこあに観光物産／ 
企業組合 がんね栗の里／近藤牧場／
菜夢来／将大／スカイラーク・アワノ／
スズコー／でいごフーズ／鳥末食品／
長崎五島うどん／やさい魂研究所／
薮崎園／山精水産／旅館 黒嶽荘／
Local is Global／六曜舎コーナーポケット

仙台市産業振興事業団 9-512
かね久／三陸オーシャン／
ハッピーオーシャン／日立家／
みやぎのあられ／WIDEFOOD

高畠町／高畠町商工会／
 高畠町食品工業協会 9-304

後藤屋／たかはた果樹園／
高畠納豆／たかはたファーム／
たかはたブランド認証事業所協議会／
ファイン

地域資源活用の会 10-309
アグリファーム壱岐／アライン／
EMASY WORKS／男鹿にがり米愛好会／
小田畜産／柏たなか農園／
祇園味幸／キヨタフーズ／
玖珠町大麦プロジェクト研究会／
香精／更征食品／幸田商店／
神戸ウェルネスサポート／
桑折町振興公社／蔵王ファクトリー／
セラーノ／創健社／大東食研／
丹治製菓／ツナギフーズ／
トロフィー佐藤／西村製麺／花かんざし／
フレッシュファクトリートミナガ／
本田屋本店／舞昆のこうはら／
前原製粉／松野町／丸正醸造／
丸米製菓／御稲ぷらいまる／
メルカートピッコロ／やきとり二番／
山城物産／山の湯宿はまやらわ／
企業組合遊子川ザ・リコピンズ／
ゆめ企画 須藤健太郎商店／ヨネダ／
リレーションズ／ロート製薬／若竹園

地域商社とっとり 9-529
千葉県 9-302

青柳食品／旭食肉協同組合／
うまだれカンパニー／恋する豚研究所／
シェフミートチグサ／新倉／
全国農業協同組合連合会千葉県本部／
東薫酒造／鍋店／ハクダイ食品／
伯東商事／はせべ／富士正食品／
古谷乳業／守屋／松貴商事

敦賀商工会議所 9-511
ウタ／小堀菓舗／銘菓処 笑福堂／
安兵衛食品

つるや（武芸川特産品開発企業組合） 10-306
東京商工会議所 9-301

浅草むぎとろ／イナサワ商店／
オールウェイズ／勝木食品工業／
川人／金吾堂製菓／食品企画／
水牛食品／世田谷 羽根木餃子／
東京ファインフーズ／ナイル商会／
乳糖製菓／マザー食品／守半總本舗／
リバティーン／Wa Rising／waravi

東京都 9-602
遠忠食品／食品企画／保谷納豆

東京農業大学 オホーツク実学センター 9-503
東洋園芸食品 9-536
徳島県 10-202

アグリベスト／
阿南農業協同組合 海川加工場／
阿波町農業協同組合／市岡製菓／
エイブルフーズ／岡本製麺／
かねこみそ／きとうむら／
木頭ゆずクラスター協議会／
コウノトリ定着推進連絡協議会／
徳島魚市場／徳島県漁業協同組合連合会／
徳島県香酸かんきつ加工流通対策協議会／
徳島産業／なかのファーム／西岡産業／
西地食品／農家ソムリエーず／
ヒロ・コーポレーション／ふじや／
マリン大王／丸浅苑／マルハ物産／
丸本／八千代／ヤマク食品／
柚冬庵／四電工 アグリファーム

鳥取県／鳥取県産業振興機構 10-310
オクト／越河／米吾／ゼンヤクノー／
大山乳業農業協同組合／大山ハム／
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萩・阿西商工会 9-530
兵庫県 10-102

足立醸造／淡路島たまねぎ今井ファーム／
印南養鶏農業協同組合／小田垣商店／
オリバーソース／北坂たまご／
キャセリンハウス／K.ファーム／伍魚福／
こやま園／嶋本食品／善太／大徳醤油／
多田フィロソフィ／寺尾製粉所／
ナチュラリズム／鳴門千鳥本舗／
日本海フーズ／浜田屋本店／
播磨海洋牧場／マルカン酢／マルト水産／
みのり農業協同組合(北播磨特産鶏推進協議会)／
ムッシュ／明和／モチクリームジャパン／
森水産／六甲味噌製造所

兵庫県姫路市・宮城県石巻市 10-307
海遊／坊勢漁業協同組合／丸多喜水産 

ヒロシマ・デパートメント
 [ひろしま産業振興機構／尾道商工会議所] 9-601

イトク食品／上万糧食製粉所／
オクヒロ食品／オクモト／織田製菓／
カスターニャ／カネソ22／クニヒロ／
JVC／島ごころ／ジンジャーダイヤモンド／
SMALL BAKE SHOP／珍味処なかむら／
ハレノヒヨリ／宝積飲料/アシードブリュー／
マチモト／みやもときくらげ農園／
山石／ヤマトフーズ／山根食品／
ユーメン醤油／A&C わたやごちそうデリカ

びわこビジターズビューロー 9-507
太田酒造／菓匠 禄兵衛／
元祖堅ボーロ本舗／木村水産
滋賀酒造／西友商店

フードバレーとちぎ推進協議会 9-403
岩上商店／ウィンウィン／遠藤食品／
おばねや／こいしや食品／シトロン／
白相酒造／静風／ダイエー／月星食品／
中島園／西堀酒造／日光食品／日昇堂／
日東産業／フジナチュラルフーズ／
フタバ食品／マルトモ食品／
野州たかむら／横倉本店／若山商店

フードプラン 9-534
福井県／ふくい産業支援センター 9-607

アジチファーム 越麺屋／新珠製菓／
永平寺町農業協同組合／越前塩／
越前夢工房／
エムトリップコーポレーション／
大入号／大津屋／杉休／昇竜／
武生製麺／田村長／
福井県アンテナショップ／
福井市農業協同組合／福田商店／
横井チョコレート

福梅 9-525
福岡県商工会連合会／
 福岡県商工会議所連合会 10-201

アズアイム／石橋屋／ウインドファーム／
Usagi Group／オアシス珈琲／
お茶の千代乃園／小野食品／キイチロウ／
九州酢造／健翔／穀菜ワーカーズ／
志岐蒲鉾本店／高橋商店／筑豊製菓／
トリゼンフーズ／中山吉祥園／
西福製茶／八洋食品／春らんまん／和光

福島県 9-303
会津畜産／アグリ物産／旭屋／
ABE Fruit／五十嵐製麺／榮川酒造／
大野農園／奥の松酒造／
小名浜美食ホテル(アクアマリンパークウェアハウス)／
おのづか食品／加茂農産／河京／
貴千／喜多方らーめん本舗／
木村ミルクプラント／グリーンフーズよしだ／
ケーフーズ生田目／郡山銘菓庵 大黒屋／
桜乳業／笹の川酒造／自然栽培の薄井農園／
第一食品／大七酒造／伊達物産／
豊國酒造／奈良屋／西野屋食品／
ハタケカイギ／伴助／
福島県漁業協同組合連合会／ほまれ酒造／
米夢の郷／マツバヤ／まめや／まるい／
八島食品／山内果樹園／大和川酒造店／
夕月／ワタスイ

ふじのくに静岡夢街道
 [静岡銀行/静岡県産業振興財団/静岡県] 9-206

朝霧乳業／石田缶詰／伊豆フェルメンテ／
遠藤製餡／大井川茶園／大坪水産／
カクサ／かつまた／カネジョウ／

カネシンJKS／かねはち／カネ松製茶／
カミナリヤ／カメヤ食品／ガリバーフーズ／
久米吉／栗原商店／五味八珍／三角屋水産／
しいの食品／シーラック／白形傳四郎商店／
新日邦808FACTORY／新丸正／
駿河湾深層水利用者協議会構成企業／
DAICHI／高柳製茶／滝野川自動車 観音温泉／
田中商店／玉澤 まんさく工房／田丸屋本店／
タムラ食品／月と蛍／東平商会／魚魚一／
西野商店／西林商店／ニチフリ食品／
葉桐／花の舞酒造／浜松魚類／平岡商店／
本山製茶／丸晶／丸善製茶／
ミカコーポレーション／焼津市管内企業／
ヤマト食品／山本食品

北海道コーナー1（北海道商工会議所連合会／
 北海道ブランド販路開拓・拡大実行委員会） 9-101

AEI INTER WORLD／旭川駅立売商会／
味の海豊／網走ビール／
阿部養鶏場(下川町)／池田食品／
石崎食品販売(北海道宗谷振興局)／
岩田醸造／江戸屋／蝦名漁業部／
おおともチーズ工房／おが和／
小樽水産加工業協同組合／小樽海洋水産／
小樽かね丁鍛治／オタル製菓／小樽飯櫃／
小原／オルソン／兼正 阿部製麺／ 
かねむら村上商店／兼由／
キタウロコ 荒木商店／北見鈴木製菓／
北見ハッカ通商／キョクトー／
近海食品／グリーンズ北見／
オホーツク地域振興機構／香遊生活／
コニサーオイル／小松食品／小山製麩所／
坂口製粉所／さくら食品／
札幌グルメフーズ／札幌第一製菓／
札幌バルナバフーズ／
サツラク農業協同組合／三葉製菓／
四季舎／重原商店／渋谷醸造／ 
昭和製菓／新札幌乳業／ 
新しのつフーズ(新篠津村商工会)／しんや／
末廣軒／スノークリスタル北海道／ソラチ／
大金／大雪地ビール 滝川クラフトビール工房／
大ト飯坂冨士商店／大丸水産／大望／
タカハシ食品／竹田食品／タケダ製菓／
タンゼンテクニカルプロダクト／
中央水産(北海道宗谷振興局)／
TSOスタッフ／ディームファクトリー／
出塚水産／天狗堂宝船／テンフードサービス／
ドースイ／とかち製菓／ドリームヒル／
トンデンファーム／長沼あいす／中ノ目製菓／
永見／中村食品産業／肉の山本／ニコー食品／
ニチロ畜産／野島製菓／函館米穀／箱根牧場／
はすかっぷサービス／早川コーヒー／
ピー・アンド・ピー／福居製餡所／FUJI／
藤井水産／ふたみ青果／ベイクド・アルル／
ベリーファーム／ベル食品／北辰フーズ／
北海食品／北海道製菓／北海道錦豊琳／
北海道日の出食品／北海道ワイン／
北海大和／誉食品／本別町／ほんま／
町村農場／松原米穀／丸イ佐藤海産／
マルナカ／マルナカ 松屋商事／
丸本 本間食品／丸本本間水産／
丸豆岡田製麺／見方／みれい菓／
本野雄次郎商店／山栄食品工業／
山小小林食品／山下食品／山本忠信商店／
吉田食品／米谷産業／ロマンス製菓／
わかさや本舗

北海道コーナー2（北海道商工会議所連合会／
 北海道ブランド販路開拓・拡大実行委員会） 9-202

アイチフーズ／清里焼酎醸造所／
札幌商工会議所／静岡園／
スイーツセルクル／天然生活／
フードクリエイトジャパン／北彩庵／
ホクレン農業協同組合連合会／
北海道アンソロポロジー／北海道フード工房／
マルデン／室蘭うずら園／もりもと／
留萌・麦チェンの会(北海道留萌振興局)／
わらく堂

北海道サラダパプリカ 9-506
北海道食品機能性表示制度（ヘルシーDo）／
 北海道 9-203

井原水産／カドウフーズ／菊田食品／
五島軒／大志食品企画／ノースカラーズ／
北海道きのこ生産総合研究所／北海道乳業／

北海道バイオインダストリー／リナイス
三重県 9-501

伊賀越／うれし野ラボ／風の島フーズ／
糀屋／小杉食品／サンジルシ醸造／ 
JAみえきた／大洋／珍海堂／
日印食品開発／牧野商店／マツキクフーズ／
丸愛／みえ尾鷲海洋深層水利用協議会／山藤

みなかみ町商工会 9-505
育風堂精肉店／角弥／みなかみ農村公園公社

MIHORI 9-528
宮城県 9-205

阿部善商店／石川食品／石渡商店／
カネキ吉田商店／カネシン／カネマ／
川口納豆／木の屋石巻水産／GRA／
シーフーズあかま／白石興産／水月堂物産／
鮮冷／髙政／デリシャスファーム／田伝むし／
八葉水産／東日本フーズ／フクベイフーズ／
富士國物産／古川ミート／マルトヨ食品／
丸光製麺／丸実屋／マルヤ水産／山形屋商店／
山田乳業／ヤマトミ／横田屋本店／渡辺海苔店

宮崎県/宮崎県物産貿易振興センター 10-402
明石酒造／イート／雲海酒造／英楽／
大山食品／オンザマーク／香川ランチ／
神楽酒造／かぐらの里／上沖産業／
かわさき屋／新緑園／そら彩／
高千穂ムラたび／タケモリ／
つの水産加工品開発協議会／
デイリーマーム／中村食肉／
ばあちゃん本舗／白水舎乳業／響／
日向屋／鰻楽／水永水産／道本食品／
宮崎県漁業協同組合連合会／
宮崎県農協果汁／宮崎茶房／
宮崎のさかなビジネス拡大協議会／
宮特椎茸／MOMIKI／ヤマエ食品工業

山口県/やまぐち産業振興財団 10-205
秋川牧園／アラドモ／池本食品／
井上商店／宇部蒲鉾／エムテックス／
おさかなフーズ／金光酒造／鹿野ファーム／
カン喜／きらく／クレアツーワン／
珈琲豆専門店コーヒーシティ／
さんまいん／シマヤ／神協産業／新谷酒造／
スタンド製麺／仙崎海産／大和食品／
地域商社やまぐち／長州ながと水産／
徳山ふくセンター／ながと物産／
農水フーヅ／林商店／原田食品／
ビーインミュージアム/ふく料理 旬楽館／
企業組合廣田養蜂場／
深川養鶏農業協同組合／ふじ珈琲／
椹野川漁業協同組合／フジミツ／
ほんぽ／Maazel Corporation／前田海産／
マル幸商事／みかわ／三井ヘルプ／
ミニヨン手作り工房カワムラ／山賀／
ヤマカ醤油／山口地ビール／山城屋酒造／
柚子屋本店／吉野水産

やまなしブース（甲府商工会議所） 9-404
青木農園／アサヤ食品／味研／海老屋／
柿百匁(ROOTS)／佐藤農園／
サラダボウル／サン.フーズ／旬果市場／
勝栄／清泉寮／テンヨ武田/武田食品／
中島鶏卵市場／早川製菓／
プロヴィンチア(葡萄屋kofu)／
湊與／ミレックスジャパン／
山梨県酒造組合/山梨県酒造協同組合／
ヨネヤマ／La Mente／ルミエール／
六曜舎(コーナーポケット)／ワタショク

わかやま紀州館（和歌山県） 10-104
伊藤農園／いなみの里梅園／岩本食品／
河本食品／紀州ファーム／
北山村じゃばら村センター／
紀北川上農業協同組合／熊野の里／
九重雜賀／小竹農園／
ごま豆腐の大覚総本舗／小南農園／
酒のかまくら／
JA紀南(紀州田辺うめ振興協議会)／
世界一統／早和果樹園／ダイナミック食品／
竹内農園／樽の味／天照／中田鶏肉店／
中田食品／中野BC／ナギサビール／
福亀堂／不動農園／ほりぐち農園／
丸惣／マルヤマ食品／やまだ
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生鮮
アイステーション● 3-302
旭物産● 3-303
飛鳥フーズ 3-204
アマタケ 3-502
アメリカ家禽鶏卵輸出協会 2-501
アメリカ大使館 農産物貿易事務所 2-520
ALTEX ASIA 3-405
アルファー● 3-210
井辻食産 3-604
伊藤ハム 3-202
インターノブ 3-506
インパック 3-406
Windset Farms 2-509
魚常商店 3-103
エスフーズ 3-504
NKアグリ 3-219
オージービーフ・ラムパビリオン 2-602

Arcadian Organic & Natural Meat／
MLA豪州食肉家畜生産者事業団／
Australian Lamb Company／
KC Natural／Junee Lamb／Stockyard／
Teys Australia／Bindaree Beef Group／
Providore Global／Haywill Holdings

大多喜ハーブガーデン● 3-220
おゝみや● 3-607
小野食品機械 3-108
海洋管理協議会(MSC) 3-102
かね徳 3-207
兼弥産業 3-218
カラーリングファーム● 3-211
カリフォルニアオリーブ協会 2-519
カリフォルニアミルク協会 2-503
Guittard Chocolate Company 2-506
源清田商事 3-305
国産ジビエ流通規格検討協議会/
 日本ジビエ振興協会● 3-203
国分グループ本社 生鮮ゾーン 3-201
コスモ食品 3-209
こだま食品 3-113
サスナデリコム 3-212
サンキスト・グロワーズ 2-502
三協商事 3-106
JA全農ミートフーズ／全農チキンフーズ／
 JA高崎ハム／吉田ハム 3-401
瑞逢社 3-507
SuKarne/スカルネ・ジャパン 2-403
スターゼン/プライフーズ 3-501
スマイル 食品部 青果課 3-214
住商フーズ 2-510
全国地養卵協会／全国地養鳥協会／
 全国地養豚協会／技研食品／貞光食糧工業 3-505
田嶋畜産● 3-606
中華高橋水産● 3-104
ドクターベジタブルジャパン 3-111
Niagara Bottling 2-505
ニチレイフレッシュ● 3-603
日本ハム 3-402
North Bay Produce 2-508
ハーベスト浜松 3-215
ハウス食品グループ本社／植物育種研究所 3-217
萩原チキンセンター 3-205
バスコフーズ 2-504
葉っぱや 3-112
ビセラル／下山畜産 3-601
平田牧場 3-301
ファーマインド 2-601
ファーマインドトレードサービス 3-107

フリーデン 3-403
プリマハム 3-503
米国食肉輸出連合会(USMEF) 2-402

N.B.P.JAPAN（ナショナルビーフ）／TREX
米国中西部・北東部食品輸出協会 2-507

Color Brands／Cibo Vita／
Herr Foods／BCS International

BELGIAN MEAT OFFICE 2-404
Westvlees(BPG)／Exportslachthuis De Coster／
Covameat(BPG)／Comeco(BPG)／
Debra-Meat／Belgian Pork Group(BPG)／
Lavameat(BPG)／Lovenfosse(BPG)

前田海産 3-208
松山ハーブ農園 3-213
マルコメ 生鮮ゾーン 3-206
丸水札幌中央水産 3-101
ミスズライフ 3-216
三ヶ日町農業協同組合 3-114
三菱食品 3-409
名果商事 3-109
山城農産● 3-404
ヤマモト 3-605
雪国まいたけ 3-306
隆祥房 3-602
リョーカ 3-110
ロイヤルグリーンランドジャパン 3-105
わかば農園 3-304

加工食品
アイ・ジー・エム 5-605
アイリスフーズ 5-603
赤穂化成 7-419
あさの 7-515
朝日 5-506
朝日商事 6-303
麻布タカノ 6-101
味源 7-421
アスク 5-204
あづま食品 5-308
あぶくま食品 4-614
あぶらや● 5-604
ARISU PRODUCTS(THAILAND) 6-207
ANSEONG CITY 8-117

Anseong Ginseng Agricultural Cooperative／
Anseong fruit tree Agricultural Cooperative／
J-food service／Hyundai F&B

池島フーズ 7-404
イシカワ 7-508
イタリアンフーズ
 「こだわりの輸入食品コーナー」 6-403

ISフーズ／アイランドフーズ／
アクアメール／アサヒグラント／
アリサン／アルテヴィータ／
アンビカトレーディング／石光商事／
ヴィボン／ウイングエース／
M・アヴァンス／ガスコ／グリーンベイ／
コクテール堂／こと京都／シタァール／
シャインオリエンタルトレーディング／
セイショウ トレーディング インコーポレーション／
地中海フーズ／テルヴィス／
東京セントラルトレーディング／
ドーバーフィールドファーイースト／
日欧商事／日仏貿易／
日興インターナショナル／野澤組／
光が丘興産／ファーム・サメシマ／
フィデア／フジフードサービス／
プリマヴェーダ／フロンティア物産／
MADインターナショナル／ミトク／
モンテ物産／山本商店／耀盛號／

東陽製菓 2-210
徳永製菓● 2-205
巴商事 2-215
TROPICAL FRUITS FUSION 1-609
なとり 1-605
二木 2-309
ふじや／法善寺あられ 1-603
ブルボン 2-102
MAE-RUAY SNACK FOOD FACTORY 2-312
magnet● 2-105
正氣屋製菓／安井 2-313
マルエス 2-310
まるか食品 2-109
丸成商事 2-107
光武製菓 1-608
モントワール／丸紅 1-602
やおきん 2-201
ルーツ貿易 2-311
若翔 2-206
若松屋● 2-204
私の台所 2-108

飲料・酒類
アサヒ飲料 1-545
アサヒビール 1-445
浅間高原麦酒 1-624
味香り戦略研究所 2-318
伊藤園／チチヤス 2-214
海東ブラザース 2-315
カサ・ピノ・ジャパン 2-220
軽井沢ブルワリー 1-626
菊之露酒造● 2-222
黄桜 2-221
木下インターナショナル／
 ドクター・ディムース 1-614
巨林フーズ＆リカー 1-623
小西酒造 2-319
サーフビバレッジ 2-219
沢の鶴 2-317
J.GARCIA CARRION 2-113
スマイル 酒類事業本部 2-119
スリーボンド貿易● 2-217
全国地ビール醸造者協議会（JBA） 1-621
THAI COCONUT PUBLIC 2-121
宝酒造 2-223
DGB 2-117
てづくりNIPPON 1-145

網走ビール／指宿酒造／
宇奈月ビール／越後鶴亀／大口酒造／
男山／軽井沢ブルワリー／寒菊銘醸／
橘倉酒造／コエドブルワリー／
国分酒造／小鹿酒造／越の華酒造／
醉心山根本店／世嬉の一酒造／
大海酒造／大洋酒造／高千穂酒造／
鷹正宗／玉乃光酒造／月の輪酒造店／
DHC／長島研醸／西酒造／日本盛／
Far Yeast Brewing／福光屋／
富士桜高原麦酒／舞姫／町田酒造／
マルカツ興産／山元酒造／萬屋醸造店／
酪農王国／若潮酒造

徳岡／南アルプスワインアンドビバレッジ 2-122
都光酒販 2-218
日本酒類販売 2-123
ネットロック 1-619
パナバック 1-620
HARUNA 2-314
BMO 2-120
VINICOLA DE CASTILLA 2-112
福岡県酒造組合 2-224
福島路ビール 1-625
Pulpoloco Sangria 1-618

吉野製麺／リトル・ベリーズ／
ル・コルドン・ブルー・ジャパン／
ワルツ(ディルマ紅茶)

伊藤食品 7-403
伊藤忠食品 6-401
イマイ 6-108
イマイ／GOYA 6-106
今岡製菓 8-124
INSIGHT AGENCY
 (SARO ORGANIC LOTUS TEA) 6-205
内堀醸造 7-521
ウリスル・ジャパン 8-126
エスエスケイフーズ 7-307
エスエルジャパン 7-309
N.B.VALUE LINK 6-110
エバラ食品工業 7-520
EVERYTHING CAN DO 6-208
エム・シーシー食品 7-408
EL POZO／FIAB 8-129
O.V.INTERNATIONAL 6-111
大潟村あきたこまち生産者協会
 加工食品ゾーン 7-402
扇屋食品 8-128
オーバーシーズ 6-304
大森屋● 7-512
オカベ 7-505
オタフクソース 7-301
片岡物産● 7-305
加藤美蜂園本舗 7-518
カナダ大使館 8-202
兼松 5-501
KANOKWAN FOOD PRODUCTS 6-109
カバヤ食品／オハヨー乳業 5-311
カラミノフーズ 5-304
川商フーズ 8-207
川原食品 8-109
韓国農水産食品流通公社 8-217

いちりき／Ｍ＆Ｎ corporation／LS商事／
オリオン／オンガネジャパン／
韓国人蔘公社ジャパン／
韓国農協インターナショナル／
シャイン·オリエンタル·トレーディング／
東遠ジャパン／BSJ／
ヘテパシフィック／母心ジャパン 

キーコーヒー 7-201
キティー 7-414
久順銘茶 8-208
協同乳業 7-306
KILANG MAKANAN MAMEE 8-111
九鬼産業 7-415
国太楼 7-304
久原醤油 8-131
Krajowy O rodek Wsparcia Rolnictwa
 (National Support Centre for Agriculture) 8-211

ADVISORY／Efarm Maciej Rosner／
EKO-GIELDA／Grupa Owoce Natury／ 
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ／
"BAMAX" Barbara Danek／
PPH Ewa-bis／MULTI TRADE AGENCY／
LACTIMA 

グラナ・パダーノチーズ保護協会＆
 パルマハム協会● 5-307
Greenday Japan
 (インターナショナルトレーディング) 6-213
Geum Don 8-123
ケー・アイ・エス● 7-313
K-MILK PRODUCTS 6-204
ケベック州政府在日事務所 8-204

Escuminac／Olimega／Groupe 29 Février／ 
Bleu Sauvage／Maple 3／La Surette／
Les Subversifs microdistillerie

光商 7-502
幸福米穀● 7-501
伍魚福 4-612
国分グループ本社 7-102
九重味淋 7-511
COSTA D'ORO(コスタドーロ) 8-210
小林つくだ煮 5-310

昆布森 8-116
酒田米菓 5-505
真田 7-510
サンクゼール 8-120
SUNSHINE INTERNATIONAL 8-113
三州三河みりん角谷文治郎商店 7-413
三友フーズ 6-201
三洋通商 8-209
シェリーズ 5-607
敷島製パン 6-301
シマナカ 5-201
ジャポニックス 7-417
昭和 5-608
昭和産業／昭和産業グループ 7-311
信栄食品 5-302
真誠 8-108
すが野 4-616
鈴廣かまぼこ 4-613
スパイスハウス● 5-105
スペイン飲食業連合会 8-101

ACEITES YBARRA／UNEARTHED／
ANGEL CAMACHO／
ESTEBAN ESPUÑA／EMBUTIDOS GOIKOA／
GRUPO GIL COMES／GRUPO DULCESOL／
RAFAEL SALGADO

スマイル 食品部 水産・加工食品課 5-305
セイウ 5-106
成城石井 5-601
SECPOL 8-220
瀬戸内レモン農園（ヤマトフーズ） 7-410
壮関 4-617
大東製糖 7-516
DIAMOND FOOD PRODUCT 6-209
THAI UNION MANUFACTURING 6-210
竹本油脂 7-517
旅食 5-207
タブラディジョ 8-205
CHANG AWARDS(1959) 6-206
チャンス 8-112
Decoria Confectionery 8-127
DE SMIT FOOD INTERNATIONAL 6-214
テラ・アソシエーション／松田食品工業／
 富士商会 6-103
DELICE 8-119
ドウシシャ 6-202
東洋水産 7-101
東和食彩● 7-406
徳島産業 7-411
トモヱ乳業 4-615
nakato● 6-305
生パスタ工房 5-206
波里 7-401
奈良県漢方のメッカ推進協議会● 5-502

ALHAMBRA／TABEL／
奈良のうまいもの会／
ポニーの里ファーム 

ニコニコのり 7-303
日仏商事● 5-508
日仏貿易 6-203
日西商業会議所 8-201

EL POZO／OLEOCAMPO／
COOPAMAN／MONTENEVADO

日本アクセス 8-301
日本珈琲貿易／DIMES 8-130
日本製粉 5-401
日本特産農産物協会 8-107
日本緑茶センター 5-510
ノルレェイク・インターナショナル 6-102
伯方塩業 7-513
白亜ダイシン 8-114
BADASORI 8-125
浜乙女 7-405
ピエトロ 5-202
ヒガシマル 7-503
ひかり味噌 7-420
ファイン 7-504
FuFann Enterprise 8-218
福山黒酢 7-416

不二食品 7-507
藤田珈琲● 8-110
富士貿易 6-302
フラット・クラフト 7-412
FLOWER FOOD 6-212
BRIDOR DE FRANCE 6-105
ブルドックソース● 7-310
米国ポテト協会 6-107
Balls You Can Eat 8-219
マエダ／岡本製麺／かねこみそ 5-602
マスコットフーズ 7-418
増永食品 8-118
マック食品 5-312
マルカイフーズ● 8-122
マルコメ 加工食品ゾーン 7-308
マルサンアイ 5-205
マルハニチロ 5-303
マルマン 7-509
マルレ 6-104
三島食品 7-407
美多加堂／三王商会 7-302
三井食品 6-402
宮崎農産 5-309
むらせ 7-314
メモス● 5-203
八基通商● 7-409
ヤマダイ 7-514
山本食品工業 5-306
YANWALYUN CORPORATION GROUP 6-215
ユウキ食品 7-519
UCC上島珈琲 4-601
ヨシムラ・フード・ホールディングス● 5-609
ライスアイランド 5-503
RIVER KWAI INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY
  6-211
リブインコンフォート● 7-506
レヴクリエイト 5-606

ケアフーズ
黒部名水● 5-404
健康フーズ● 5-406
国分グループ本社 ケアフーズゾーン 5-301
チュチュル 5-408
TOFUSAN 5-509
菱和園 5-407
BLUE OCEAN FOOD AND DRINKS 5-507
ムソー 5-405
森川健康堂● 5-504
山田養蜂場本社 5-403
養命酒製造 5-402

菓子・スイーツ
ASIA EUROPE TRADE 2-306
アッシュ・フードエンターテイメント● 2-213
阿部幸製菓 2-211
エイワ 2-307
エス・エス・ビー 2-207
エヌエス 2-101
大橋珍味堂 1-606
大麦工房ロア 2-202
オリヒロ 2-305
菓楽／寿美屋● 2-304
かしわ堂 2-212
カネタ・ツーワン 2-103
キタノ商事● 2-104
ギンビス 1-601
久慈食品 2-308
グリコグループ（江崎グリコ／アイクレオ） 2-302
群商 2-110
小林商事 1-604
コンフェックス 2-301
サンラヴィアン● 2-203
シーエフシージャパン 2-106
Julie’s Manufacturing 2-208
ジュントレーディング 2-209
正栄食品工業／筑波乳業 1-611
世起 1-607
髙山 2-401
龍屋物産 1-610
デルタインターナショナル 2-303
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豊幸園● 2-216
フードライナー 2-118
BODEGAS Y VIÑEDOS EL SOLEADO 2-116
BODEGAS VIDAL DEL SAZ 2-111
BODEGAS LATÚE 2-114
BODEGA SOLEDAD 2-115
まるき葡萄酒 1-616
三国ワイン● 1-612
大和葡萄酒 1-613
ユーラシア・トレーディング 1-622
ライフドリンクカンパニー 2-316
ワインエナジー● 1-617

日用品・雑貨
ニッケン文具 2-516

情報・サービス
アイディーエイ 2-608
International Taste & Quality Institute (iTQi)
 2-515
大西衣料 2-517
共同印刷 2-406
クラウン・パッケージ 2-405
コスモネクスト 2-612
商業界 2-609
食料新聞社 2-611
スマイルテレビ● 2-605
セブンネット 2-408
ダイヤモンド・リテイルメディア 2-604
棚橋工業 2-607
チェッカーサポート 2-407
トランスメディアGP● 2-513
日刊経済通信社 2-606
ネクスウェイ 2-514
富士通 3-116
ベルーフ 2-613
水上印刷● 2-511
リブネット 3-115
流通科学大学 2-610
流通情報ラベル社 2-512

店舗設備・資材
I JANG INDUSTRIAL 6-112
アイリスオーヤマ 5-212
アクアリンク 5-314
イーシームズ／遠藤照明 5-411

イシダ 5-412
ウィンターハルター・ジャパン 5-610
ウォーターポイント 5-107
岡村製作所 4-419
岡村電産 3-610
小野商事● 5-409
折兼／パックスタイル 4-203
片岡製作所 5-112
河淳 2-518
カンテック 4-618
くうかん 8-221
サイバーリンクス 5-110
サトー 8-222
サニア工業 5-108
三愛化成商事／西武産業● 8-302
サンクリエーション 5-114
サンデン・リテールシステム 6-216
GSK 5-113
ジェプラ／協同組合ジェプラ 8-307
GeoVision● 5-210
ジョイパレット● 8-304
シロキコーポレーション● 3-609
精工 3-510
第一包装機製作所● 5-208
ダイキン工業 8-303
太幸 5-514
寺岡精工 8-402
店研創意 8-306
東京食品機械 4-202
東芝テック 6-405
東芝ライテック 6-113
トーダイ 5-209
トマトランド 3-508
中村産業 5-316
ナンバ 3-509
ニチワ電機 3-407
日研工業● 5-515
日産スチール工業 5-116
日本スタンダード 5-109
パナソニック／
 パナソニック産機システムズ 7-312
ビッグホワイ● 5-313
ピットデザイン● 8-305

福島工業 6-404
福助工業 3-408
富士電機 7-103
フジマック 4-620
プリンス電機 4-308
ブルーマチックジャパン 5-111
古川製作所／ハイパック／シンワ機械 3-611
プログレスデザイン／
 パーソナルコンタクト／
 セラミカ・クレオパトラ・ジャパン／
 川島織物セルコン／ナッパー 3-307
マッハ機器／ラックランド 8-308
マルタカ 5-410
ミツイワ 5-315
三菱電機 5-117
宮岡 3-608
ヤマト 4-619
ヤマニパッケージ● 5-211
ヨコタ東北 4-418
レイテック 8-309
レンゴー● 3-308
ワタナベフーマック 5-115
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日本の伝統・伝承を重んじた地域や質にこだわった作り手の“技”や
“想い“を地域の食生活や食文化、そして歴史を絡め提案します。
今回は“酒”をテーマに日本品質＝Japan Qualityを追求した全国の
酒蔵（クラフトビール・日本酒・焼酎）をセレクトします。

出展者一覧
クラフトビール

クラフト
ビール

網走ビール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
宇奈月ビール・・・・・・・・・・・・・・・・⑥
軽井沢ブルワリー・・・・・・・・⑦
寒菊銘醸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②
コエドブルワリー・・・・・・・・・・④
世嬉の一酒造・・・・・・・・・・・・・・・・⑩
DHC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤
Far Yeast Brewing・・③
富士桜高原麦酒・・・・・・・・・・・⑨
マルカツ興産・・・・・・・・・・・・・・・・⑪

酪農王国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑧

越後鶴亀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑯
男山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉑
橘倉酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉒
越の華酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑮
醉心山根本店・・・・・・・・・・・・・・・・⑱
大洋酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑭
鷹正宗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
玉乃光酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑫

月の輪酒造店・・・・・・・・・・・・・・・・⑲
日本盛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑰
福光屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑬
舞姫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉓
萬屋醸造店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑳

西酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉔

指宿酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉘

大口酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉛
国分酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉚
小鹿酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉙
大海酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉗
高千穂酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
長島研醸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉖
町田酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
山元酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㉕
若潮酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

甘酒

焼酎

少子高齢化・人口減・人手不足等、社会環境の変化に対し、活気あふれる人づくり、街づくりのサポートに欠かせないスーパーマーケットの
未来を小売業で構成される推進協議委員とスポンサー企業が協議し、そこで生まれたアイデアや可能性をSMTS主催者企画で発表します。

テクノロジーの進化による、消費者の購買行動の変化に対応した近未来のスーパーマーケットを、青果売場の提案という形で紹介します。

体験型の「売場提案コーナー」や、2017年度の推進協議会レポート、スポンサー企業のソリューションを展示します。
ブース内では「FSN2018ガイドブック」も無料提供します。

Future Store "NOW"は、近未来のスーパーマーケットを生活者および小売業の目線で
中長期的かつ継続的に研究し、展示会やウェブを通じて情報提供するプロジェクトです。

人に近づき、寄り添う

「こだわり」の選択を、「五感」で受け取る

おいしいを納得する青果売場

こだわり=情報（理性） 五感=体感（感性）
視覚　聴覚　触覚
味覚　嗅覚

生産者のこだわり　販売者のこだわり
消費者のこだわり

関係動向をふまえた近未来の展開予測から店舗イメージを考案
し、パネル展示で紹介します。

スポンサー企業のFSN関連ソリューションを紹介します。
〈参加企業名〉 インテージ／寺岡精工
　　　　　　ライジングエージェント／リコージャパン

事務局より[ライフスタイル／テクノロジー／シナリオ]の視点で
提案しているFSN関係動向報告を軸に、2017年のニュース
トピックス10をピックアップして紹介します。

豊かな食生活を支える地域のライフライン

「Future Store “NOW”」では推進協議会を通じて近未来のスーパーマーケットの在り方をともに
考えるスポンサー企業を募集します。

※FSN=Future Store “NOW“の略

2018年度協賛企業
4月より募集開始

協議会のディスカッション
内容や専門分野から講師
を招聘した特別講演、スポ
ンサー企業によるプレゼン
テーションなど活動内容を
パネル展示で紹介します。

●2017年度FSN推進協議会活動レポート

推進協議委員企業とスポンサー企業で行ったテストマーケティ
ングの実施内容を、パネル展示でご紹介します。

●テストマーケティング報告

●店舗展開イメージ

●スポンサー企業のソリューション紹介

●2017年ニュースピックアップ10

●売場提案コーナー　協力：農業総合研究所、丸和運輸機関

日本酒

日本酒

ブースレイアウト
HALL1

セミナーステージ

①網走ビール

②寒菊銘醸
㉔西酒造

㉕山元酒造

㉖長島研醸

㉗大海酒造

㉘指宿酒造

③Far Yeast
Brewing

④コエド
ブルワリー

⑤DHC

⑥宇奈月
ビール

⑰日本盛 ⑱醉心山根本店
㉙小鹿酒造

㉚国分酒造

㉛大口酒造

32若潮酒造

33高千穂酒造

34町田酒造

35鷹正宗

⑲月の輪酒造店

⑳萬屋醸造店

㉑男山

㉒橘倉酒造

㉓舞姫

⑯越後鶴亀

⑮越の華酒造

⑭大洋酒造

⑬福光屋

⑫玉乃光酒造

⑦軽井沢
ブルワリー

⑧酪農王国

⑨富士桜
高原麦酒

⑩世嬉の一
酒造

⑪マルカツ
興産

甘酒

焼酎

FSN※
2017年度の
テーマ

ブースの見所

1-145小間番号 2-320小間番号
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Future Store “NOW”



暮らしのコトづくり食 4つのコトカテゴリー

「コトの価値パネル」
の見かた

（SMTS 地方・地域産品ゾーン限定企画）

【現状の売場】
地域産品もNB商品も“モノ訴求”で同じに見える

【「暮らしのコトづくり食」が考える売場】
コト発信で買い物客の“ワクワク価値”を創る

SMTS主催者企画「暮らしのコトづくり食」は、今注目される“モノか
らコトへ”という考え方をスーパーマーケット・トレードショーに出品さ
れる地域産品に当てはめ、買い手がワクワクできるコトの価値と売り
方のヒントを来場バイヤーに情報提供する企画です。

今回は以下の4つのコトカテゴリーに商品を分類し、コト情報を発信します。

9-401小間番号

地域産品に隠れている価値をコト発信で磨く！

「コト消費」が時代を動かす
キーワード
最近注目されているキーワードに「コト消費」が挙げら
れます。単に商品を所有・消費することを楽しむ「モノ
消費」とは異なり、商品を「いつ・誰と・どのように」消
費するのかという「コト（人間関係や体験など）」を楽
しむ新しい消費形態です。

今回、地域産品を活性化させる新しい試みとして『暮らしのコトづくり食』を企画しました。本展示は、今注目される“モノからコトへ”
という考えに着目し、これまでの機能価値の“モノ”の視点では埋もれていた地域産品ならではの価値を、新たに“コト”の価値という
角度で見直すことで、眠っている“ワクワク価値”を発見できるのではと考えました。そのために生活者が「誰と一緒に」「どんな場面
で」「どういう使い方を」「どう楽しんでいるか」を訴求する物語を考えました。
本展示では、800を超えるエントリーの中から選定された約60商品を４つのカテゴリーに分類し、「コトの価値パネル」と「商品サン
プル」の組み合わせで売り方のヒントを提案します。

売り手の
こだわり

買い手の
ワクワク

暮ら し の
コ ト づ く り 食

づ
く
り

“食べる”をもっと楽しく わくわくネーム食

わくわく
ネーム食
コトの価値例

●めでたい名前でお祝い事にぴったり
●“ニッポン”を感じさせるネーミングで注目を集める
●海がテーマの名前に因んで、食卓を海辺風にアレンジ。

最近、地域の食品で料理名や素材を直接表現する
安易なネーミングより、生活者に楽しさと驚きを与える
工夫を凝らした商品名が増えてきたことに着目しました。

楽

コトの価値へと繋がる名前の商品を集めて、脚光を集める売場づくりを提案します。

「食」の足し算で 喜び倍増フーズ

喜び倍増
フーズ

コトの価値例

●おやつに健康食材を足すと、家族団らんのきっかけになる
●各県の特産品が組み合わさって、1食で地域旅行気分
●2つのスイーツが合体したデザートをカップルで食べる

食の多様化の流れを受け、食べる選択肢が拡がり、
既存のメニューや食材ではなく自分の価値感で新しい
料理を創りだす人達に向けた食に注目しました。

喜

今までなかった食材の組合せを集め、今の生活者のチャレンジ欲を刺激していきます。

疲れたココロと身体に喝！ 気合い入れ食

気合い入れ食
コトの価値例

●夜食にもぴったりな消化にいい商品で、勉強の気分転換
●刺激いっぱいなおやつで、残業前のリフレッシュ
●忙しい朝にパパッと体を温めるウォームUPスープ

エナジードリンク市場の拡大や睡眠負債が話題になるなど
体調管理の重要性が高まる中、改めて地域の食の健康効果
に注目しました。

喝

地域の食ならでは、気持ちにスイッチを入れてくれる新しい健康食の棚づくり

料理咲く、笑顔こぼれる 魔法調味料

売場づくりのヒントに！

魔法調味料
コトの価値例

●混ぜるだけの調味料で、彼氏が一流シェフの味を再現する
●ママが笑顔になる小さな子どものお手伝い調味料
●酒に合わせたつまみを作るためのブレンド出汁

調理家電が爆発的にヒットし、簡便な食を好む人が
増える一方で、変わり映えしない食に悩む人たちが増加。
その人たちを助けられる調味料に着目しました。

化

簡単に美味しくできたり、見た目が華やかになる地域の調味料を集めます。

コトカテゴリー

商品特長・使い方・
ターゲットを
簡単に紹介

コトの価値
ポイント①

売場のツール
制作のヒントとなる
コトの価値
シーンタイトル

モノの価値
（スペック）

コトの価値
ポイント②

売場の演出の
ヒントとなる
コト消費
ストーリー

暮らしの
コトづくり食
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