
Food Japan 2019 出展社一覧（社名順）

出展社名 都道府県 / 国名
ブース

番号

アイエッチファーム株式会社 富山県 C07

IFOODASIA マレーシア  -

アイリスフーズ株式会社 東京都 E13

青柳食品株式会社 千葉県 B05

ACCEA SINGAPORE PTE LTD シンガポール A14

あさひ製菓株式会社 山口県 B20

株式会社アジチファーム 福井県 C18

飛鳥ワイン株式会社 大阪府 A05

アップルアンドスナック株式会社 青森県 D01

株式会社阿部長商店 宮城県 D07

APOLLO MARINE シンガポール A13

合名会社天草酒造 熊本県 B19

アルプスワイン 山梨県 D01

EJRT ASIA (SINGAPORE) PTE.LTD. シンガポール D01

合資会社井坂酒造店 茨城県 A01

石丸製麺株式会社 香川県 C17

イセ食品株式会社 東京都 C15

いちき串木野市 鹿児島県 B13

株式会社市木水産 鹿児島県 B09

稲葉酒造 茨城県 A01

茨城県 茨城県 A01

株式会社茨城もぎたてファクトリー 茨城県 A01

株式会社イワサワ 神奈川県 B02

INTER RICE ASIA PTE LTD シンガポール E04

株式会社We Agri 高知県 C23

株式会社魚健 山口県 C01

宇部蒲鉾株式会社 山口県 C01

株式会社越後鶴亀 新潟県 D01

NECソリューションイノベータ株式会社 東京都 E12

NPK LOGISTICS PTE LTD シンガポール A12

桜南食品株式会社 広島県 C19

合資会社大石酒造場 熊本県 B19

株式会社オーエルアイ・ラボ 長野県 E05

大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 秋田県 D15

大阪木津市場株式会社 大阪府 E07

株式会社オオタニ 東京都 B05

株式会社大谷堂 神奈川県 B02

株式会社太堀 神奈川県 B05
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有限会社岡崎酒造場 山口県 C01

株式会社尾鈴山蒸留所 宮崎県 B19

お茶の千代乃園 福岡県 D18

小浜海産物株式会社 福井県 E01

株式会社 小浜酒造 福井県 E01

株式会社かくまん 北海道 E06

鹿児島市中央卸売市場魚類市場輸出促進協議会 鹿児島県 B09

鹿児島中央水産株式会社 鹿児島県 B09

有限会社かごしま有機生産組合 鹿児島県 D19

カタシモワインフード株式会社 大阪府 A05

カタニ産業株式会社 石川県 E14

勝木食品工業株式会社 東京都 B05

月山酒造株式会社 山形県 C02

かねこみそ株式会社 徳島県 E09

株式会社おこめん工房 広島県 C19

株式会社常磐植物化学研究所 千葉県 B01

株式会社広島アグリネットファーム 広島県 C19

株式会社丸や 京都府 C20

鎌倉山納豆株式会社 神奈川県 B02

株式会社芥子屋四郎 埼玉県 D16

株式会社河内ワイン 大阪府 A05

菊池食品工業株式会社 東京都 B05

君の井酒造㈱ 新潟県 D01

株式会社九州経済研究所 鹿児島県 B09

熊代農園 奈良県 D14

有限会社グリーンパワーなのはな 富山県 C07

株式会社グルメ杵屋 大阪府 E07

合資会社寒菊銘醸 千葉県 B01

高知県 高知県 C23

ココファームワイナリー 栃木県 D01

コジマ技研工業株式会社 神奈川県 B02

五條市商工会 奈良県 D14

五條酒造株式会社 奈良県 D14

小玉醸造合同会社 宮崎県 B19

こと京野菜株式会社 京都府 C20

有限会社佐多宗二商店 鹿児島県 B19

佐藤食品有限会社 鹿児島県 B13

SARIKA GOURMET COFFEE CO (S) PTE LTD シンガポール J Food Court
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株式会社サンク 静岡県 D02

サンサンワイナリー 長野県 D01

三笑楽酒造株式会社 富山県 C07

三養水産株式会社 宮城県 D07

株式会社GRA 宮城県 D07

株式会社シーフーズあかま 宮城県 D07

株式会社ジーブリッジ 大阪府 B19,B20,C19,C20

株式会社シーライフ 島根県 A08

株式会社ＪＲ東日本青森商業開発 青森県 D01

JA高知県 高知県 C23

信楽焼振興協議会 滋賀県 B07

四万十とまと株式会社 高知県 C23

シャトージュン 山梨県 D01

シャトーメルシャン 山梨県 D01

有限会社秀鳳酒造場 山形県 C02

合資会社寿福酒造場 熊本県 B19

株式会社食健 東京都 D11

有限会社粋 福井県 E01

有限会社清光堂工芸社 山形県 C02

株式会社セド・コーポレーション 大阪府 B07

全国調理食品工業協同組合 千葉県 B05

全農茨城県本部 茨城県 A01

蒼龍葡萄酒株式会社 山梨県 D01

大英技研株式会社 兵庫県 B22

大栄フーズ株式会社 神奈川県 B11

合資会社高田酒造場 熊本県 B19

高畠ワイナリー 山形県 D01

株式会社髙浜蒲鉾 鹿児島県 B13

株式会社武生製麺 福井県 E01

竹本油脂株式会社 愛知県 D12

田中酒造場 兵庫県 B08

株式会社谷常製菓 兵庫県 E11

株式会社タマ 東京都 E16

千葉県酒類販売株式会社 千葉県 B01

CHAMISOU 徳島県 E15

中央葡萄酒 山梨県 D01

農事組合法人 つくば銀杏生産組合 茨城県 A01

株式会社恒松酒造本店 熊本県 B19
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株式会社津波古酒造 沖縄県 B19

壺坂酒造株式会社 兵庫県 B08

DE MAJESTIC VINES PTE LTD シンガポール D17

DIGLEE CO LTD 千葉県 A12

テーブルランド株式会社 東京都 B12

株式会社照沼勝一商店 茨城県 A03

天然素材蔵 神奈川県 B02

株式会社でん六 山形県 C02

東京青果株式会社 東京都 D21

株式会社東平商会 静岡県 D10

東北・食文化輸出推進事業協同組合 宮城県 D07

富山県 富山県 C07

株式会社トライ・インターナショナル 東京都 A04

TRAVELLUTION MEDIA PTE LTD シンガポール E19

株式会社長崎県貿易公社 長崎県 B17

中沢酒造株式会社 神奈川県 B02

株式会社中山吉祥園 福岡県 D18

灘菊酒造株式会社 兵庫県 B08

株式会社ナチュレ 神奈川県 B02

縄時食品株式会社 神奈川県 E02

ニチモウ株式会社 東京都 B22

株式会社日東コーン・アルム 栃木県 B18

日本航運株式会社 東京都 A12

日本精塩株式会社 神奈川県 E10

日本精麦株式会社 神奈川県 B02

日本茶輸出促進協議会 東京都 D20

日本貿易振興機構 千葉貿易情報センター 千葉県 B01

株式会社仁徳 千葉県 B05

有限会社ネモト 茨城県 A01

農進ベジタブル株式会社 鹿児島県 B13

株式会社野澤組 東京都 D23

野村醸造株式会社 茨城県 A01

伯方塩業株式会社 愛媛県 E08

株式会社パシオス 静岡県 D02

長谷食品株式会社 北海道 E06

花の舞酒造株式会社 静岡県 D02

株式会社馬場刃物製作所 大阪府 A10

濵田酒造株式会社 鹿児島県 B13
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浜松いわた信用金庫 静岡県 D02

有限会社林酒造場 熊本県 B19

株式会社はやしや 長野県 B14

東日本旅客鉄道株式会社 東京都 D01

日の出屋製菓産業株式会社 富山県 C07

姫路市 兵庫県 B08

株式会社ひろの屋 岩手県 D07

ふくい食輸出サポートセンター(福井県) 福井県 E01

藤田茶園 奈良県 D14

富士ミネラルウォーター株式会社 東京都 D01

株式会社ベストグロウ 高知県 C23

株式会社ヘルシーライフ 山口県 C01

株式会社ホクベイ 北海道 D13

ホクレン農業協同組合連合会 北海道 D08

株式会社HOSHIKO Links 熊本県 C22

HORECA MARKEPLACE PTE LTD シンガポール B17

株式会社本田商店 兵庫県 B08

前田海産株式会社 山口県 C01

有限会社牧野水産 鹿児島県 B09

MGVｓ 山梨県 D01

増田製粉株式会社 広島県 C19

マック株式会社 大阪府 A11

有限会社松下醸造場 熊本県 B19

松田食品株式会社 静岡県 D02

株式会社マツボー 東京都 A07

株式会社マルトモ物産 大分県 C16

丸藤葡萄酒 山梨県 D01

株式会社マルマツ 静岡県 D02

MIURA SINGAPORE CO PTE LTD シンガポール B23

ミナミ産業株式会社 三重県 A07

宮里酒造所 沖縄県 B19

明利酒類株式会社 茨城県 A01

株式会社モノサシパブリックリレーションズ 東京都 D23

モンデ酒造株式会社 山梨県 D01

八千代酒造合名会社 山口県 C01

柳田酒造合名会社 宮崎県 B19

株式会社ヤマイシ 茨城県 A01

山栄食品工業株式会社 愛知県 B15
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株式会社山形飛鳥 山形県 C02

一般社団法人山形県国際経済振興機構 山形県 C02

有限会社山川酒造 沖縄県 B19

山口県酒造組合 山口県 C01

公益財団法人やまぐち産業振興財団 山口県 C01

大和桜酒造株式会社 鹿児島県 B19

株式会社ヤマナカ 宮城県 D07

山実水産有限会社 鹿児島県 B09

郵船ロジスティクス株式会社 東京都 A05

株式会社豊製作所 愛知県 B22

公益社団法人横浜貿易協会 神奈川県 B02

株式会社吉田屋 茨城県 A01

吉乃川株式会社 新潟県 D01

株式会社ヨ印水産 茨城県 A01

LIMWOOD GROUP PTE LTD シンガポール D16

ルミエール 山梨県 D01

六甲バター株式会社 兵庫県 B16

ワイドフード株式会社 宮城県 D07

有限会社渡邊酒造場 宮崎県 B19
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