
香港フード・エキスポ2012　日本からの出展一覧　

北海道 あさひかわ海外経済交流推進委員会 地方自治体（旭川市）の外郭団体
北海道 デリカファクトリー十勝株式会社 業務用惣菜調理加工（冷凍食品）

魚介類・宅配惣菜・産地直送・農産商品他

北海道 株式会社かくまん イカ加工品、海産物加工品の製造及び卸売

北海道 株式会社き・きコーポレーション 食料品加工製造業

北海道 株式会社ニセコファーム 農業生産法人

北海道 株式会社ハダテ物産 食品卸

北海道 株式会社ほんま 和菓子製造販売
北海道 株式会社マルデン 水産品、加工・販売
北海道 株式会社江戸屋 食品製造・卸売業
北海道 株式会社山本忠信商店 雑穀卸業

北海道 札幌バルナバフーズ株式会社 食肉製品製造及び水産加工品・弁当類の製造販売会社

北海道 札幌商工会議所
北海道 昭和製菓株式会社 焼菓子、飴菓子等、菓子製造流通卸。主にチーズケーキ、カステラ、

クッキー、キャンディーを製造卸販売しています。

北海道 池田食品株式会社 菓子製造業／創作豆菓子、ボーロ、かりんとうの製造、販売

北海道 田中酒造株式会社 酒類製造販売
北海道 北海道ＪＡ美瑛 フリーズドライ、スイートコーン、ブロッコリー等

北海道 有限会社イビ 水産（加工）品、その他（海藻、ラーメン、鮭等）

北海道 有限会社キタヒロ商会 卸売業

北海道 有限会社十勝野フロマージュ チーズ製造

北海道 有限会社中田食品 豆腐製造
北海道 有限会社末廣軒 菓子製造販売（洋菓子専門店　PATISSERIEジョリクレール）

青森 青森県
青森 カネショウ株式会社 りんご酢、バルサミアップル、ホタテ醤油等

青森 株式会社木村牧場 つがる豚（豚肉）
青森 前澤商店 干しなまこ
青森 津軽ファーマーズクラブ あじわいりんご
青森 八戸港国際物流拠点化推進協議会
青森 有限会社柏崎青果 黒にんにく
青森 有限会社アルパジョン 朝の八甲田（チーズケーキ）
岩手 JI-GLOBA株式会社 北国の恋人
岩手 株式会社エピ 電子レンジ加熱型パン、オーブン加熱型パン、電子レンジ加熱型クッ

キー岩手 岩手県産株式会社 ふりかけ類
岩手 北緯四十度のまち株式会社 白たい焼　小倉（冷凍個包装）
岩手 有限会社すがた まる子と友蔵のまごいかせんべい21枚入り
岩手 有限会社近藤商店 秋サケ塩焼、サンマ蒲焼、アカウオ西京焼、ブリ照焼等
岩手 株式会社岩手銀行
宮城 あさひな農業協同組合 特別栽培米　宮城のひとめぼれ

宮城 マルヤ水産株式会社 北海道産紅ずわいがにフレッシュ缶詰
宮城 株式会社オフィスケイ わさび醤油漬
宮城 株式会社カネダイ マルズワイガニＭＩＸフレーク
宮城 株式会社グリーンブリーズ 田むら　純米吟醸　山酒４号
宮城 株式会社ぷりん ぷりん家のぷりん
宮城 株式会社ヤマサコウショウ 牛タン入りつくね
宮城 宮城加工技術協同組合 １．つぼ鯛一夜干し、さば開き干し、２．あなご蒲焼き、ホッケすり身、

３．笹かま等
宮城 仙台味噌醤油株式会社 本場仙台味噌カップ750ｇ、本場仙台みそ赤袋1ｋｇ、特選しょうゆ1Ｌ、

丸大豆醤油360ｍｌ
宮城 東日本フーズ株式会社 ほたて貝柱開き、酒蒸しほたて、スルメイカスライス
宮城 本田水産株式会社 かきくんせい、かき佃煮、かきオリーブオイル漬け

出展者名 製品地域
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宮城 末永海産株式会社 牡蠣加工品(1/3牡蠣味噌、2/3炙り牡蠣、3/3塩ゆで牡蠣)

三陸産至高わかめ
宮城 有限会社伊豆沼農産 伊達の純粋赤豚肉
宮城 有限会社元気物産 Aqua Voltage海洋性コラーゲン
秋田 株式会社アルク 田沢湖B麺、ハーブパスタ、なまこ、もろこし、乾燥野菜
秋田 株式会社エムアンドエム 純米生原酒　おさげっこ
秋田 株式会社寛文五年堂 いなにわ手綯うどん、いなにわそうめん
秋田 株式会社四季菜 米粉プリン、焼成菓子（パウンドケーキ）、比内地鶏カレー、味付たま

ご等秋田 株式会社浅利佐助商店 味噌、醤油、つゆ等
秋田 株式会社大潟村カントリーエレベーター公

社
有機米

秋田 株式会社齋彌酒造店 清酒雪の茅舎
秋田 小玉醸造株式会社 清酒太平山
秋田 秋田県庁
秋田 株式会社秋田銀行
福島 株式会社五十嵐製麺 喜多方ラーメン（醤油味、味噌味、しお味、担々麺、冷し中華、ごま冷

し、豚骨味）
福島 合名会社大谷忠吉本店 純米吟醸　白陽　720ｍｌ

特別純米　登龍　720ｍｌ
福島 山吉青果食品株式会社 黒胡麻 (ごぼう・しょうが・れんこん)
福島 明陽食品工業有限会社 コーヒーゼリー
茨城 柴沼醤油醸造株式会社 紫峰の滴 (醤油)
栃木 栃木県
栃木 FUTABA食品株式会社 とんきっき　カレーまん、　とんきっき　ピザまん
栃木 とちぎ良品エキスポートプロジェクト TREP柚子みそ
栃木 一般社団法人とちぎ農産物マーケティング

協会
特別栽培米コシヒカリ

栃木 株式会社壮関 シャキシャキ茎わかめ
栃木 株式会社谷八 冷凍ケーキ類
栃木 株式会社島崎酒造 純米吟醸　東力士　７２０ＭＬ
栃木 岩下食品株式会社 岩下の新生姜　100g
埼玉 株式会社コルノマカロニ スパゲティー・マカロニ
埼玉 株式会社ジャテックス 飲料
埼玉 株式会社たくみや 大福・饅頭・タルト
埼玉 株式会社みうら食品 乾麺
埼玉 株式会社丸大オヲツヤ商店 蒟蒻・葛きり・あんみつ・ところてん
埼玉 株式会社久慈食品 珍味
埼玉 株式会社石井商店 生鮮品・乾干・加工食品・酒・米
埼玉 株式会社北岡本店 酒
埼玉 株式会社明歩谷商事 包材資材
埼玉 農業法人株式会社高原生活 青果物・ゼリー
埼玉 有限会社力餅本舗 餅・米・加工食品
千葉 マルユー株式会社 冷凍厚焼玉子　冷凍だし巻玉子　冷凍だし巻ねぎ　冷凍だし巻五目
千葉 旭食肉協同組合 千葉県産銘柄豚いもぶた
千葉 株式会社クレイトップ 冷凍まぐろ
千葉 株式会社辻野 海鮮
千葉 株式会社飯沼本家 甲子純米吟醸、甲子吟醸辛口、梅酒紀行
千葉 青柳食品株式会社 いわし銚子煮１００ｇ
千葉 千葉ブランド農産物・食品輸出協議会
千葉 都一株式会社 ＬＬらーめん醤油味（３食入）
千葉 芳源ファーム有限会社 フレッシュマッシュルーム
千葉 有限会社ジツカワフーズ から付き落花生100ｇ
東京 農林水産省
東京 日本貿易振興機構
東京 デリカフーズ株式会社 野菜
東京 ニチノウ株式会社 和牛
東京 マルコメ株式会社 調味料（みそ）
東京 三田飲料株式会社 白桃おろし
東京 東京航空貨物株式会社 ロジスティックス
東京 堀正工業株式会社 幸水梨
東京 東京三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

株式会社
東京 三菱東京ＵＦＪ銀行株式会社
東京 小川畜産食品株式会社 牛肉
東京 農林中央金庫
神奈川 めんこい製菓有限会社 ケイ子おばあちゃんの農家風まろやかチーズケーキ
神奈川 株式会社シンメイ 梱包→クッキングケース（アルミケース、紙ケースなど）
山梨 山梨県果実輸出促進協議会 モモ・ブドウ
長野 長野ＪＡ北信州みゆき りんご、きのこ、その他加工品等
静岡 中部食品株式会社 鮪のコラーゲン
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静岡 東亜工業株式会社 餃子製造機器
愛知 ヤマサちくわ株式会社 練製品（ちくわ等）
愛知 ヤマシン株式会社 醤油
愛知 株式会社ジェイアンドシー 練製品（ちくわ等）
愛知 株式会社なごやきしめん亭 醇味きしめん

愛知 株式会社角谷文治郎商店 三州三河みりん
愛知 株式会社金トビ志賀 金トビきしめん（きんとびきしめん）330g

愛知 株式会社浜乙女/愛知県 ふりかけ、海苔
愛知 株式会社平松食品 佃煮等
愛知 小笠原製粉株式会社 碧海の恵みきしめん300ｇ
愛知 中部製粉工業協同組合
愛知 豊橋市
愛知 豊橋糧食工業株式会社 むぎ姫
三重 ミナミ産業株式会社 豆乳、豆腐
京都 株式会社カネ七畠山製茶 1.宇治玉露ティーバック　2.有機煎茶 医王 3.特選有機抹茶　4.京おう

す 金箔入り抹茶
大阪 株式会社クボタ 日本米
大阪 株式会社グリーンハート・インターナショナ

ル
「炊飯ミネラル」

大阪 株式会社ユニットコム 野菜・果物、冷蔵庫
大阪 株式会社松前屋 調味料
大阪 株式会社冨貴食研 調味料、ソースなど
大阪 和歌山共和水産株式会社 スキンレスロイン、刺身パック、ポーションセット、寿司ネタスライス、刺

身スライスキット
兵庫 兵庫県
兵庫 株式会社マキィズ スイーツ
兵庫 株式会社森水産 水産品
兵庫 株式会社多田フィロソフィ 加工品
兵庫 株式会社谷常製菓 スイーツ
兵庫 株式会社嶋本食品 畜産品
兵庫 株式会社平郡商店 加工品
兵庫 富永貿易株式会社 神戸居留地 アップル　100％
兵庫 有限会社こやま園 加工品
兵庫 有限会社新家青果 農産品
和歌山 株式会社伊藤農園 100％ピュアジュース　みかんしぼり
鳥取 エムケイ開発株式会社 鳥取黒毛和牛
鳥取 株式会社エムコ 黒にんにくエキス・マイルド
鳥取 公益財団法人鳥取県産業振興機構
徳島 サンフーズ岩田株式会社 徳島ラーメン
徳島 阪東食品 みちこの有機ぽんず
徳島 徳島県貿易協会
徳島 有限会社ハス商会 粉末納豆スティックタイプ
徳島 有限会社東海産 釜揚げちりめん
香川 株式会社トラストジャパン コンポート、果物
高知 高知県
高知 JA土佐安芸 ゆず果汁
高知 ウェルカムジョン万カンパニー だしが良くでる宗田節
高知 亀泉酒造株式会社 純米大吟醸　貴賓
高知 菊水酒造株式会社 コラーゲン入り　ゆず美人 3800
高知 土佐れいほく農業協同組合 柚子加工品（ゆずじゅーす、柚子ドレッシング、ゆず茶、他）
高知 土佐食株式会社 姫かつおスティックハーフ（しょう油味）
福岡 KINGOFCOOK株式会社 ホワイトライスヨーグルト・ブラックライスヨーグルト
福岡 ニシモト食品株式会社 九州名産ブラックラベルドレッシング（金ごま・黒ごま・柚子こしょう・梅

しそ）福岡 株式会社ふくや 明太子、調味料
福岡 西日本理研株式会社(九州トランス) 素麺
福岡 福岡秋香園 きのこ等
佐賀 佐賀県 佐賀牛
長崎 長崎県
長崎 株式会社イサミヤ 野菜・果物洗剤 シェルパワークリーン
長崎 株式会社ライム 五島つばき茶
長崎 株式会社山一 手延べ素麺、手延べ黒ゴマ麺、手延べわかめ麺、手延べ紫芋麺、手

延べひじき麺、スープしょうが麺、スープほうれん草麺
長崎 玄海酒造株式会社 麦焼酎
長崎 五島手延べうどん協同組合 五島手延べうどん、あごだしスープ
長崎 福田酒造株式会社 日本酒、焼酎
熊本 果楽 まる搾り　ストレートジュース　阿蘇とまと
熊本 株式会社ABC 純金入朱盃
熊本 株式会社山麓園 たっぷり抹茶　抹茶玄米茶
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熊本 株式会社千成堂 グリーンピスタチオわさび味
熊本 亀萬酒造合資会社 亀萬赤米酒・緋穂(ヒスイ)
熊本 熊本市
熊本 高橋酒造株式会社 白岳しろ
熊本 桜野園 さくら紅茶
熊本 松合食品株式会社 ヤマア天然醸造醤油　さくら
熊本 水俣・芦北地域雇用創造協議会
熊本 有限会社はなまる社華まる堂 いきなり団子
熊本 有限会社マツ島 炭火焼うなぎのかば焼き
大分 JAおおいた日田梨部会日田梨協同組合 幸水
大分 ドットオノックス株式会社 香母酢
大分 株式会社おおやま夢工房 梅ドレッシング梅吉
大分 株式会社久家本店 麦焼酎 常蔵（つねぞう）ドラゴンラベル７２０ｍｌ
大分 株式会社高橋製茶 有機緑茶　吉四六の里　T-03
大分 株式会社三洋産業 カップオンコーヒー
大分 社団法人大分県物産協会
大分 竹田飲料株式会社 おいしい竹田の水２Ｌ
大分 中津中央青果株式会社 ヒノヒカリ
宮崎 ヤマエ食品工業株式会社 高千穂峡つゆ　かつお味
宮崎 雲海酒造株式会社 そば雲海　９００ｍｌ　瓶
宮崎 株式会社ＫＤアグリ しいたけつくだ煮
宮崎 株式会社はざま牧場 はざま牧場牛肉
宮崎 株式会社八興商事 えびの産　ひのひかり
宮崎 社団法人宮崎県物産貿易振興センター
宮崎 道本食品株式会社 鶏そぼろ入り生姜大根
宮崎 南日本酪農協同株式会社 デーリィ霧島山麓牛乳1000ml
宮崎 有限会社豊洋商事 ブルーベリージュース
宮崎 浪漫FOOD'S ごぼう美人
鹿児島 鹿児島県
鹿児島 ＪＡかごしま茶業 緑茶
鹿児島 JA食肉鹿児島 牛肉・豚肉・畜産加工品
鹿児島 サンキョーミート株式会社 牛肉・豚肉・畜産加工品
鹿児島 スターゼンミートプロセッサー株式会社 牛肉・豚肉・畜産加工品
鹿児島 公益社団法人鹿児島県特産品協会 加工食品（さつま揚げ，ボンタンアメ）

温泉水，パン，バームクーヘン
茶（紅茶，桑茶，キャロティー：人参茶）

鹿児島 鹿児島くみあい食品 冷凍やきいも，さつまいも加工品，黒酢
鹿児島 鹿児島県漁業協同組合連合会 魚(冷凍），水産加工品
鹿児島 鹿児島県経済農業協同組合連合会
鹿児島 鹿児島県食肉輸出促進協議会
鹿児島 鹿児島南州農場 黒豚、生肉加工品等
鹿児島 南九州畜産興業株式会社 牛肉・豚肉・畜産加工品
鹿児島 有限会社カネヨ販売 便利つゆ
沖縄 コーラルインターナショナル株式会社 ＵＲＵＭＵ（健康食品）
沖縄 コーラルバイオテック株式会社 沖縄サンゴ海深塩
沖縄 ソムノクエスト株式会社 ヒプノカリス：クヮンソウ濃縮エキス・エキス末、和萱美（わかんび）：

クヮンソウ濃縮エキス配合マンゴー味ゼリー
沖縄 沖縄ハム総合食品株式会社 OKINＡWAサンゴカルシウム
沖縄 沖縄製粉株式会社 サーターアンダギーミックス
沖縄 沖縄特産販売株式会社 青切りシークヮーサー100
沖縄 株式会社かわまん商店 生姜黒糖
沖縄 株式会社沖縄セントラル貿易 ロングウィンナー　FY100
沖縄 有限会社ハマショク 乾燥もずく
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