
別紙

小間番号 出展者名 出展内容（予定）

A01 石川酒造株式会社

ＴＯＫＹＯ　ＢＬＵＥＳ　セッションエール 330ｍｌ

多摩の恵「明治復刻地ビール」 330ｍｌ

多摩の恵「ボトルコンディション」 330ｍｌ

多満自慢　純米　大吟醸　720ml

多満自慢　大吟醸　720ml

多満自慢　たまの慶　純米大吟醸　720ml

多満自慢　熊川一番地　純米　1800ml

多満自慢　純米原酒　あらばしり生酒　720ml

A02 有限会社あしたば加工工場

明日葉ふわふわ削り節

ＮＰ明日葉乾燥野菜粉末

明日葉匠粒　150

A03 海の精株式会社

海の精　あらしお（赤ラベル）170g/240g/350g/500g/760g/お試し

パック　70g/大島版　240g　1ｋｇ　（業務用）/（クラフト紙）

海の精　やきしお　60ｇ　（食卓ビン）/60ｇ　（詰め替え用）/150ｇ

（SP）/1ｋｇ　（業務用）/110g/240g/540g

海の精　有機ハーブソルト　（瓶詰）/　（詰め替え用）

海の精　有機ペッパーソルト　（瓶詰）/（詰め替え用）

海の晶　ほししお /120g/270g

海の精　漬物塩

海の調べ

A04 特定非営利活動法人あだち菜うどん学会
あだち菜うどん　おみやげ乾麺（干しうどん）

あだち菜パスタ　おみやげ乾麺（干しめん）

A05 遠忠食品株式会社

佃煮（江戸前生のり、江戸前でぃ！茎わかめ、江戸前でぃ！こんぶ佃煮、

江戸前でぃ！地あさり、江戸前でぃ！生のり佃煮、江戸前でぃ！本美乃洲

貝他）

東京産柚子こしょう

ザーサイ、メンマ、塩昆布

A06 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 東京緑茶

A07 株式会社大多摩ハム小林商会

ＴＯＫＹＯ－Ｘ　３Ｄソーセージ

東京うこっけいハム

TOKYO-X　ロースハム　スライス　75ｇ

TOKYO-X　ベーコン　80g

TOKYO-X　ウインナー 120g

TOKYO-X　あらびきウインナー 120g

A08 協同乳業株式会社 多摩酪農家発　東京牛乳　1000ml/500ｍｌ/200ｍｌ

A09 フロマージュ・デュ・テロワール フロマージュ・ドーメ（Fromage d'Omé）

A10 株式会社 食品企画

おつかれさまカレー スウィート

菜種油の明日葉キーマとりひきにくと甘めのソース

おつかれさまカレー スパイシー

オリーブオイルと明日葉 野菜と豆で作ったカレー

A11 東京しゃも生産組合（株式会社加賀屋） 東京しゃも

「TOKYOイイシナ展示商談会　出展者・出展内容

【東京都地域特産品認証食品（Ｅマーク認証食品）事業者】
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小間番号 出展者名 出展内容（予定）

A12 株式会社佃宝
佃煮（上たらこ、細こぶ、いかあられ他）

煮豆、甘栗煮

A13 寺沢製菓株式会社 大豆テンペチョコ

A14 深層海塩株式会社 深層海塩ハマネ

A15 東京島しょ農業協同組合 利島店 食用つばき油

A16 株式会社登喜和食品

生てんぺ、黒生てんぺ

納豆（登る納豆、喜び納豆、和み納豆、多磨納豆、遊作、ひきわり納豆、

黒豆納豆）

べっぴンテンペポタージュ（プレーン、カボチャ、ニンジン）

A17 株式会社日出味噌醸造元

金紋江戸甘みそ（漉）、金紋江戸甘みそ（粒）

金紋みそピー

ポリポリみそピー

江戸甘味噌人形焼

A18 株式会社コロンバン

東京ショコラン・テ

原宿はちみつ

原宿はちみつプリン

A19 OHSHIMA OCEAN SALT有限会社 Flower Of Ocean・シホ　200ｇ/1ｋｇ

A20 株式会社保谷納豆

東京の納豆売り少年

豆くらべ味くらべ（極小粒）

国産炭火カップ

昔ながらの納豆

発芽玄米入り小粒納豆

B01 愛情野菜専業農家ヤマヨシ 「赤い魔法」にんじん100％及びりんごミックス

B02 あみちゃんファーム エディブルフラワーMIXパック

B03 三宅島パッションフルーツ生産部会 三宅島パッションフルーツシロップ

B04 磯沼ミルクファーム 低温殺菌牛乳、のむヨーグルト、ヨーグルト

B05 井之口農園 早稲田茗荷、早稲田茗荷茸

B06 河内椎茸園 きのこ類

B07 ＪＡ東京あおば大泉新鮮直売組合 [練馬区大泉産野菜]　里芋・ほうれん草・ブロッコリー・葱・人参

B08 ＪＡ東京中央会 都内一次産品および加工食品

B09 ＪＡ東京島しょ八丈島公設市場出荷組合レモン部会
①八丈フルーツレモン

②八丈フルーツレモンジャム、マーマレード・塩レモン

B10 ＪＡ東京あおば
①練馬大根ドレッシング

②江戸東京野菜福神漬

B11 マインズ農業協同組合　地域振興部
①調布トマト100％ソース

②府中けやきっ子野菜カレー（レトルトカレー）

【都内一次産品生産者】
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小間番号 出展者名 出展内容（予定）

B12 東京都漁業連合協同組合連合会 パンフレットの展示・説明

B13 三鷹市果樹組合 三鷹産キウイフルーツ・ギンナン

B14 株式会社大治 東京野菜全般

B15 一般社団法人伊豆大島農業生産組合

①きぬさや豌豆

②大サヤ豌豆

③ためとも芋

B16 伊藤養鶏場 東京うこっけい卵と東京うこっけいのオス肉

B17 式根島おさかなサービス 赤いか一夜干し・たかべ一夜干し

B18 ＴＯＫＹＯ　Ｘ－Association TOKYO X (豚肉)　冷凍(冷凍非加熱ブロック肉)

B19 東京むさし農業協同組合

①おいしい大根とぶり

②おいしいムーちゃん餃子

③うど

C01 東京都食品産業協議会

①塩あめ

②お米のクッキー

③ほろほろ焼き和塩7枚入り、アーモンドせんべい12枚入り

④中濃ソース、フルーツソース、焼きそばソース、中濃ソース・ウスター、酢豚

のたれ・回鍋肉のたれ

D01 兵庫県

（加工品）

珠せいろ　播磨灘産蒸しかき

（その他）

資料、パネル等による兵庫県認証食品（一次産品、加工品）の紹介

D02 長野県

（一次産品）

りんご　シナノゴールド

（その他）

県内の一次産品又は加工品を扱った事業者の紹介（ＦＣＰシート集の

配布）

D03 埼玉県

（一次産品）

県育成いちご新品種「かおりん」「あまりん」

県オリジナル八つ頭（さといもの仲間）「丸系八つ頭」

さつまいも「富の川越いも」

（加工品）

「丸系八つ頭」のソフトスチーム加工

川越いも焼酎「富の紅赤」、甘熟干し芋、干し芋のジャム

富の川越芋ふがし（焼き芋味）

D04 宮城県

（加工品）

宮城県認証食品（３E食品）

ずんだ餅，仙台味噌，生芋こんにゃく，包装米飯，杵つきもち，豆腐

等

D05 青森県
（加工品）

りんごジュース「希望の雫品種ブレンド」「黄色い林檎」

【都内のその他の出展者】

【府県の出展者】
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小間番号 出展者名 出展内容（予定）

D06 鳥取県

（一次産品）

グロリアニンジン、白ネギ、大山ブロッコリー、長芋ねばりっこ、やなぎまつたけ、

舞茸、濃丸エリンギ、原木椎茸115、東郷湖しじみ

（加工品）

砂丘らっきょう、干し柿、白ネギ酢・ポン酢、あご入り鰹ふりだし、とうふ竹輪、

あご竹輪、長芋蒲鉾、まぐろ魚醤、味付きあかもく、梨らっきょうドレッシング、

梨フルーツらっきょうディップ、甘酒、糀漬け、梨ジュース、とまとジュース、にん

じんジュース、乾燥ごぼう、乾燥きくらげ、鯵フライ

D07 島根県 パンフレットの展示・説明

D08 広島県

（一次産品）

①青ねぎ「あおいちゃん」

②倉橋島のひじき

③瀬戸のもち豚せと姫

D09 山口県

（加工品）

ちょんまげ麦酒

（加工品）

①焼きあごつゆ（濃縮）

②焼きあごつゆストレート

③調味みそ

④山口県の麦みそ

⑤長州みそ

D10 高知県

（一次産品）

米なす・小なす・土佐甘とう・はすいも・ミニトマト

（加工品）

ゆず加工品・生姜加工品・漬物類等

D11 沖縄県

（加工品）

島つまみシリーズ、タコライス各種、大人な黒糖ココア、国産しょうが入り黒糖

パウダー、シークヮーサー飲料各種、JAおきなわシークヮーサー100、ヒラミ8

（エイト）

D12 鹿児島県

（一次産品）

錦のカンパチ,鹿児島黒牛

（加工品）

Satsumarché-サツマルシェ-（茶）,西郷どんコレクション（茶）

D13 宮崎県

（一次産品）

・　完熟きんかん「たまたま」

・　日向夏

・　栄養機能食品（ビタミンC）ピーマン「グリーンザウルス」

・　カラーピーマン

D14 大分県
（加工品）

かぼす加工品・ゆず加工品・冷凍焼き芋

D15 熊本県

（一次産品)

塩トマト・デコポン

（加工品)

たけのこ水煮・ショウガパウダー

LL大阿蘇牛乳200、LLカフェ･オ･レ200
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小間番号 出展者名 出展内容（予定）

E01 茨城県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E02 神奈川県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E03 新潟県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E04 山梨県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E05 岐阜県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E06 静岡県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E07 三重県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E08 滋賀県 パンフレット・ポスターの展示のみ

E09 京都府 パンフレット・ポスターの展示のみ

E10 大阪府 パンフレット・ポスターの展示のみ

※出展内容は当日変更する場合があります。

※小間番号　Ｅ０１～Ｅ１０の府県につきましては、パンフレット・ポスターの展示のみとなります（スタッフは常駐しません）。
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