
・お電話番号はお書き間違えのないよう、お願いいたします。
・このリストはバイヤー・メディア関係者用です。そのほかでの資料は一切禁止させていただきます。

No. エリア 商品名 応募会社名 ご担当者　※敬称略 電話

1 北海道 エゾ鹿ジンギスカン 有限会社久上工藤商店 工藤　秀範 01392-2-2312

2 北海道 牧家　飲むヨーグルト 株式会社　牧家 森田学 0142-21-4755

3 北海道 牧家　乳の生菓子　白いわらべえ 株式会社　牧家 森田学 0142-21-4755

4 北海道 牧家　乳の生菓子　緑のわらべえ 株式会社　牧家 森田学 0142-21-4755

5 北海道 和ちいず 株式会社ゆたか 鈴木　賢司 015-572-2220

6 北海道 音威子府羊羹 ＮＰＯ法人ecoおといねっぷ 関野　政幸 01656-5-3243

7 北海道 さくらんぼジャム　南陽 有限会社　大橋さくらんぼ園 大橋　正数 0124-23-0654

8 北海道 さくらんぼジャム　月山錦 有限会社　大橋さくらんぼ園 大橋　正数 0124-23-0654

9 北海道 さくらんぼジャム　サミット 有限会社　大橋さくらんぼ園 大橋　正数 0124-23-0654

10 北海道 塩麹と酒粕の北海道二段仕込み 旭川市経済観光部産業振興課（製造社/くまだ株式会社） 旭川市経済観光部　狩野 0166-65-7047

11 青森県 Hot&Cool浪岡アップルサイダーグランプレミアム PaSaPa青森・地域社会づくり研究会 塚本　艶子 0172-69-1770

12 岩手県 黄金スープ（醤油味） 有限会社中村家 東　佑果 0193-22-0629

13 秋田県 秋田　はたはたおいる漬 (有)三浦米太郎商店 三浦　悦朗 0184-35-3609

14 秋田県 秋田しょっつる十年熟仙 諸井醸造 諸井秀樹 0185-24-3597

15 山形県 まるべ餅 株式会社芳紅庵たかはし 高橋　健司 023-622-4745

16 宮城県 手作り無添加ソーセージ 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 荒井　憲治 022-348-2812

17 宮城県 牡蛎桜燻し 株式会社ヤマウチ 山内　正文 090-3642-1531

18 宮城県 松島こうれん三種詰め合わせ 松島町役場 松島町 022-354-5708

19 宮城県 なまり節ラー油 i.club 小川　悠 070-6667-2012

20 福島県 庄助酒彩吟醸漬 株式会社幸房瀧の湯 庄助の宿瀧の湯外販部　サイトウ 0242-29-1001

21 福島県 米グルト 有限会社仁井田本家 内藤　高行 024-955-2222

22 福島県 米グルト 有限会社仁井田本家 内藤　高行 024-955-2222

23 群馬県 雪ほたかの飲む糀 川場村観光協会 小海　一則 0278-52-3412

24 群馬県 谷川の雪 有限会社　育風堂精肉店 須田　麻紀夫 0278-72-3574

25 茨城県 「いにしえ味噌」かりんとう 株式会社コルカリーノ 染谷　清賢 029-879-9996

26 茨城県 大角手焼きあられ 有限会社御菓子司おおくぼ 大久保　忠 0297-58-4742

27 埼玉県 末長く 堀内製菓 堀内　伸浩 048-522-1556

28 神奈川県 調味料の燻製セット 横浜燻製工房株式会社 栗生　聡 045-440-3981

29 神奈川県 宮城屋豆腐の燻製 横浜燻製工房株式会社 栗生　聡 045-440-3981

30 神奈川県 おおくぼの豚みそ漬　10枚入 株式会社大久保商店 大久保　豊 0467-78-0010

31 山梨県 安全祈願　登山蜂蜜 ビーイング株式会社 中田　徹二 055-269-7720

32 新潟県 みどりのラー油 株式会社わたや 和田　正樹 0258-83-0588

33 新潟県 雪室珈琲 にいがた雪室ブランド事業協同組合 沼館　めぐみ 025-255-0371

34 富山県 Ｔ五 薄氷本舗五郎丸屋 渡辺　克明 0766-67-0039

35 石川県 金沢ゆべし柚雲 株式会社柚餅子総本家中浦屋 鶴見奈々 080-6369-2010

36 石川県 Baum Chips 有限会社　メルヘン日進堂 日野　知明 0768-82-0106

37 長野県 川中島白桃ジュレ NPO法人　信州・川中島平ファクトリー 宮崎　由紀美 026-293-3600

38 長野県 ラフランスジュレ NPO法人　信州・川中島平ファクトリー 宮崎　由紀美 026-293-3600

39 長野県 ナガノパープルジュレ NPO法人　信州・川中島平ファクトリー 宮崎　由紀美 026-293-3600

40 長野県 シナノゴールドジュレ NPO法人　信州・川中島平ファクトリー 宮崎　由紀美 026-293-3600

41 長野県 ブルーベリージュレ NPO法人　信州・川中島平ファクトリー 宮崎　由紀美 026-293-3600

42 長野県 紅玉と巨峰のコンフィチュール NPO法人　信州・川中島平ファクトリー 宮崎　由紀美 026-293-3600

43 長野県 自然のまにまに種入り干し巨峰 株式会社果実企画 赤川創哉 0269-23-1393

44 長野県 根曲がり竹とさばのたけのこ汁"サバタケ" 財団法人山ノ内町総合開発公社 湯本　義則 0269-33-3111

45 長野県 栗どらやき 株式会社桜井甘精堂 井口　三菜子 262472132

46 愛知県 北海道甘えび天 株式会社坂角総本舖 山田　満 052-603-5505

47 愛知県 うずらプリン アイプロ有限会社 渡邊　喜則 0532-41-7800

48 愛知県 愛知丸が釣ったかつおとしょうがのごはんじゅれ 株式会社　平松食品 平松　賢介 0533-77-2468

49 愛知県 名古屋コーチン卵カステラ 株式会社菓宗庵 大橋　敏勝 052-831-2488

50 岐阜県 岐阜まるしぼり野菜ジュース ちこり村　運営会社(株)サラダコスモ 宮川　真一 0573-62-1545

51 岐阜県 飛騨牛＆飛騨納豆喰豚　飛騨の肉みそ 株式会社　天狗 戸谷　吉之 0576-52-1103

52 岐阜県 山椒粉 有限会社　飛騨山椒 内藤　一彦 0578-89-2412

53 岐阜県 鮎のリエット・白熟クリーム 株式会社泉屋物産店 泉　善七 058-263-6788

54 三重県 的矢かきの燻製オリーブオイル漬 的矢　丸定旅館 西村　和也 0599-57-2248

55 福井県 とみつ金時プリン メープルハニー 松澤　和成 0776-27-7220

56 福井県 若狭の甘鯛千枚 小浜海産物株式会社 上野　清治 0770-52-1600

57 福井県 ベジターレ「トマトクリスタル」 ＪＡ福井市、株式会社サジェスコム 向後　容代 03-6450-3810

58 福井県 越前　蟹乃醤 初味寿司本店 松谷　亨 0776-36-7017

59 福井県 匠味のちらし寿司の素（３ケ入り） 合資会社開花亭 開発　毅 0776-23-1009

60 福井県 太白おあげ「極」4枚セット 有限会社谷口屋 宮下　和希 0776-67-2202

61 滋賀県 湖のくに生チーズケーキ 社会福祉法人　あゆみ福祉会 大野　真知子 0748-23-6483

62 京都府 京田辺玉露 舞妓の茶本舗 田宮　正康 0774-62-0256

63 京都府 京都名産　千枚漬 京つけもの川久　北尾商店 北尾　康幸 075-313-0151

64 京都府 丹後ばらずしセット うめや本舗 梅田肇 0772-65-3258

65 大阪府 大阪淀川天然うなぎ「鰻茶」（鰻の香り山椒煮） Ｇ・Ｌ・Ｇ株式会社（食楽の至宝） 太田勝治 06-6441-0035

66 奈良県 蘇最中アイス 葛城市観光協会 西川　好彦 0745-48-2811
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67 奈良県 本葛ぜんざい 株式会社黒川本家 黒川健 090-8587-1334

68 奈良県 吉野本葛餅 株式会社黒川本家 黒川健 090-8587-1334

69 奈良県 大和茶粥（プレーン） 株式会社RAHOTSU 別所　有可 0742-22-0904

70 奈良県 郷愁の柿 石井物産株式会社 石井　和弘 0747-34-0518

71 和歌山県 わかやまポンチ 株式会社ふみこ農園 川端　晃子 0737-53-2350

72 和歌山県 梅グラッセ 株式会社ふみこ農園 川端　晃子 0737-53-2350

73 和歌山県 熊平のんめ　９粒入り 井上梅干食品株式会社 下山　正人 0739-72-2730

74 兵庫県 燻製　薫紫　スモーク醤油 末廣醤油株式会社 末廣卓也 0791-62-0005

75 兵庫県 こうじアイス 富久錦株式会社 稲岡　敬之 0790-48-2111

76 兵庫県 和洋折衷 珈琲羊羹 株式会社神戸珈琲 若槻　裕士 078-621-3366

77 兵庫県 くぎ煮３種特選ギフト 株式会社伍魚福 松浦　由貴子 078-731-5735

78 岡山県 飯（まま）を借りるほど美味しい・ままかり寿司 有限会社　美園食品本店 榎本　正人 0868-57-3939

79 岡山県 贅沢果実トマトジュース（バンビーノ） 株式会社クニファーム 国友　正明 0867-88-8272

80 岡山県 海燻　牡蠣の燻製オリーブオイル漬け 牡蠣の家しおかぜ 野崎厚子 0869-25-0225

81 広島県 江波せんべい　海鮮しぼり焼牡蠣 巴屋清信有限会社 部谷　真徳 082-293-3171

82 広島県 牡蠣オリーブ油漬 巴屋清信有限会社 部谷　真徳 082-293-3171

83 広島県 柿羊羹　祇園坊 株式会社平安堂梅坪 竹内　恒彦 082-277-8181

84 広島県 極小ちりめん 有限会社石野水産 石野　智恵 0823-54-1505

85 広島県 贅沢ぽん酢　瀬戸のしずく 三国酢造株式会社 国木　昭宏 0827-52-2660

86 広島県 淡雪花 株式会社藤い屋 藤井　嘉人 0829-44-2221

87 広島県 瀬戸田レモンケーキ　島ごころ 株式会社パティスリーオクモト 奥本　隆三 0845-27-0353

88 広島県 瀬戸田レモンジャム　果香蜜 株式会社パティスリーオクモト 奥本　隆三 0845-27-0353

89 広島県 たらちりめん茶漬 イトク食品株式会社 小倉一洋 0848-48-1650

90 広島県 透かしちりめん 有限会社ねっかけんサワノ 澤野　敏昭 0823-51-2989

91 広島県 あなご蒲鉾詰合せ（桐箱） 株式会社　出野水産 出野　恵梨 082-278-1614

92 山口県 オイル・ルージュ ふるさと萩食品協同組合 中村和也 0838-24-4937

93 山口県 オイル・ポニーフィッシュ ふるさと萩食品協同組合 中村和也 0838-24-4937

94 山口県 オイルサーディン オイシーフーズ 新村　一成 0820-73-1113

95 山口県 銘酒「獺祭(だっさい)」の酒粕を使った魚の粕漬 株式会社　林商店 林　憲志 083-222-2585

96 鳥取県 山陰の味大風呂敷 宝製菓株式会社 池田　宏一 0858-49-5555

97 島根県 ﾚﾄﾙﾄ食べるしじみ味噌付ｾｯﾄ　KG-14 株式会社河村食材 河村 正 0853-63-1547

98 島根県 神在餅　出雲ぜんざい 株式会社　原寿園 原　孝徳 0853-21-2511

99 島根県 八雲縁結び　島根県宍道湖産しじみ汁 平野缶詰有限会社 平野　靖雄 0852-21-2596

100 島根県 伝承本ゆべし 美都物産金谷農産加工 篠原演子 0856-52-2177

101 島根県 東出雲 畑 ほし柿 畑ほし柿生産組合 冨士本　数彦 090-9504-7337

102 香川県 オリーブ茶　ペットボトル 株式会社ヤマヒサ 植松勝久 0879-82-0442

103 香川県 なつかしの藻塩 合同会社藻塩工房 武村　幸雄 087-882-5836

104 香川県 オリーブサイダー 有限会社　谷元商会 谷元　秀史 0879-82-0806

105 香川県 香川県産本鷹唐辛子�鬼びっくり一味 株式会社山清 松下　時夫 087-878-2231

106 香川県 つぶ辛子の酢漬け�(ジパング)角瓶45g 株式会社山清 松下　時夫 087-878-2231

107 徳島県 木頭柚子しぼり 株式会社きとうむら 中川公輝 0884-68-2212

108 徳島県 ゆう玉 株式会社茜庵 西川　綾乃 090-5853-8633

109 徳島県 柚子じゅうす 株式会社茜庵 西川　綾乃 090-5853-8633

110 徳島県 すだちじゅうす 株式会社茜庵 西川　綾乃 090-5853-8633

111 徳島県 阿波遊山 株式会社茜庵 西川　綾乃 090-5853-8633

112 徳島県 なると金時　おいもさん鳴門っ娘 有限会社　鳳月坊 谷崎　美和 088-685-6101

113 徳島県 すだち三盆 有限会社　鳳月坊 谷崎　美和 088-685-6101

114 徳島県 やまもも三盆 有限会社　鳳月坊 谷崎　美和 088-685-6101

115 徳島県 藍三盆 有限会社　鳳月坊 谷崎　美和 088-685-6101

116 徳島県 和三盆　よろこび 有限会社　鳳月坊 谷崎　美和 088-685-6101

117 徳島県 和三盆　蓮菓 有限会社　鳳月坊 谷崎　美和 088-685-6101

118 大分県 冠地鶏のにくしょう 合名会社まるはら 原　絵美 0973-23-4145

119 大分県 ほっとみかんジュース 豊予農場 石児　賢二 0978-633-0788

120 大分県 関あじ魚醤 大分市役所 甲斐佐知子 097-537-7043

121 大分県 鯛茶漬うれしの 有限会社若栄屋 後藤　源太郎 0978-63-5555

122 大分県 葉わさびソース 株式会社つえエーピー 長谷部　建美 0973-54-3210

123 大分県 関あじ味噌関さば味噌�詰合せ 京屋本店 小野　峻助 097-538-2266

124 鹿児島県 宝島　島バナナコンフィチュール 特定非営利活動法人トカラ・インターフェイス 日高　重成 099-223-0420

125 鹿児島県 屋久島からすみ 屋久島からすみ　あきもと 秋本　佳佑 090-7724-6239 

126 鹿児島県 インギー地鶏の無添加チョップドハム 有限会社鹿児島ますや 米増　昭尚 0995-66-4186

127 鹿児島県 鹿児島黒豚の５年熟成・無添加生ハム 有限会社鹿児島ますや 米増　昭尚 0995-66-4186

メールでのご連絡 ： sugiura@chiikikassei.co.jp

全体お問い合わせはこちら

株式会社　地域活性プランニング　LJマルシェ編集部

TEL  ： 03-5157-0567

担当 ： 杉浦、山中


