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㈱ビーエスフジ 輸出拡大支援事業事務局

都道府県 事業者様名 選定商品

北海道 株式会社 かまだ商店 はこだて産だし昆布

北海道 株式会社 ＳＹＯＫＵＳＡＮ 米粉

北海道 北海道チクレン 農業協同組合連合会 北海道産ビーフシチュー

北海道 北海道チクレン 農業協同組合連合会 北海道産ビーフカレー

北海道 北海道チクレン 農業協同組合連合会 北海道産牛どんの具

北海道 株式会社 ベイクド・アルル 北海道リッチエッグプリン～ＫｉＭＩ～

北海道 株式会社 ベイクド・アルル 北海道なまらでっかいシュー

北海道 株式会社 ベイクド・アルル 5種のベリー贅沢レアチーズケーキ

北海道 株式会社 ベイクド・アルル じっくり窯焼きクッキーシュー　北海道ミルク

北海道 株式会社 ベイクド・アルル じっくり窯焼きクッキーシュー　カスタード

北海道 株式会社 ベイクド・アルル 純白ロール　ピュア

北海道 株式会社 ベイクド・アルル きら雪フロマージュ

北海道 株式会社 ベイクド・アルル スイートミルク生チョコレート

北海道 株式会社 見方 なまらかま棒（とうもろこし）

北海道 株式会社 見方 なまらかま棒（枝豆チーズ）

北海道 株式会社 丸三美田実郎商店 顆粒片栗粉とろみちゃん

北海道 有限会社 くら屋菓子舗 羊羹八雲

北海道 株式会社 札幌グルメフーズ プレミアム北海道牛乳キャラメル

北海道 株式会社 札幌グルメフーズ 夕張メロン熟しぼり

北海道 株式会社 土倉 北海道産大地の恵み（麦茶・とうきび茶・黒豆茶バラエティパック）

北海道 なめがたしおさい 農業協同組合 冷凍焼き芋　紅優甘

北海道 株式会社 北海道名販 なめ茸270ｇスタンドパック

北海道 株式会社 北海道名販 焼きにんにくなめ茸270ｇスタンドパック

北海道 株式会社 北海道名販 きのこ釜めしの素（１合）

北海道 株式会社 札幌グルメフーズ 夕張メロンハーフカットチョコレート

北海道 株式会社 札幌グルメフーズ 北海道いちごハーフカットチョコレート

青森県 株式会社 マルヌシ あおもり串酒場　いか（清水森ナンバ）

青森県 株式会社 マルヌシ あおもり串酒場　いか（津軽海峡の塩）

青森県 株式会社 マルヌシ あおもり串酒場　さば（清水森ナンバ）

青森県 株式会社 マルヌシ あおもり串酒場　さば（津軽海峡の塩）

青森県 株式会社 マルヌシ あおもり串酒場　ほたて（清水森ナンバ）

青森県 株式会社 マルヌシ あおもり串酒場　ほたて（津軽海峡の塩）

青森県 株式会社 山神 漁師のほたてフライ

青森県 株式会社 木村食品工業 りんごジュース

青森県 武輪水産 株式会社 しめさば

岩手県 株式会社 ひろの屋 CAS冷凍うに（つぼぬき）

岩手県 株式会社 ひろの屋 CAS冷凍うに（50gパック）

輸出有望商品の発掘・テスト販売事業

【débutante : New Selection of JAPAN FOODS】

一次選定結果のお知らせ

この度は、輸出有望商品の発掘・テスト販売事業【débutante : New Selection of JAPAN FOODS】に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。

皆さまからご応募いただきました資料に基づき、厳選なる審査を実施させて頂きました結果、本事業の一次選定商品が下記の通りに決定致しましたので、ご案内申し上

げます。一次選定商品の事業者様には、事務局からメールまたは電話にてご連絡をさせて頂きますので、ご対応のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

※事業者様名および選定商品におきましては、応募の際にご入力頂いたデータで掲載させて頂いております。予めご了承下さい



岩手県 株式会社 ひろの屋 塩うに

岩手県 株式会社 ひろの屋 蒸しうに

秋田県 林泉堂 株式会社			 <乾>稲庭ラーメン			

秋田県 株式会社 ひろまる食品工房 菊芋乾燥チップ

秋田県 株式会社 大潟村あきたこまち生産者協会 大地の甘酒

山形県 有限会社 玉谷製麺所 サクラパスタ

山形県 有限会社 玉谷製麺所 月山七割そば

山形県 有限会社 玉谷製麺所 月山麦切り

山形県 有限会社 玉谷製麺所 雪結晶パスタ

山形県 米鶴酒造 株式会社 マルマス米鶴 限定純米吟醸

山形県 米鶴酒造 株式会社 米鶴 盗み吟醸 大吟

宮城県 株式会社 木の屋石巻水産 真いわし味噌煮

宮城県 株式会社 阿部蒲鉾店 あべかまキッチンシリーズ かまぼこハンバーグ

福島県 渋谷レックス 株式会社			 ポンクリスプ　グリーンピースチップス

福島県 渋谷レックス 株式会社			 ポンクリスプ　小豆チップス

福島県 渋谷レックス 株式会社			 ポンクリスプ　緑豆チップス

茨城県 京遊膳 花みやこ ブラッドオレンジ胡椒

茨城県 京遊膳 花みやこ 納豆ディップ

茨城県 京遊膳 花みやこ 幻の翡翠桃っ子（シロップ漬）

栃木県 株式会社 おばねや 若採り里ごぼう（かつお味）漬物

栃木県 ひざつき製菓 株式会社 カルシウムせんべい

栃木県 ひざつき製菓 株式会社 おいしいふわせんできました。海老醤油味

栃木県 ひざつき製菓 株式会社 おいしいふわせんできました。青さ醤油味

栃木県 西堀酒造 株式会社 愛米魅 I MY ME 金の純米酒

栃木県 西堀酒造 株式会社 愛米魅 I MY ME ゆず酒

栃木県 西堀酒造 株式会社 門外不出 純米吟醸 55

栃木県 西堀酒造 株式会社 門外不出 純米大吟醸 CLEAR BREW

栃木県 株式会社 野州たかむら どうぶつべっこう飴

栃木県 株式会社 野州たかむら どうぶつべっこう飴　さくら

栃木県 株式会社 野州たかむら どうぶつべっこう飴　ゆず

栃木県 株式会社 野州たかむら どうぶつべっこう飴　青梅

栃木県 株式会社 野州たかむら どうぶつべっこう飴　甜茶

栃木県 株式会社 野州たかむら どうぶつべっこう飴　抹茶

栃木県 株式会社 野州たかむら 和べっこう飴

栃木県 株式会社 壮関 からしれんこんチップ

栃木県 株式会社 壮関 くきりんの茎わかめうす塩味

栃木県 株式会社 壮関 くきりんの茎わかめ梅しそ味

栃木県 株式会社 壮関 のり塩れんこんチップ

栃木県 株式会社 壮関 れんこんチップ　瀬戸内レモン味

栃木県 株式会社 壮関 梅れんこんチップ

栃木県 株式会社 ダイエー アップルチーズタルトパイ

栃木県 株式会社 ダイエー チーズ最中

栃木県 株式会社 ダイエー いちご杏仁セット

群馬県 有限会社 ツトム食品 SoyNyack（大豆こんにゃく麺）

群馬県 モチクリームジャパン 株式会社 プレミアムモチクリームアイス デイリーフリー バニラ

群馬県 株式会社 北毛久呂保			 こんにゃく

群馬県 根岸物産 株式会社 ヴィーガンらーめん　豚骨風味　１食

群馬県 根岸物産 株式会社 ヴィーガンらーめん　豚骨風味　2食

群馬県 有限会社 せい 粉末みそ「ふりふる」新物

群馬県 有限会社 せい 粉末みそ「ふりふる」熟成



群馬県 株式会社 ＯＫＭ グルテンフリー フライ粉

群馬県 株式会社 ミートコマツ Ｗrapizza(ラッピッツア）

群馬県 株式会社 糀屋 塩糀

群馬県 株式会社 糀屋 糀ドレッシング

群馬県 根岸物産 株式会社 ヴィーガンらーめん　みそ味　2食

群馬県 根岸物産 株式会社 ヴィーガンらーめん　醤油味　１食

群馬県 根岸物産 株式会社 ヴィーガンらーめん　醤油味　2食

群馬県 株式会社 糀屋 糀屋藤平の甘酒

東京都 株式会社 岡直三郎商店			 日本一スパイス

東京都 株式会社 ストロングハート ストロングバー(カカオブラック)

東京都 株式会社 岡直三郎商店			 国産有機再仕込みしょうゆ			

東京都 日本活魚 株式会社 車エビ　みそ漬

東京都 日本活魚 株式会社 福良煮（エゾアワビ煮貝）

東京都 株式会社 ショクリュー 焼きさざえ

東京都 株式会社 ショクリュー さば焼き

東京都 株式会社 ショクリュー あなご蒲焼ききざみ

東京都 株式会社 椎茸祭 oh dashi(椎茸)

東京都 株式会社 錦松梅 錦松梅

東京都 株式会社 Japonte 十穀味噌

東京都 株式会社 Japonte 十穀味噌クリスピー

東京都 株式会社 Japonte 有機ドライ温州みかん・スライス

東京都 株式会社 Japonte 西のとろあなご煮穴子

東京都 株式会社 リライト 黒にんにく

東京都 株式会社 リライト 野菜まるごと万能だし・スープ

東京都 株式会社 リライト ナイスリム納豆　うす塩

東京都 株式会社 小善本店 のりあーと　さくら

東京都 株式会社 小善本店 のりあーと　こいのぼり

東京都 株式会社 小善本店 のりあーと ハロウィン

東京都 株式会社 小善本店 のりあーとクリスマス

東京都 株式会社 小善本店 のりあーと忍者

東京都 株式会社 小善本店 のりあーとにゃんこ

東京都 株式会社 小善本店 のりあーと水族館

東京都 株式会社 うめはら ユズ カット5ミリ

東京都 株式会社 海星 グルテンフリー米粉のパスタ　ペペロンチーノ

東京都 マルハニチロ 株式会社 レンジで簡単調理 骨とり鱈（MSC)のみぞれ煮

東京都 株式会社 CHAYAマクロビフーズ 豆乳カルボナーラ

東京都 株式会社 椎茸祭 oh dashi(トマト)

東京都 株式会社 Japonte 有機抹茶 Culinary Standard

神奈川県 丸イ食品 株式会社 無添加はちみつ梅干

神奈川県 富士貿易 株式会社 黒風–KUROKAZE –（へべす黒生姜シロップ）

千葉県 株式会社 森傳 焼海苔　特秀

千葉県 株式会社 カネジョウ大﨑 至高の塩鯖　ろく助塩使用

千葉県 窪田味噌醤油 株式会社 鰹だしみそ　初だしの味

埼玉県 有限会社 桃太郎食品 グルテンフリーラーメンタイプ

埼玉県 有限会社 桃太郎食品 グルテンフリーフィットチーネ

埼玉県 有限会社 桃太郎食品 ハラル醤油ラーメン

埼玉県 有限会社 桃太郎食品 やさしいラーメン

埼玉県 有限会社 桃太郎食品 ハラル焼きそば

埼玉県 有限会社 桃太郎食品 やさしい稲庭風うどん

埼玉県 株式会社 大成 赤魚筑前煮



埼玉県 株式会社 大成 いわし蒲焼き

埼玉県 BOXトレーディング 東京コーラ

埼玉県 つむぎや（土田物産 株式会社） つむぎうどん

埼玉県 特定非営利活動法人 埼玉農業おうえんしたい 狭山 Single Origin Tea Tasting Pack

埼玉県 弓削多醤油 株式会社 弓削多 燻製醤油

新潟県 株式会社 吉兆楽 雪蔵氷温熟成®　新潟こしひかり　パックごはん

新潟県 株式会社 ライスグローワーズ 特別栽培米コシヒカリ

新潟県 株式会社 ごはん 特別栽培魚沼産コシヒカリ使用　包装米飯　白米　180ｇ

新潟県 株式会社 三忠 ジャパニーズ餃子（ノンミート）

新潟県 株式会社 ワイエムフーズ 厚焼き玉子

新潟県 株式会社 ワイエムフーズ 冷凍茶碗むし（ストレートタイプ）

新潟県 株式会社 ごはん 特別栽培魚沼産コシヒカリ使用　包装米飯　玄米　180ｇ

新潟県 株式会社 ごはん 特別栽培魚沼産こしいぶき使用　鮨飯　白米　200g

新潟県 株式会社 ごはん 特別栽培魚沼産こしいぶき使用　鮨飯　発芽玄米　160g

富山県 魚津 漁業協同組合 釜上げほたるいか

石川県 北陸製菓 株式会社 米蜜ビスケットシナモン＆ジンジャー5枚入

石川県 株式会社 金沢こんにゃく研究所 こんにゃく米

山梨県 アスマイルジャパン 株式会社 食べるハイビスカス

山梨県 有限会社 横内製麺 もっちもちもち麦うどん

山梨県 株式会社 中村商事 23時は大人のジャム マスカットベリーA

長野県 株式会社 信州 KornuKopia (コルヌコピア） ジェニーさんのりんご畑 アップルバター

長野県 株式会社 信州 KornuKopia (コルヌコピア） ジェニーさんのりんご畑 アップルソース

長野県 マルマン 株式会社 金山寺みそ漬の素（萬醸）

長野県 株式会社 マル井 味付あらぎりわさび→冷凍輸送の可否を確認要

長野県 株式会社 マル井 本わさびドレッシング

長野県 株式会社 マル井 本わさびチーズ→冷凍輸送の可否を確認要

長野県 信越明星 株式会社 国産小麦の稲庭風ざるうどん（流水解凍）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（野沢菜）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（野菜ミックス）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（切り干し大根）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（かぼちゃ）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（粒あん）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（ぶなしめじ）

長野県 有限会社 いろは堂 炉ばたのおやき（ねぎみそ）

長野県 株式会社 おびなた 極み抹茶そば

岐阜県 米SweetS	 米クッキー

岐阜県 今井醸造 合名会社 飛騨みそ 麦麹

岐阜県 今井醸造 合名会社 飛騨みそ 米麹

岐阜県 桜井食品 株式会社 有機らーめん 醤油味

岐阜県 桜井食品 株式会社 有機らーめん 味噌味

岐阜県 桜井食品 株式会社 ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん

岐阜県 桜井食品 株式会社 ベジタリアンのとんこつ風らーめん

岐阜県 ツキオカフィルム製薬 株式会社 きんきらふりかけ

岐阜県 ツキオカフィルム製薬 株式会社 打箔ひらひら

岐阜県 ツキオカフィルム製薬 株式会社 ゴールドスプレー流星

静岡県 ななや（丸七製茶 株式会社） お茶チョコ　藤枝抹茶

静岡県 株式会社 岩清 焼津鯖ラーメン（味噌味）

静岡県 カメヤ食品 株式会社 カメヤ わさびドレッシング

静岡県 カメヤ食品 株式会社 カメヤ　わさび塩

静岡県 丸福製茶 株式会社 ポチャージュ抹茶



静岡県 カネロク松本園 燻製紅茶

静岡県 株式会社 銚子屋本店 福神漬

静岡県 株式会社 銚子屋本店 青かっぱ漬

静岡県 株式会社 小山園茶舗 うす茶糖

静岡県 酪農王国 株式会社 丹那のわさびバター

静岡県 株式会社 新丸正 食べるだし醤油

静岡県 株式会社 マルモ森商店 夏の煎茶　ティーバッグ5gｘ13個入

静岡県 カメヤ食品 株式会社 カメヤ　おろし本わさび

静岡県 カメヤ食品 株式会社 カメヤ　わさびふりかけ

静岡県 カメヤ食品 株式会社 カメヤ わさびマヨネーズタイプ

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 抹茶パウダー

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 ほうじ茶パウダー

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 Sweet Matcha Powder

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 Sweet Houjicha Powder

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 Sweet Genmaicha Powder

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 LOVE TEA?有機抹茶入り玄米茶ティーバッグ5個入

静岡県 株式会社 カクニ茶藤 LOVE TEA? シリーズ有機焙じ茶ティーバッグ5個入

静岡県 株式会社 銚子屋本店 しば漬

静岡県 株式会社 銚子屋本店 さくら漬

愛知県 ナカキ食品 株式会社 ナカキヌードル

愛知県 山本製粉 株式会社			 即席ラーメンたぬき親父の逸品　ピリ辛

愛知県 山本製粉 株式会社			 即席ラーメンたぬき親父の逸品　やきそば

愛知県 山本製粉 株式会社			 即席ラーメンたぬき親父の逸品　豚骨風

愛知県 株式会社 盛田トレーディングカンパニー 金しゃち名古屋赤味噌ラガービール

愛知県 株式会社 平松食品 伝伝　さんま蒲焼（NO MSG)

愛知県 株式会社 平松食品 伝伝　にしんうま煮（NO MSG)

愛知県 合資会社 野田味噌商店 粒豆みそ（生）

愛知県 ヤマサちくわ 株式会社 青じそオリーブオイル

愛知県 兼光水産 株式会社 うなぎ蒲焼き

愛知県 兼光水産 株式会社 うなぎ白焼き

愛知県 いしかわ製茶 有機栽培抹茶　涼風の精

愛知県 合資会社 野田味噌商店 木桶熟成　即席赤だし

三重県 ミエハク工業 株式会社 麦茶ティーパック

三重県 有限会社 上野屋 こんにゃく香肌麺

三重県 株式会社 メンズワーフ そば侍

三重県 株式会社 メンズワーフ そうめん侍

三重県 株式会社 萬来トレーディングコンサルタント 香味塩わさび

三重県 株式会社 保田商店			 おもちパスタ

三重県 みえぎょれん販売 株式会社 焼のり10枚

滋賀県 こだわりの頑固屋			 まめこん

滋賀県 こだわりの頑固屋			 昆布屋自慢のこんぶふりかけ								

滋賀県 有限会社 永源寺マルベリー 有機桑茶

京都府 有限会社 やくの農業振興団 京そば素麺　夜久野かすみ

京都府 株式会社 矢野園 有機抹茶

京都府 株式会社 矢野園 宇治ほうじ茶ティーバッグ　芳

京都府 株式会社 矢野園 宇治抹茶

京都府 株式会社 矢野園 宇治玄米茶ティーバッグ　玄

京都府 株式会社 矢野園 失敗しないカンタン抹茶キット

京都府 株式会社 矢野園 宇治煎茶ティーバッグ　煎

京都府 株式会社 矢野園 粉末緑茶



京都府 有限会社 巨泉 お手作りタイプの京最中

京都府 株式会社 矢野園 宇治雁ヶ音 萌

京都府 株式会社 矢野園 宇治深蒸し茶 深

京都府 株式会社 矢野園 宇治深蒸し茶 翔

京都府 株式会社 矢野園 宇治抹茶入り煎茶　舞

京都府 有限会社 巨泉 宇治のチョコレート

京都府 株式会社 古畑園 有機抹茶

大阪府 鴻池運輸 株式会社 とろ鯖煮付け

大阪府 鴻池運輸 株式会社 鮭の西京焼き

大阪府 株式会社 川喜 銀だら西京漬

大阪府 株式会社 エス・トラスト 和ごころ十勝カマンベールチーズあられ（小）

大阪府 アドバンス 株式会社 鍋スープ(生姜風味）

大阪府 アドバンス 株式会社 鍋スープ（柚子風味）

大阪府 リボン食品 株式会社 ファットウィッチ ブラウニー

大阪府 株式会社 長﨑堂 カステーラ

大阪府 株式会社 長﨑堂 抹茶カステーラ

大阪府 株式会社 長﨑堂 黒糖カステーラ

兵庫県 東亜食品工業 株式会社 GFしょうゆラーメン

兵庫県 東亜食品工業 株式会社 GFしょうゆヌードル

兵庫県 東亜食品工業 株式会社 とんこつ風ラーメン

兵庫県 東亜食品工業 株式会社 米粉うどん

兵庫県 カネテツデリカフーズ 株式会社 カネテツ　ヴィーガン餃子

兵庫県 株式会社 寺尾製粉所 国産もち麦パンケーキミックスＡ 400g

兵庫県 株式会社 浪花昆布 無添加お茶漬け昆布

兵庫県 東亜食品工業 株式会社 米粉そうめん

兵庫県 ソライナ 株式会社 えんどう豆ミートで作ったキーマカレー

兵庫県 平野製麺所 淡路島手延べそうめん　御陵糸

兵庫県 光海 株式会社 旨しお海苔　ごま油風味

兵庫県 株式会社 播磨灘 播磨灘　冷凍牡蠣

奈良県 表具師 高梧堂 三輪の七福素麺「幸せ」

和歌山県 紀南 農業協同組合			 ドライフルーツ紀州南高梅

和歌山県 株式会社 エムアファブリー 熊野の香り ４８９６

和歌山県 中野BC 株式会社 梅シロップ「梅の初恋」

広島県 オタフクソース 株式会社 輸出用お好みソース

広島県 株式会社 上万糧食製粉所 WA-PANKO			

広島県 倉橋島海産 株式会社 牡蠣屋がつくった絶品かきフライ

広島県 株式会社 後藤商店 後藤の梅酢

鳥取県 有限会社 田畑商店 梨＆らっきょうドレッシング（旨塩仕立て）

鳥取県 有限会社 田畑商店 梨＆らっきょうドレッシング（醤油仕立て）

鳥取県 有限会社 田畑商店 梨＆らっきょうドレッシング（白味噌仕立て）

鳥取県 有限会社 田畑商店 梨フルーツらっきょうディップ(わさび入りタルタルソース）

鳥取県 友田セーリング 株式会社 蒸気の技　肩ほぐし

鳥取県 友田セーリング 株式会社 焼きサバ(骨取り)

島根県 しまね有機ファーム 株式会社 有機ミックススパイス

島根県 しまね有機ファーム 株式会社 有機ゆず胡椒

島根県 しまね有機ファーム 株式会社 有機ゆず

島根県 しまね有機ファーム 株式会社 有機ゆず胡椒 グリーン

島根県 株式会社 大磯 わかめスープ（化学調味料不使用）

島根県 Sky Farm 玄米麺

山口県 株式会社 柚子屋本店 柚子マーマレード



徳島県 光食品 株式会社 有機ジンジャーHOTソース（国産有機ゆず・生姜・唐辛子使用）

徳島県 光食品 株式会社 有機ゆず唐辛子HOTソース

徳島県 光食品 株式会社 有機ゆずフルーツスプレッド			

徳島県 鳴門金時蒸留所 情留酒　鳴門金時　焼き芋

徳島県 株式会社 阪東食品	 BAKASCO			

徳島県 株式会社 阪東食品 有機ドリンクすっすっす

徳島県 株式会社 池添蒲鉾店 フィッシュカツ

徳島県 株式会社 阪東食品 みちこの有機ぽんず

徳島県 株式会社 阪東食品 ゆずそると

徳島県 有限会社 斎藤酒造場 阿波黒蜜梅酒

徳島県 西地食品 有限会社 すだちシロップ

徳島県 西地食品 有限会社 ストロングジンジャー

徳島県 西地食品 有限会社 ゆずシロップ

徳島県 株式会社 柚りっ子 青ゆずりっ胡椒80gチューブ

徳島県 株式会社 柚りっ子 赤ゆずりっ胡椒80gチューブ

徳島県 株式会社 柚りっ子 れんこん入りゆずみそ柚りっ子

徳島県 株式会社 柚りっ子 木頭ゆず柚茶200g

徳島県 株式会社 E-yo Tokushima in Japan 生甘酒シャーベット

香川県 千金丹ケアーズ 株式会社 黒ごまペースト 白くまラベル

香川県 株式会社 トラスト・ジャパン 讃岐うどん

愛媛県 株式会社 昆布森 ひじき白和えの素

愛媛県 株式会社 昆布森 めかぶ塩

愛媛県 株式会社 昆布森 美肌わかめ

愛媛県 株式会社 オカベ 柚子ようかん

愛媛県 株式会社 オカベ カルちゃん

愛媛県 株式会社 オカベ おかず穴子　ごま

愛媛県 株式会社 オカベ あごだしの素

愛媛県 株式会社 オカベ 伊勢海老だしの素

愛媛県 株式会社 オカベ グルメチーズランドＭ

高知県 株式会社 タナカショク			 百三珍ＧＦ　豆腐ジャーキー			

高知県 豊由湖 株式会社 ぽん酢

高知県 豊由湖 株式会社 鰹旨味発酵塩(オリジナル）

高知県 豊由湖 株式会社 鰹旨味発酵塩(山椒入り）

福岡県 株式会社 マルミツサンヨー 日本の果実ゼリー

福岡県 丸三食品 株式会社 濾し袋入りだしの素30入(箱)

福岡県 丸三食品 株式会社 ふりだしのりだしの素　32包入

福岡県 ニシモト食品 株式会社 食品添加物無添加・無着色　柚子こしょう

福岡県 ニシモト食品 株式会社 わさびパウダー

福岡県 ニシモト食品 株式会社 食品添加物無添加・無着色　かぼすこしょう

福岡県 株式会社 キヨトク ウマカラわさび＆チリ

福岡県 ニシモト 食品株式会社 博多　黄金のたまごめん

福岡県 株式会社 ブランドツール 潤果

福岡県 株式会社 ジョーキュウ あごだし

福岡県 株式会社 ジョーキュウ 香味煮付

福岡県 株式会社 七尾製菓 抹茶クリームサンド

福岡県 柳川冷凍食品 株式会社 海鮮アヒージョ風パスタ

福岡県 麻生商事 株式会社 日本産　真鯛昆布締めフィレ

福岡県 麻生商事 株式会社 日本産　真鯛柚子締めフィレ			

福岡県 麻生商事 株式会社 からすかれい煮つけ

福岡県 麻生商事 株式会社 さば煮つけ

福岡県 麻生商事 株式会社 赤魚煮つけ



福岡県 蛭子屋 合名会社 スタミナ味噌

福岡県 株式会社 七尾製菓 生姜せんべい

佐賀県 サンポー食品 株式会社 棒状　九州博多とんこつラーメン

佐賀県 天吹酒造 合資会社 天吹　純米大吟醸50

佐賀県 天吹酒造 合資会社 天吹　低温瓶貯蔵

佐賀県 天吹酒造 合資会社 日下無双　純米60　生

佐賀県 天吹酒造 合資会社 日下無双　純米60

佐賀県 天吹酒造 合資会社 日下無双　純米大吟醸45　生

佐賀県 天吹酒造 合資会社 日下無双　純米大吟醸45

佐賀県 株式会社 ヨシムラ 銀だら切り身みりん干し

長崎県 ダイニング味遊 手延べラーメン　乾麺各種

長崎県 ごと 株式会社 ごと焼きごと芋

長崎県 株式会社 菓秀苑森長			 カステラざんまい長持ち（定番）			

長崎県 株式会社 みそ半 隠れ岩松　塩にゅうめん

長崎県 株式会社 みそ半 隠れ岩松　島原手延べそうめん

熊本県 株式会社 Ｍｒ．Ｏｒａｎｇｅ みずたまご

熊本県 株式会社 千成堂 グリーンスナックピスタチオわさび味

大分県 株式会社 マルトモ物産 マルトモの焼き乾椎茸パウダー

大分県 中和国際 株式会社 豊の寒梅

大分県 株式会社 ファインド・ニューズ メキシカン・バジルソース

大分県 株式会社 ファインド・ニューズ ぷちぷち柚子マスタード

大分県 株式会社 ファインド・ニューズ フレッシュ・バジルソース

大分県 三嶋屋（有限会社 エムライフシティ） 酒蔵のあまざけ（麹のあまざけ）

宮崎県 株式会社 杉本商店 九州産原木栽培乾しいたけ

宮崎県 合同会社 ながのファーム 黒にんにく

宮崎県 株式会社 デイリーマーム 和風ゴボチ

宮崎県 株式会社 デイリーマーム ゴボチ

宮崎県 株式会社 デイリーマーム キャロチ

宮崎県 ヤマエ食品工業 株式会社 高千穂峡つゆ　かつお味うまくち

宮崎県 スローライフトゥ 株式会社 すっぱbeautea

宮崎県 株式会社 宮崎合同食品 しいたけ屋さんのちらし寿司の素

鹿児島県 有限会社 重久盛一酢醸造場 ミガキイチゴ・ビネガー

鹿児島県 冨士屋製菓 有限会社 ミガーミル

鹿児島県 冨士屋製菓 有限会社 恋するレモンキャンディ

鹿児島県 有限会社 エール おくら茶

鹿児島県 逢夢コーポレーション 株式会社 安納芋の餡じゃむ

鹿児島県 逢夢コーポレーション 株式会社 紅はるかの餡じゃむ

鹿児島県 逢夢コーポレーション 株式会社 ムラサキ芋の餡じゃむ

鹿児島県 福山食品 株式会社 パスタージャ

鹿児島県 セイカ食品 株式会社 ボンタンアメ

鹿児島県 セイカ食品 株式会社 セイカの塩せん

鹿児島県 株式会社 横福 薫の塩麹にんにく

鹿児島県 株式会社 ホートク食品 ジャパンナチュラルスーパーフードエナジ―プロテイン不老仙

鹿児島県 株式会社 オキス ごぼう茶

沖縄県 株式会社 スクワラン本舗 食べる野菜酵素ゼリー

沖縄県 島唐食品 節照りたれ

沖縄県 株式会社 新垣通商 もずく素麺　250g


