
出展者一覧（五十音順）(敬称略)
※24日（金）は販売店様向け

展示会となります。

時間 ﾌ゙ ｽー番号 メーカー名 テーマ

10：15 ～ 10：45 4-17
こだわりの味（協）

理事長講演
食の安全について

10：50 ～ 11：10 4-5 合同食品(株) コロッケ

11：15 ～ 11：35 2A-4 TYK(株) からすみ

11：40 ～ 12：00 2B-17 (資)山万加島屋商店 味噌

12：05 ～ 12：25
3A-1～

3A-3
(株)愛農流通センター 石けん歯ブラシ

12：30 ～ 12：50 3A-9 (株)食品企画 ﾐｰﾄｿｰｽ・麻婆豆腐

12：55 ～ 13：15 4-8 (株)角谷文治郎商店 三河みりん

13：20 ～ 13：40 2B-5 (株)エイシンフーズ 削り節

13：45 ～ 14：05 3B-6 (株)製茶問屋　山梨商店 べにふうき

14：10 ～ 14：30 2A-5 (有)渡邊水産 干物

■講演情報 ■ ３月２５日(土)講演会会場にて

※お席に限りがございますので、お荷物は受付にお預けいただくか
　膝の上に置いて頂けます様、御協力を宜しくお願い致します。

新企画

愛知県名古屋市 静岡県富士市 長野県上田市 山梨県南アルプス市 静岡市葵区

(株)愛農流通センター 加戸米販(株) (有)信州ワタナベ 長谷川醸造(株) (有)望月茶飴本舗
静岡県焼津市 静岡県藤枝市/静岡市駿河区 静岡県焼津市 静岡県藤枝市 島根県仁多郡

アサヒ･サプリエ(株)
金子食品工業所(25日のみ）

こだわりの味(協)
杉本　一詩 葉っピイ向島園(株) (有)森田醤油店

愛知県田原市 静岡県賀茂郡 岡山県岡山市 福岡県福岡市 島根県浜田市

(株)渥美フーズ カネサ鰹節商店 (株)鈴木屋　 (株)林久右衛門商店 (有)やさか共同農場
静岡県富士市 宮崎県北諸県郡 愛知県碧南市 静岡県藤枝市 静岡県賀茂郡

(資)荒川製麺工場 (株)上沖産業 (株)角谷文治郎商店 原田海藻㈲ (有)山信
静岡県富士市 山形県飽海郡 静岡県藤枝市 愛知県高浜市 静岡市葵区

(有)幾見養鶏 (有)木川屋本店 (有)善食 (株)麩屋銀 (株)製茶問屋　山梨商店

静岡県御前崎市 山梨県西八代郡市 静岡県牧之原市 千葉県船橋市 長野県岡谷市

石原園 (株)桑郷 (有)大漁苑 ボーソー油脂(株) (資)山万加島屋商店
静岡市清水区 静岡県沼津市 静岡県藤枝市 山梨県富士吉田市 静岡県焼津市

(株)いちうろこ 鶏林食品(株) (株)大黒屋 (株)前田源商店 ヤマモ水産(株)
静岡市清水区 大阪府豊中市 静岡県焼津市 静岡県焼津市 静岡県焼津市

伊藤食品(株) 合同食品(株) 高草ファミリー農産 (株)丸川 (株)山和フーズ
愛媛県大洲市 静岡市駿河区 北海道函館市 静岡県富士市 秋田県横手市

(有)いのうえ果樹園 小沼製餡(株) (有)タカハシ食品 丸喜食品(株) 横手養蜂園
 静岡市清水区 静岡市葵区 福岡県筑後市 静岡市葵区 島根県出雲市

(同)ウイズダムフード (有)桜井蒟蒻店 (株)武久 マルハチ食品(株) (有)渡邊水産
滋賀県高島市 岐阜県美濃加茂市 静岡市駿河区 神奈川県横浜市

うねの農園 桜井食品(株) (株)玉善 (有)ミワ･コーポレーション

静岡市清水区 静岡市葵区 静岡県田方郡

(株)エイシンフーズ (有)サスサン朝原商店 丹那牛乳(函南東部農協)

東京都目黒区 愛知県常滑市 神奈川県横浜市

(有)ｴﾑｹｲｱﾝﾄﾞｱｿｼｴｲﾂ 澤田酒造(株) TYK(株)
愛知県岡崎市 長野県下伊那郡 静岡県袋井市

太田油脂(株)
(有)燦燦
（さんさんファーム） デンマーク牧場福祉会

大阪府大阪市 愛知県豊橋市 群馬県太田市/静岡県焼津市

(株)大村屋 (株)サンショク
東毛酪農直販(株)
(株)シモムラフーズ

静岡市駿河区 島根県出雲市 静岡県島田市

御菓子処　餅ぞー (有)三和農産 東和フーズ㈱
大阪府柏原市 静岡県浜松市 富山県砺波市

岡村製油(株) (株)シガポートリー トナミ醤油(株)
静岡県沼津市 静岡県沼津市 静岡市駿河区

奥寅商店 静岡県漁業協同組合連合会 (株)冨良食品　

静岡市清水区 長野県飯田市 静岡県浜松市

小倉食品(株) (株)信濃雪 とんきい((有)三和畜産)

福島県郡山市 広島県尾道市 静岡県焼津市

(株)小田原屋 (株)純正食品マルシマ 鳥越製粉(株)
静岡市葵区 東京都渋谷区 高知県南国市

(株)片山 (株)食品企画 南国にしがわ農園
静岡市清水区 静岡市清水区 宮崎県宮崎市

(有)川口喜代二商店 (株)白帆タンパク 白玄堂

2A-2～
2A-3

3A-9 3B-2

3A-12
1-2～
1-3

3B-1

2B-6 2B-9 2A-8

1-10 3A-17 2B-12

3A-13 2A-7 2B-14

2A-6 2A-1
1-5～
1-6

3A-10 2A-11 4-12
24日のみ

4-3 3B-10 2A-9

4-4 4-9 2A-4

3A-14 3A-6 4-11
24日のみ

3B-12
24日のみ

3A-8 1-8 3B-11

2B-5 2B-1 2A-10

3A-7 3A-5 2A-15 1-1 3A-4

3B-13
24日のみ

1-4 2B-7 1-15 2A-5

1-12 2B-13 4-1 4-7 1-13

2B-11 4-5 3B-8 1-14 2B-3

3A-11
展示のみ

2A-13 2A-12 2B-10 3B-6

3B-5 3B-4
25日のみ

2A-14
3A-15～
3A-16

2B-17

4-6 2B-2 4-2 2B-4 2B-16

1-7 1-9 4-8
4-10-25
25日のみ

2B-15

3A-1～
3A-3

3B-9 3B-14
24日のみ

1-11 4-10-24
24日のみ

2B-8 4-17 3B-7 3B-3 2B-18
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