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出展者名 カテゴリー 商品 出展者名 カテゴリー 商品

1

（株）EECO 和洋菓子

オーガニックアイスクリーム・ティーラテパウダー

44

THINK MASTER CORPORATION

食肉・水産加工

生ソーセージ・鶏肉コロッケ

2

井口製菓（有） 和洋菓子 粟餅（あわもち）

45

スワインジェネティクス（株）

食肉・水産加工

豚人工授精用精液

3

石松商事（株） 和洋菓子 御海苔おかき・一株えのき

46

（株）玉澤

食肉・水産加工 ローストビーフ・やわらかチャーシュー

4 （株）オーナー商会

和洋菓子
日配(和・洋)、菓子・パン　全般

47

玉澤時男

食肉・水産加工

いきいき金華豚・遠州　夢咲牛

5

（株）玉華堂 和洋菓子

みそまんじゅう・静岡とろける生チョコクッキー

48

（株）七星

食肉・水産加工

粗引きチャーシュー

6

ジャパンパスカル（株）

和洋菓子 ＨＯＫＯＲＯ・クリーム大福

49

（同）にんたま

食肉・水産加工

鳥骨鶏たまご・烏骨鶏のつくね

7

しょうが屋 和洋菓子

干し芋・ペット用干し芋・生姜ジャム

50

（有）浜名湖ファーム
食肉・水産加工

うずら燻製玉子・うずら生卵

8

（株）たこ満 和洋菓子

ちびまる子ちゃんアマンド娘・大砂丘チーズ

51

浜松ハム（株）

食肉・水産加工

静岡プレミアムポークウィンナ—・ももハム

9

（株）田町梅月 和洋菓子

御用菓子　布橋の雪・わがしふぉん（仮称）

52

（株）春野コーポレーション

食肉・水産加工

豚肉「はまな三丁目の豚肉」「ほの国二丁目の豚肉」 (仮)

10

田村製菓（有） 和洋菓子

まるるんちーず・抹茶クリームサンド煎餅

53

（特非）はるの山の楽校
食肉・水産加工

ジビエ肉（野生鳥獣）

11

（株）月と蛍 和洋菓子

干し芋 ゆみか・干し芋 ゆみか（栄養機能）

54

（株）むらかみ

食肉・水産加工

百年ハンバーグセット・肉のむらかみハンバーグ

12

（株）パントーネシステム

和洋菓子

黒糖かりんとう・紅茶かりんとう 55

（有）レッカーランドフクカワ

食肉・水産加工

自家製三ヶ日牛コンビーフ・自家製手作りレバーパテ

13

日之出物産（株） 和洋菓子 俵クレープ(クラウンメロン)

56

（有）カネ吉

食肉・水産加工

釜揚げしらす・しらす干し

14

フェール・ユンヌ・フルール

和洋菓子 シフォンケーキ・焼きドーナツ

57

（株）サンク

食肉・水産加工

オマールロブスターテルミドール・生食用イセエビ

15

（株）ヤタロー 和洋菓子

らっかもなか・ラスコギフトBOX
58

松田食品（株）

食肉・水産加工

浜名湖のり佃煮・静岡佃煮「富士乃松」シリーズ

16

和菓子処ひので軒 和洋菓子

佐吉のふるさと銘菓　くるまもなか・玄米だんご

59

（有）ヤマサ水産

食肉・水産加工

浜名湖産青のり

17

（有）相馬パン パン

天然酵母　モリンガ１７穀米食パン・山型食パン

60

（株）魚磯 惣菜 浜松餃子弁当

18

（株）鶴田屋本舗 パン

静岡メロンパン・トマトオニオン食パン

61

うまいもん空海 惣菜 遠州浜松餃子

19

手作りサンドイッチ　サン太郎

パン

野菜サンド・メロンクリームサンド
62

うまいら（株） 惣菜

万能みそ　うまいら・うまいらピリ辛ドレッシング

20

Rusoma SAND パン

クリームチーズサンド【いちご】・【マスカット】

63

可美給食（株） 惣菜

浜松ご当地浜名湖うなぎもんじゃコロッケ

21

ICHIGOYA 農産物 きらぴ香・紅ほっぺ

64

（株）共栄商会 惣菜

サクサクわさびのり・わさび漬「封印」

22

笑顔畑の山ちゃんファーム

農産物

山のするめ大根（切り干し大根） 65

（有）元気食品 惣菜 遠州えび芋コロッケ

23

川島米穀店 農産物

ＧＡＢＡ　ＭＡＸ　玄氣・玄氣（玄米）

66

（株）五味八珍 惣菜

浜松餃子・冷凍生餃子（業務用）

24

（株）しあわせ野菜畑

農産物

オーガニック野菜セット・有機干し野菜

67

（有）斉藤商店 惣菜 玄米黒酢大豆・国産昆布豆

25

静岡県温室農業(協)

クラウンメロン支部

農産物 クラウンメロン

68 （株）食文化倶楽部

惣菜

オリーブおばさん（オリーブオイル）・オリーブママ

26

杉山ナッツ 農産物 ピーナッツバター　

69

（株）スリーパーティーズ

惣菜 ビッグＡＱ餃子

27

とよだ園芸 農産物 きくらげ・乾燥きくらげ

70 （有）竹泉　浜北店

惣菜

遠州の大漁 海鮮祭丼・浜名湖三種味くらべ俵おこわセット

28

ナグリ・ファーム 農産物

かっちゃんトマト・トマトピューレ
71

（株）銚子屋本店 惣菜 きのこご飯の素・柚子だいこん

29

（有）ハーベスト浜松

農産物

七人の侍　えだまめ・うなぎいも 72

ドットオノックス（株）

惣菜 かぼすぽんず・かぼすみそ

30

（株）パシオス（上村農園）

農産物 グリーンアスパラガス

73 生餃子工房いえやす

惣菜 いえやす餃子・げんこつ肉餃子

31

（株）秀商 農産物

浜松九条葉ねぎ・苦節24年　海辺の甘ニラ

74

花餃子 惣菜 花餃子

32

メロンショップマエシマ（有）

農産物

クラウンメロン・クラウンメロンゼリー

75 （株）浜松食品計画

惣菜

浜松餃子学会謹製　浜松餃子・ワインカレー

33

（株）森島農園 農産物

チャイルドリーフ（こまつな）・らくらくごはん防災セット

76

（株）平出章商店 惣菜

三ケ日みかんミンス・いちごピューレ

34

大塚製茶（株） 飲料 最高級深むし茶

77

HIRO WORLD（同）

惣菜

コシーニャ（チキン）・フライチーズパン

35

（株）オールライフサービス

飲料

健康茶、粉末・顆粒製品ほか飲料の受託製造

78

（株）まちおこしパートナーズ肴町

惣菜 浜松肴町　おとよさん餃子

36

荻原製茶 飲料 月夜摘み茶・鬼番ほうじ茶

79 （株）丸岩松本商店

惣菜

丸岩 漬物の絶品盛り合わせ・おなます

37

西村農園 飲料

復刻熟成紅茶Papa Tea・緑茶豆 80

（有）丸福 惣菜 まるふくの肉餃子

38

長谷川製茶（株） 飲料 特上煎茶・抹茶

81

（株）マルマツ 惣菜

浜松餃子　味彩・どうまい!!　浜松餃子

39

花の舞酒造（株） 飲料

花の舞Abysse（アビス）・超辛口純米酒

82

（株）MUNDIAL foods

惣菜

冷凍キャッサバ・オニオンスープの素

40 ひしだい製茶（株）

飲料

遠州掛川茶・「ガールズ＆パンツァー」コラボペットボトル茶

83

（株）Ｊ－シューテック

ＳＤＧｓ

オイルキャッチャー「ら・ポいる」

41

（株）陽だまりファーム

飲料

陽だまり梅ドリンク・陽だまりみかんジュース

84

（株）マツノ ＳＤＧｓ ヴイセブン・フレッシュエコ

42

MATCHA KAORI JAPAN（株）

飲料 MATCHA KAORI

43

（株）八幡屋茶舗 飲料

スティクロ・煎茶粉末・ほうじ茶粉末


