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企業名 製品名

ア 会津天宝醸造 株式会社 会津こしひかり味噌

青森県農産品加工 協同組合 あおもり正直村つぶ納豆（大）

赤間醸造 株式会社 赤間手づくり国産味噌　満願

アミティ 有限会社 無燻蒸干し柿　たねなし

イ 株式会社 石川商店 しらたき（極細仕立て）　250g

白糸こんにゃく　200g

伊豆食文化公園 株式会社 大根寒干し漬

伊豆食の味噌

伊勢製餡所 株式会社 雅あずき　200ｇ

伊勢あんもなか

おいしいこしあん300g

おいしいつぶあん300g

こしあん300ｇ

つぶあん300ｇ

磯部源治 日本蜜蜂のはちみつ

イチビキ 株式会社 無添加国産しょうゆ

株式会社 井出トマト農園 桃太郎トマトケチャップ

桃太郎トマトジュース

合名会社 伊藤商店 傳右衛門みそ

傳右衛門たまり

株式会社 稲葉納豆工業所 国産鈴丸納豆

北海道納豆

井上梅干食品 株式会社 紀州産蔵出し梅干

株式会社 芋慶 芋次郎

ウ うつぼや池田食品 株式会社 鰹節屋のだしパック

オ 奥野食品 株式会社 菰野スーパーロマン

オシキリ食品 株式会社 十勝納豆ひきわり

十勝納豆小粒

十勝納豆

株式会社 小田垣商店 兵庫県産　丹波黒豆きな粉

カ 有限会社 春日養蜂場 夏の深山蜜

初夏の里山蜜

春の里山蜜

春桜蜜

伊吹百草蜜

金砂郷食品 株式会社 粢薬膳納豆

粢納豆

有限会社 カネスエ製麺所　鈴鹿工場 三重の味うどん

キ 有限会社 紀州高田果園 紀州高田果園産　有機JAS認定　高田の梅　昔ながらのしそ梅干し

株式会社 きたかわ商店 北海粒あん

有限会社 久在屋 まったりおぼろ

すっぴんやっこ

はんなりもめん

キングフーズ 株式会社 おいしいきな粉

丹波黒豆きな粉

株式会社 金トビ志賀 金トビ名古屋きしめん

金トビきぬあかり饂飩

金トビきぬあかり冷麦

金トビきぬあかり素麺

ク 九鬼産業 株式会社 九鬼 国産セサミン金ごまきなこ

株式会社 くすむら 消泡剤無添加おぼろ豆腐

消泡剤無添加もめん豆腐

消泡剤無添加絹こし豆腐

大寿

汲み上げ湯葉

國松本店 濱納豆物語 はまなっとう×青じそ生ふりかけ

濱納豆 徳用袋（155ｇ）

株式会社 久米吉 五代目久米吉　板こんにゃく

社会福祉法人 くりのみ園 沼目越瓜の粕漬

くりのみの米こうじ味噌

コ 糀屋三郎右衛門 白甘みそ

おふくろ自慢中辛

おふくろ自慢甘口

ふるさと自慢

米寿

すずしろの里

有機京の里

京の里

江津コンクリート工業 株式会社 スパルタ生まれの笑ちゃんのトマトジュース

農業組合法人 五箇山特産組合 五箇山堅豆腐
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コ 小島食品製造 株式会社 無添加マーマレード

無添加いちごジャム

無添加いちじくジャム

コジマフーズ 株式会社 有機玄米もち

有機玄米ごはん

有機玄米小豆ごはん

有機玄米よもぎもち

有機発芽玄米おにぎり（プレーン）

株式会社 小杉食品 あおさのり納豆

国産小粒納豆

国産中粒納豆

国産有機小粒納豆カップ3

国産有機小粒納豆カップ2

日本の黒豆

都納豆

有限会社 壽屋漬物道場 本格醸造りんご酢

小松屋商店 壺押し生芋糸こんにゃく

こんにゃく芋だけで手造りしました

サ 佐藤醸造 株式会社 あいちの豆みそ

シ 信州そば処山麓 安曇野手打ちそば

ス 杉浦味淋 株式会社 古式三河仕込　愛桜　純米本みりん（3年熟成）

古式三河仕込　愛桜　純米本みりん

セ 株式会社 瀬戸内オリーブ 瀬戸内オリーブオイル

ソ 株式会社 早和果樹園 味こいしぼり

タ 株式会社 だいずデイズ スーパー発芽大豆50g

合同会社 ダイセン創農 毎日がとまと曜日　ストレートトマトジュース

宝塚はちみつ 宝塚マロン

フローラ宝塚

ジェンヌの花束

メイフラワー

春一番

田村造酢 株式会社 柿酢

ツ 株式会社 津乃吉 黒豆煮

テ てらがき農園 農薬を使用していない南高梅(昔梅）

ト とうふ屋しろ すくい豆腐

絹こし豆腐

木綿豆腐

薄あげ

東洋ライス 株式会社 金芽ロウカット玄米ごはん

タニタ食堂の金芽米ごはん

有限会社 ドリームズファーム 美味かめし　特別栽培コシヒカリ100%

ナ ナイトウ 株式会社 天然醸造　内藤味噌　ふつう仕込み

株式会社 長崎五島うどん 五島手延うどん（国産小麦100％）

合名会社 中定商店 宝山たまり　十水

宝山味噌　吟醸　すり

ニ 有限会社 二反田醤油店中津工場 三年完熟醤油

ハ NPO法人 はぁもにぃ はぁもにぃ養蜂部のはちみつ　さとのはな

はぁもにぃ養蜂部のはちみつ　からすざんしょう

合資会社 八丁味噌 三河産大豆　八丁味噌　化粧箱(HB-M1)

株式会社 半兵衛麸 国内産　すきやき麸

汲み上げゆば

生平ゆば

生小巻ゆば

国内産　おつゆ麸

有限会社 萬里 飛騨生搾りえごま油

ヒ 株式会社 氷見うどん美濃屋 美乃氷見うどん

美乃氷見うどん全粒粉

フ 有限会社 福梅本舗 梅仙人の白干梅

しそ漬梅

ホ 株式会社 豊年屋 国産いりごま黒50ｇ

星野物産 株式会社 上州地粉田舎うどん

上州地粉手振りうどん

上州地粉手振りひやむぎ

上州地粉手振りそうめん

北海道はまなす食品 株式会社 はまなす黒豆納豆

北海道産小粒納豆ゆきしずか

マ 前原製粉 株式会社 佐賀県産大豆きな粉100ｇ

「白山の恵み」石川米白玉粉160ｇ

特栽（福岡）ひよくまる餅 300ｇ

株式会社 松尾 みかんドライフルーツ
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マ 株式会社松尾 梨ドライフルーツ

いちじくドライフルーツ

平核無柿ドライフルーツ

富有柿ドライフルーツ

きわみみかんジュース

mamirika's 日本みつばち自然の恵み　はちみつ　和

マルサンアイ 株式会社 国産素材100%　無添加生　熟成こうじ

株式会社 丸惣 有機梅干

丸中醤油 株式会社 丸中醸造醤油

ミ 有限会社 水上食品 北海道産たま富久良

昆布煮豆

みたけ食品工業 株式会社 大豆粉と米粉のパンケーキミックス

金のきな粉

北海道丸大豆きな粉

国内産うぐいすきな粉

彩のかがやき米粉パウダー

上新粉

モ 有限会社 森田醤油店 万能だし醤油

手造りぽん酢

農薬不使用のゆずぽん酢

有機国産丸大豆しょうゆ

丸大豆しょうゆ うすくち

丸大豆しょうゆ こいくち

三年熟成生醬油　さいしこみ

むらげの醬

三年熟成醤油　さいしこみ

国産丸大豆生しょうゆ

ヤ ヤマキ食品 株式会社 国産なたね油

株式会社 ヤマヒサ 有機しょう油

自社農園栽培オリーブ油

ヤマヤ醤油 有限会社 浜納豆

ユ 有限会社 由布院散歩道 ネーブルジャム

かぼすジャム


