
予約制の個別商談会を開催いたし
ます。ご来場いただくバイヤー様の

「お探しの商品」を、出展者の食材の
中からセレクトし、専用の個別商談
デスクで事前にご希望にそって設
定したスケジュールでご商談いた
だけます。

北海道・東北
北海道 JAきたみらい 芳醇 玉葱醤油、玉ねぎと牛すじのカレー、

麦まるごとうどん

北海道 JAびえい 野菜、米、フリーズドライ

北海道 ホクレン 北海道産原料肉、畜産加工品、冷凍野菜、
乳製品、簡便片栗粉、精米、米油

北海道 JA十勝清水町 焙煎あずき茶、北海道十勝熟成黒にんにく、北海道十勝若牛の
カレー、十勝若牛ロースステーキ、十勝若牛ローストビーフ

青森県 JAつがる弘前／JA全農あおもり アップルスイーツセット 
（アップルクーヘン＋アップルフロマージュ）

青森県 JA相馬村／JA全農あおもり りんごジュース（完熟しぼり:４種、飛馬りんご、
こだわり飛馬ふじ）

青森県 上北農産加工㈱／JA全農あおもり スタミナ源たれ、スタミナ源「塩焼き」のたれ、
バラ焼きのたれ

青森県 JAゆうき青森／JA全農あおもり 黒にんにく （ペーストタイプ、バラタイプ、１玉和紙包み）

青森県 JAアオレン／JA全農あおもり 密閉搾り製法りんごジュース
（希望の雫、黄色い林檎、旬の林檎）

青森県 JA津軽みらい トマとろジュース（1ℓ、180ml）、
とろりんジュース（王林、サンふじ、紅玉）

岩手県 JAいわて中央（農事組合法人となん／
㈱兼平製麺所）

純米めん、純米冷めん、純米じゃじゃめん、
純米ひっつみ、純米温めん

岩手県 JAいわて中央／農事組合法人FS・クルー ゆきちからめん・ゆきちかららーめん・ゆきちからうどん・
あごだしつゆ

岩手県 JAいわて花巻／㈱JAグリーンサービス
花巻 プロ農夢花巻事業本部

岩手県産十二穀、発芽玄米と9種雑穀のごはん・
黒米のごはん、雑穀粉、はと麦茶

岩手県 JAいわて花巻／㈱JAグリーンサービス
花巻　ハヤチネフーズ事業本部

岩手早池峰のむヨーグルト、岩手早池峰ストレート
ジュース、岩手早池峰プレミアムヨーグルト

岩手県 JAいわて花巻／農事組合法人宮守川
上流生産組合 遠野どぶろく、県産原料ジュース各種（トマト、ニンジンなど）

岩手県 JA岩手ふるさと 田楽味噌、業務用ドレッシング、はと麦茶、前沢牛入り
フランク・ソーセージ、岩手ふるさと米ひとめぼれ

岩手県 JAおおふなと／ひころいちファーム 米粉ぱすた、米粉ぱすたスナック（コンソメ味・カレー味）、
米粉ぱすたdeシリアル

岩手県 JA新いわて（たんたん堂/㈲ファーム菅
久×㈱千秋堂）

米粉ゆべし（愛彩ひとめぼれゆべし3種）、
米粉サブレ（あやこにひとめぼれ）、みるくボール

宮城県 JA仙台／JA全農みやぎ 仙大豆 ソイヨーグルト、仙大豆 ソイチップス、
仙大豆 ソイパスタ

宮城県 JAあさひな／JA全農みやぎ 本格そば焼酎 ななつ盛、しいたけたっぷりカレー、
ブルーベリーかりんとう、ねぎみそかりんとう

宮城県 JA古川／JA全農みやぎ 環境保全米 ササニシキ、環境保全米 ささ結（東北
194号）、ササニシキ米粉入りうどん「想里（ふるさと）」

宮城県 JAみどりの／JA全農みやぎ のまいん・のまいんそふと、
レリッシュ（ジャパン・スイート・スパイシー）、青ねぎ

宮城県 ㈱パールライス宮城／JA全農みやぎ 宮城県産米（ひとめぼれ、ササニシキ、つや姫、
金のいぶき玄米、だて正夢）

秋田県 JAあきた北央 比内地鶏商品、炭火焼仕上きりたんぽ、
比内地鶏加工品

秋田県 JA秋田やまもと じゅんさい

秋田県 JA全農あきた あきたこまち、つぶぞろい、淡雪こまち、
のむりんごジュース、のむとまとジュース、漬物

山形県 JA全農山形／山形肉牛協会 山形代表ジュース、山形県産精米、山形牛、庄内豚、
山形県産酒、さくらんぼゼリー、ぶどうゼリー

福島県 JA全農福島 園芸部 しいたけ、あんぽ柿

福島県 JA全農福島 畜産部 ジェラート、福島牛、麓山高原豚（はやまこうげんとん）

福島県 JAパールライン福島㈱ 会津産コシヒカリ、会津産ひとめぼれ、
福島県産天のつぶ、福島県産里山のつぶ

福島県 ㈱JAライフクリエイト福島 米粉入喜多方らーめん、麓山高原豚ふりかけ、
福島桃の恵み、ねぎドレッシング、抹茶入り玄米茶

関東・甲信越
茨城県 JA全農いばらき 園芸部 VF課 レタス、マッシュルーム、ピーマン、パプリカ、野菜ジュース

茨城県 JA全農いばらき 畜産部 畜産直販課 常陸牛、ローズポーク、華麗なる逸品（常陸牛カレー・
ローズポークカレー）、茨城の逸品（ローズポーク加工品）

茨城県 JA常陸 常陸大黒甘納豆、米、米醗酵アイス、Lilia、
フルーツトマト

栃木県 JA全農とちぎ 冷凍にら、冷凍いちご、冷凍アスパラ、冷凍ねぎ、
栃木県産にら使用にら肉餃子・にら饅頭

栃木県 栃木県開拓農業協同組合 トマト、いちご、ほうれんそう

群馬県 高崎そだち いちご、トマト、チンゲン菜、まいたけ、うどん（高崎うどん）、
なめこ、カラーニンジン、梅ジュース、梅干し

群馬県 JA上野村 十石みそ、ジュース、天空キッチンシリーズ商品、
小ロット受託加工品

群馬県 JA全農ぐんま 一次加工キャベツ、上州牛まえばし、まえばし麦豚、
きゅうり、赤城の恵 芋焼酎・梅酒

群馬県 群馬県食肉品質向上対策協議会（JA高
崎ハム㈱／㈱群馬県食肉卸売市場）

群馬県産豚肉使用骨付きハム、
赤城の郷あらびきウインナー、上州牛、上州麦豚

埼玉県 JA全農さいたま 彩のかがやき、野菜、
彩の国黒豚ローススライス・味噌漬け・豚丼用

埼玉県 JAいるま野 彩のきずな、狭山茶、さといも、狭山茶プリンジャム

埼玉県 JA埼玉中央 のらぼう菜（伝統野菜）、いちご、いちじく、埼玉青なす
（伝統野菜）、JAオリジナルの農産加工品

千葉県 JA全農ちば 千葉県特産果実（なし、メロン、スイカ）のピューレ・
果汁、各種たれ、干し芋、畜産加工品

東京都 JA全農東京 都内産青果物および加工品　　

東京都 JA東京むさし 冷凍餃子、ドレッシング、ソース

東京都 新島農協 アシタバ

東京都 東京うど生産組合連合会 東京うど

神奈川県 JA全農かながわ 青果物、神奈川県産米「はるみ」、足柄茶、紅茶、
ほうじ茶、やまゆりポーク、やまゆり牛

新潟県 JA全農にいがた お米、いちご、きのこ

山梨県 JA全農やまなし まるごとピーチジュース、甲州牛カレー、甲州牛、
果実（もも、ぶどう、すももetc）、梨北米

鹿児島県 鹿児島協同食品㈱ 鹿児島黒豚加工品（ハム・ウィンナー・ぎょうざ）、
茶美豚加工品（ハム・ウィンナー・ぎょうざ）

沖縄県 JAおきなわ JAおきなわシークヮーサー100、沖縄シークヮーサー、アップル
＆シークヮーサー、シークヮーサー濃縮果汁（6倍）、蒟蒻ゼリー

農業生産法人等
秋田県 ㈲東雲農園 古代米（黒米）、あきたこまち、ミルキークイーン

茨城県 ㈱HATAKEカンパニー ベビーリーフ、パクチーサラダ

茨城県 ㈲水戸菜園 ベビーレタス、ケール、パクチー、ルッコラ セルバチカ、
その他ハーブ類

茨城県 農業生産法人㈱レインボーフューチャー 7種の野菜スティック、ミニレタス、寒締フルーツ人参、
ケールミックス、人参ジュース

栃木県 ㈲那須高原今牧場 チーズ工房 ナチュラルチーズ

群馬県 ㈱ワイピーファーム 桑の素、ちしゃとうの素、ちしゃとうミルクキャンディ、
いろどり野菜ジェラートギフトセット、トマトジュースギフトセット

静岡県 ㈲TOPICS 富士のセレ豚（ぶー）、LYB豚

愛知県 ㈱あいち研醸社 国産とろゆば

愛知県 ㈱たまごの里農園 尾張純系名古屋コーチン卵、尾張の濃姫、
名古屋コーチンカレー、たまごかけたまりしょう油

岐阜県 ㈱烏骨鶏本舗 烏骨鶏極かすてら、烏骨鶏ハニーカステラ百華、烏骨鶏姫
どら焼き、烏骨鶏 王妃のプリン、烏骨鶏煌バウムクーヘン

兵庫県 農業生産法人㈱キャルファーム神戸 レンジDEベジタブル、マウロの地中海トマト

岡山県 ㈱岡山マッシュルーム販売／㈲三蔵農林 フレッシュマッシュルーム、マッシュルーム加工品

宮崎県 農業生産法人おたに家㈱ おかず味噌、健康茶（黒豆茶、はと麦茶、桑の葉茶、
熊笹茶など）、はと麦の殻・中身を使用した加工品

宮崎県 ㈱栗山ノーサン 酢モツ、おさつポークの生ジャーキー、鶏肉カット

鹿児島県 ㈲花瀬農園 花瀬みどり粉末茶

沖縄県 農業生産法人㈱伊江牛 ハンバーグ、サーロインステーキ

6次化ファンド
茨城県 ㈱茨城もぎたてファクトリー 茨城産小松菜と揚げの煮物、元気ナムル！茨城小松菜、

国産小松菜ときのこの和風煮浸し、国産ほうれん草焙煎ごま和え

千葉県 ㈱ピュアディッシュ 真空適温調理

千葉県 MIRAIトレーディング㈱ 業務用バジル、業務用フリルレタス

福井県 ㈱マイセンファインフード 大豆と玄米のベジミート

京都府 こと京野菜㈱ 冷凍九条ねぎ、冷凍伏見とうがらし、冷凍万願寺とうがらし、
冷凍丹波黒枝豆、冷凍海老いも、その他冷凍京野菜

福岡県 いずも食品加工㈱ いずもの野菜チップス、TABLE VEGE（カップ）、
国産野菜チップス（カップ）

長崎県 ㈱對馬原木しいたけ 対馬産原木椎茸各種、和采里恵（味付椎茸、
椎茸ご飯の素、椎茸だしパック）、対馬産原木椎茸ギフト

JF
静岡県 伊豆・いとう地魚王国（JFいとう／㈱東平商会） いとうナゲットなど伊東市産サバ原料商品各種

三重県 JF三重漁連 あおさのり、その他海藻類、鮮魚類、養殖魚類、
水産加工品類

大阪府 JF大阪市 大阪オイルサーディン、淀川産べっこうシジミアメ、
シラスコロッケ

兵庫県 JF但馬 まるごと魚お醤油（５種の魚醤）、
むかし海苔（３種の味付け海苔）

広島県 ＪＦ広島漁連 広島産小いわしのフライ、広島産かきフライ、JFブランド
（牡蠣の佃煮、牡蠣のオイル漬け、牡蠣カレー）

愛媛県 JF愛媛漁連 養殖ハマチ高次加工品、養殖マダイ高次加工品（フィレ、ロイン、
カット、スライス）、海藻アカモク商品（原藻、ボイル、ミンチ他）

熊本県 JF天草 緋扇貝（ひおうぎがい）

東京都 JF全漁連 −

主催団体・関係団体
東京都 JA全農 広報部（生きもの育むお米コーナー） 環境に配慮したお米のPR、

田んぼの生きもの調査紹介

東京都 JA全農 営業開発部 農産加工品

東京都 JA全農 輸出対策部／JA全農インターナショナル 青果物全般、畜産品全般、米、加工食品全般、
菓子・飲料類・健康食品全般

東京都 JA全農 麦類農産部 沖縄パイン缶、ジャム

東京都 JA全農 酪農部（協同乳業㈱） 農協牛乳 1L、農協牛乳 500ML、
農協牛乳 200ML、メイトー3連カスタードプリン

東京都 JA全農 生活リテール部（全農ブランド商品） お米のミルク、焼き芋、無菌米飯、国産小麦の乾麺、
国産農畜産物の冷凍食品

東京都 全国農協食品㈱ 冷凍米飯、農産加工品

東京都 全農パールライス㈱ 無洗米GABAコシヒカリ（機能性表示食品）、こめ油、
無菌米飯栃木コシヒカリ

埼玉県 JA全農青果センター㈱ 加熱済み調理野菜、パワーサラダ、フリーズドライ

東京都 JA全農たまご㈱ しんたまご、とくたま、ふつうのたまご、
とろとろ半熟ゆでたまご

東京都 JA全農ミートフーズ㈱ 黒豚ハンバーグ、豚ロース味噌漬け、鶏味噌漬け、ミニロール
キャベツ、ピーマン肉詰め、ビーフシチューハンバーグ 他

東京都 全農チキンフーズ㈱ 鹿児島ミートボール1㎏、チキンナゲット、
鶏肝しぐれ煮、産地パック

東京都 ㈱農協観光 地域交流事業に関するご紹介、
物販通販サイト「サトクル」のご紹介

東京都 大丸有フードイノベーションプロジェクト トマト、トマトジュース、低臭にんにく、にんにくパウダー、
干しぶどう、緑茶、焼きちくわ

エ リ ア 別 出 展 者 一 覧
都道府県 出 展 者 名 TAC 出 展 予 定 商 品

東海・北陸
富山県 JA全農とやま 富山米、黒豆茶

石川県 JAおおぞら 能登棚田米コシヒカリ、能登米コシヒカリ、餅、干し芋、
塩蔵山菜

石川県 JA加賀 ブロッコリー、白ねぎ、椎茸、味平カボチャカレー、
味平カボチャスープ、かぼちゃミルク（キャンディー）

石川県 JA全農いしかわ 石川県産米「ひゃくまん穀」、エアリーフローラ、
のとてまり、能登牛

石川県 JAはくい 能登のはとむぎ茶、ハトムギ焙煎全粒粉、
はとむぎ焼酎、自然派はとむぎ化粧品、自然栽培米

石川県 JA松任 松豆ばうむ、もち麦

福井県 JA福井県経済連／福井県JAグループ 日本酒「福煌」、純米酒、純米大吟醸、焼酎「ほのぼの」各種、
梅あられ「梅ころりん」、素敵なカレー、若狭牛ごはんだれ

福井県 JA福井市／福井県JAグループ もち、福井米菓あられ

福井県 JA永平寺／福井県JAグループ ピクニックコーン、れんげ米１ｋｇ、ＪＡ永平寺そばセット、
ガーリックソース3本セット、黒蒸しニンニク

福井県 JA敦賀美方／福井県JAグループ 梅干し、梅肉、梅ドライフルーツ、梅ピューレ

岐阜県 JA全農岐阜／岐阜アグリフーズ㈱ 岐阜イチゴ、ぎふの米、飛騨牛、飛騨旨豚

静岡県 JA静岡経済連 静岡茶揉一ひとえシリーズ（山、里、富士山育ち）、静岡茶揉一
ひとえを使ったお菓子（たるとけーき）、静岡抹茶パンケーキ

静岡県 JAとぴあ浜松 葉ねぎ、セルリー、みつば、新玉ねぎ、チンゲンサイ、
サラダ菜、エシャレット、春菊

静岡県 JAとぴあ浜松 葉ねぎ、セルリー、みつば、新玉ねぎ、チンゲンサイ、
サラダ菜、エシャレット、春菊

愛知県 JAあいち経済連 青果、鶏卵、精米

三重県 JA全農みえ 三重県特産米紙パックシリーズ（贈答箱入り）900g×3

三重県 JAみえきた 非常時持出米、シナモンティー、伊勢茶、和紅茶

三重県 JA三重中央 久居果樹振興協議会 ひさい梨セミドライフルーツ

近畿
京都府 JA全農京都 京野菜（九条ねぎ・京みず菜・万願寺甘とう）、

干しいも、カット冷凍野菜、キャベツ、タマネギ

京都府 JA京都やましろ 京都宇治碾茶The Uji、京都府産宇治茶、
抹茶パウダー、ほうじ茶パウダー、抹茶入ケール青汁

大阪府 JA全農大阪（大阪府野菜共販農協連絡協議会） 水なす、キャベツ、ふき、しゅんぎく

兵庫県 JA全農兵庫 淡路島たまねぎスープ、淡路島たまねぎドレッシング、
小豆茶（丹波大納言）、 小豆粥（丹波大納言）

中国・四国
鳥取県 JA全農とっとり 無洗米ＧＡＢＡライス、三朝神倉大豆 大豆あんどらやき・

納豆・豆乳、生姜パウダー

島根県 JAしまね 出雲地区本部 干しいちじく、いちじく姿煮、いちじくジャム、
ワインコンポート、いちじくゼリー

島根県 JAしまね 斐川地区本部 発芽はと麦茶、発芽焙煎出雲はとむぎ茶、
はとむぎきな粉、精白はとむぎ、ひまわり油

岡山県 JA勝英 作州黒推進委員会 黒々茶、黒大豆の加工品他

岡山県 JA全農おかやま F1 『清麻呂』

広島県 JA全農ひろしま ペボラ（カープ応援米、恋の予感）、
広島県産野菜および加工品

広島県 JA三原 瀬戸田レモン、瀬戸田ネーブル、八朔

広島県 JA広島果実連 八朔

広島県 ㈱ヒロシマ・コープ 八朔濃縮果汁

山口県 JA全農やまぐち はなっこりー、せとみ、ねぎ

徳島県 JA全農とくしま／㈱鳴門のいも屋 ザ すだちウォーター、芋棒、いも餅、金時小金

愛媛県 JA西条 武丈桜（日本酒）、米粉うどん、米粉

愛媛県 JAひがしうわ 宇和米（JAひがしうわブランド米）、みかんジュース

高知県 JA高知はた ゆず甘酢、ゆず塩だれ、ゆずみつソース、四万十茶、
しまんと農法米

高知県 JA全農こうち 土佐の緑茶 ペットボトル 500ml、
土佐の番茶 ペットボトル 500ml

高知県 JA土佐れいほく わんぱくゆずじゅーす、小夏じゅーす、郷のゆず ゆずこしょう、
土佐れいほくゆずゴマ、乾燥ぜんまい

九州・沖縄
福岡県 JA筑前あさくら 博多万能ねぎとはかた地どりの中華スープ、柿チップ、

柿ピューレ、あさくらさんちのお茶

福岡県 福岡県はかた地どり推進協議会（農事組
合法人福栄組合／JA全農ふくれん） 福岡県はかた地どり

福岡県 JAにじ 国産トマト トマトスープ、柿チップ、あまおうワイン、
柿ワイン

福岡県 JAみい 白がゆ、ラディッシュのやさしい酢漬け

佐賀県 JAさが SAGA VegeSoup 5種の野菜スープ、
さがグリーンアスパラソース、グリーンアスパラペースト

長崎県 JA全農ながさき いちご、デコポン、アスパラガス、恋みかんジュース、
長崎和牛

熊本県 JA熊本経済連グループ ユーユーフーズ㈱ くまもとデコポンゼリー、四季菜物語 乾燥しょうが・乾燥たけのこ・
乾燥れんこん、阿蘇産干し芋（シルクスイート）、きくちのえごま油

熊本県 JAくま／㈱あさぎり農園 粉末スムージー、赤汁（ビーツ粉末）

大分県 JA全農おおいた 果汁（カボス・柚子・八朔・清見・伊予柑・キウイ・いちご・
甘太くん（高糖度カンショ））、冷凍とうがらし、大葉、にんにく

鹿児島県 ㈱JA食肉かごしま 鹿児島黒牛（全国和牛能力共進会総合優勝）、
鹿児島黒豚

鹿児島県 鹿児島くみあい食品㈱ 野菜全般、果物全般、漬物、黒酢

都道府県 出 展 者 名 TAC 出 展 予 定 商 品 都道府県 出 展 者 名 TAC 出 展 予 定 商 品

※TACは地域農業の担い手に出向くJA担当者の愛称です。全国で約1,600名のTACが約8万の農業経営体を訪問し、年間約66万回の面談活動を行い、担い手の農業経営に関する相談に応えています。

特別セミナー 聴講
無料

予約制個別商談会

※前回の様子

いま食品関連業界の最前線で課題となっているテーマをピックアップ。
各テーマの専門家が2日間にわたり、会場内特設ステージで課題解決に
向けたビジョンを示す特別セミナーです。ご期待ください。

出展商品等の最新情報につきましては、
公式ホームページにてご確認ください。

http://www.ja-shoudankai.jp/

国産農畜産物の今後の流通について
JA全農 チーフオフィサー
戸井 和久 氏

12：30～13：303月15日（木）

食卓の未来
～食MAP®食卓１０年トレンドと主婦の座談会より～ 
大日本印刷株式会社 包装事業部マーケティング企画本部　
プランニング第１部 部長 
久和野 英明 氏 　

15:30～16:303月14日（水）

ローソンと成城石井の
商品開発と今後の取組み
株式会社成城石井 商品本部 副本部長 兼 
株式会社ローソン 成城石井事業本部 本部長補佐
鈴木 嘉之 氏 　

13：30～14：303月14日（水）

Amazonフレッシュの戦略
アマゾンジャパン合同会社　ディレクター 
Amazon フレッシュ事業本部長
白子 雅也 氏　

11：00～12：003月15日（木）

2018年度を左右する３視点
～プリンシパル・エコノミー、時間資本主義、宅配問題～
フロンティア・マネジメント株式会社　代表取締役
松岡 真宏 氏

14：00～15：003月15日（木）

※上記の掲載情報は2月16日現在のものです。最新情報は公式サイトでご確認ください。 ※農業協同組合法人の出展者名は愛称を使用しています。

※前回の様子

※上記セミナー内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

第12回JAグループ国産農畜産物商談会 概要 別 紙


