
フードメッセinにいがた2020

出展者一覧

2020/10/15現在

小間番号 出展社名 出展区分(1) 主な出展予定品

J-10 株式会社R.F.E 食品・食材 クラフトコーラ

G-19 株式会社藍匠（十日町商工会議所） 食品・食材
縄文キウイ茶、縄文キウイ酵素飲料、さるなし羊羹、こく

わジャム、さるなしドロップ

I-16 株式会社青木農場（黒埼商工会） 食品・食材
青木農場のこがね餅・しゃぶしゃぶ餅・かた餅、青大豆き

な粉、冷凍おこわ、冷凍焼きドーナツ

I-06/M-06 阿賀野「食」ビジネスマッチング協議会 食品・食材; その他

O-21 Akihaもち麦プロジェクト 食品・食材
新潟市秋葉区産”白雪もち麦”のパック商品や菓子など

の加工品

L-21
農事組合法人あけぼのクラブ（新潟市江南区食の特

産品開発協議会）
食品・食材

ひらたけ、ひらたけ乾燥、パックピラフ、タモギタケ、タモギタ

ケパウダー

I-09 有限会社アサップ（新井商工会議所） 食品・食材
新潟県妙高市産の食用ほおずきを使ったサイダー、ジャ

ム、ドレッシング、スプレッド、カレー

F-13 アトリエミーマ（新潟商工会議所） 食品・食材

米粉（新潟県産）を使用したクッキー等の焼き菓子と

村上九重園と宮尾酒造、津川町山崎麹とのコラボス

イーツである発酵三昧パウンドケーキ。

I-09 新井商工会議所 食品・食材 妙高山の雪解け水が育んだ妙高、新井の逸品

J-12
新股・河原角農畜産物加工施設（株式会社小国い

きいき街づくり公社）
食品・食材

天然わらび、天然うど、天然ふき、山菜ミックスの醤油漬

け、水煮等

F-13 株式会社あんフーズ新潟（新潟商工会議所） 食品・食材
新潟の特産品を使用したオリジナルあんこで作った水よう

かん、及びパン用あんこの瓶詰

J-11 飯豊町 食品・食材
ひょうまんじゅう、山菜水煮、きゃらぶき、くるみなんばん、

炊き込みごはんの素

O-02 いごねりの早助屋（佐渡連合商工会） 食品・食材 いごねり

I-19
石山味噌醤油株式会社（新潟市健幸づくり応援食

品ネットワーク）
食品・食材 塩分０％味噌風味調味料、超低塩味噌　ほか

L-10 苺の花ことば 食品・食材
越後姫（見本）、越後姫を使用した加工品、苺ギフ

ト・加工品ギフト

G-19 有限会社いち粒（十日町商工会議所） 食品・食材 人参ジュース、とまとジュース、ギフト商品

M-03 岩手県産株式会社 食品・食材 岩手県の特産品とサヴァ缶商品の紹介とご提案

O-14 魚沼醸造株式会社 食品・食材 乾燥米こうじ、糀甘酒、

O-15
魚沼農耕舎（食まちうおぬまネットワーク推進協議

会）
食品・食材

ギフトセット（コシヒカリ）、魚沼雪室そば、リゾット米　

他

M-09 うおぬま屋（長岡市南部地区商工会） 食品・食材 キレイにうれしい「スープジュレで食べる洋風こぶ巻き」

O-21 うめやんKitchen（Akihaもち麦プロジェクト） 食品・食材 Akihaパンケーキミックス

I-24 越後味噌醸造（峰村醸造） 食品・食材 味噌、醤油

L-21
えんでばよこごし（新潟市江南区食の特産品開発協

議会）
食品・食材 梨のパウンドケーキ、とうきびあん団子

G-01 おいもプロジェクト 食品・食材
柏崎野菜を使った6次化事業の先駆けとして、じゃがい

もの各種加工品を紹介します。

J-13 株式会社オークリッチ（村上市） 食品・食材 放飼い鶏の卵、おいしい醤油

I-09 太田醸造株式会社（新井商工会議所） 食品・食材

糀だけのあま酒　300ｇ・毘沙門みそ1ｋｇのこし、つ

ぶ・しょうゆの味180ｇ・糀だけのあま酒チューブタイプ

180ｇ

O-21 御菓子司 羽入（Akihaもち麦プロジェクト） 食品・食材 もち麦かりんとう

J-06
御菓子処 渡計（阿賀野「食」ビジネスマッチング協議

会）
食品・食材 彩花～さやか～

J-12 株式会社小国いきいき街づくり公社 食品・食材 雑穀を食べるあまざけ、たかきびうどん

J-12
株式会社小国町地域総合商社（株式会社小国いき

いき街づくり公社）
食品・食材 わらび餅、短角牛ソーセージ

J-13 株式会社貝沼農場（村上市） 食品・食材 米、黒にんにく

J-16 加治川商工会 食品・食材 マカロン、乾めん

O-11 割烹 太田家 食品・食材
鮭と銀だらの味噌漬け、鮭のライスバーガー、鮭の味噌

漬ジャーキー

J-16 有限会社カネミヤ（加治川商工会） 食品・食材 乾麺（そうめん、うどん、そば等）

I-21
株式会社叶味家（公益財団法人新潟市産業振興

財団）
食品・食材 佐渡島黒豚の焼売等
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L-16 加茂商工会議所 食品・食材 お菓子、お米、お酒、めんつゆ、汁缶、箸

Ｍ-16 川上農園（村松商工会） 食品・食材 エゴマオイル、エゴマを使った各種食品

F-13 有限会社関食（新潟商工会議所） 食品・食材 当社オリジナル加工品

I-09 有限会社かんずり（新井商工会議所） 食品・食材
かんずり、生かんずり、かんずり小袋、和風激辛ソース

雷、かんずり関連商品

L-05
株式会社神田酪農（阿賀野「食」ビジネスマッチング協

議会）
食品・食材 やすだ愛情牛乳・ジェラート・モナカアイス

J-02 株式会社木の屋石巻水産 食品・食材
鯨大和煮缶詰、ホヤビリ辛煮缶詰、金華さば缶詰、宮

城県産カキ缶詰 等

M-05
京ヶ瀬豆富 まめ工房いとう（阿賀野「食」ビジネスマッチ

ング協議会）
食品・食材 とうふ、油揚げ、氷菓、水切りとうふ

O-02 キンちゃん本舗（佐渡連合商工会） 食品・食材 リンゴジュース、米粉麺

I-16/I-17 黒埼商工会 食品・食材

H-01 五代目 森山清次兵衛 食品・食材 玄米餅おかき、米粉、玄米粉

O-18 株式会社小玉屋（南魚沼市） 食品・食材
南魚沼産の食材（八色しいたけ・天恵菇や美雪ますな

ど）を活かした調味料・加工品

I-07
有限会社コトヨ醤油醸造元（阿賀野「食」ビジネスマッ

チング協議会）
食品・食材 長期熟成木桶仕込の醤油およびその加工品等

J-13 合資会社小林醤油店（村上市） 食品・食材 味噌・醤油

M-07 こばやし農園（阿賀野「食」ビジネスマッチング協議会） 食品・食材 大豆ビーガンチーズ

F-13 株式会社小針水産（新潟商工会議所） 食品・食材
市蔵漬、いかかんずり干し、カニ屋のかにおこわ、ホタテか

んずり干し

I-05 米屋かたぎり（阿賀野「食」ビジネスマッチング協議会） 食品・食材 米加工品、パックごはん、白米、玄米

Ｍ-16 酒井米店（クレープ＊はなちゃん）（村松商工会） 食品・食材 米粉クレープ

L-09 酒井食品加工所 食品・食材 とんかつ・惣菜・串揚げ用などの業務用パン粉

G-03 酒田米菓株式会社 食品・食材 せんべい

L-01 株式会社さかたや 食品・食材 大福、さくら餅、ルレクチェ、どらやき、越後姫どらやき

M-02 佐渡発酵株式会社 食品・食材
佐渡の甘酒 麹のおちち 飲む・食べる、佐渡のどぶろく7°

～12°、佐渡の濁酒寒元・原醪

L-11 里山工房ふくふく 食品・食材 とちもち大福、山菜、ふきのとうオリーブオイル漬

O-02 佐渡連合商工会 食品・食材 農産・水産加工品など

J-01 さやま　モリンガラボ 食品・食材 モリンガ開発商品（ジェラード・お茶・パン・スイーツ等）

O-21
株式会社サンカントピュール（Akihaもち麦プロジェク

ト）
食品・食材 おはぎぷりん、あきは十色、里山のこもれび

F-01 株式会社サンファーム泉 食品・食材
アロニアベリーを使用した、ジャムやジュースなどの加工

品。ポリフェノールたっぷり！

M-19 ＪＡ新潟市（新潟市北区特産物研究協議会） 食品・食材 農産加工品

L-19 JA新潟みらい（新潟市南区産業振興課） 食品・食材 加工品用枝豆　他

O-19 新発田食品工業団地 食品・食材 食品加工品

O-02 株式会社しまや（佐渡連合商工会） 食品・食材
沢根だんご・大福（栃・あんぽ干柿など）・ロールケーキ

（米粉・地鶏卵など）

I-13 上越商工会議所 食品・食材

J-16 有限会社正和（加治川商工会） 食品・食材 マカロン、練り切り、和菓子

O-15 食まちうおぬまネットワーク推進協議会 食品・食材

O-21 株式会社白銀カルチャー（Akihaもち麦プロジェクト） 食品・食材 新潟市秋葉区産「秋葉の里　白雪もち麦」

L-19 しろね農業青年部（新潟市南区産業振興課） 食品・食材 果樹、果樹加工品、米　他

J-13 株式会社新耕農産（村上市） 食品・食材 特別栽培米コシヒカリ、ゆきん子舞

I-19
社会福祉法人親和福祉会（新潟市健幸づくり応援

食品ネットワーク）
食品・食材 新潟市秋葉区産のもち麦

O-21
社会福祉法人親和福祉会（Akihaもち麦プロジェク

ト）
食品・食材

新潟市秋葉区産白雪もち麦パック商品、白雪もち麦粉

パック商品

G-02 株式会社鈴木コーヒー 食品・食材
オリジナルブレンドコーヒーをオリジナルパッケージでの販売

を提案します！

I-02 株式会社西友フーズ 食品・食材 ニクポン、タッカルビソース、チョレギドレッシング等
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J-16 株式会社そうえん（加治川商工会） 食品・食材 いちごバター

M-13 株式会社想樹 食品・食材
ルレクチェ、梨、米、カービングルレクチェ、ドライフルーツ・

ジャム各種

F-13 髙取商店（新潟商工会議所） 食品・食材
JAS有機米、新潟県認証コシヒカリ米、にいがた米粉お

やき、米の加工品

M-21 ちいさなほし（新潟市福祉部障がい福祉課） 食品・食材 アレルゲン不使用の米粉パン

G-19 妻有ビール株式会社（十日町商工会議所） 食品・食材 クラフトビール

F-13 ティオペペ（新潟商工会議所） 食品・食材 ぺぺおじさんのパエリアキット

M-09
手作り漬物の店 ドリーム岩塚（長岡市南部地区商工

会）
食品・食材

漬物（キムチ・ピクルス・大根の酢漬け）・梅エキス・梅

ゼリー

I-09 有限会社東京堂（新井商工会議所） 食品・食材 グルテンフリーRICE SWEET

I-17 藤月堂（黒埼商工会） 食品・食材
どら焼き、茶豆どら焼き、中花まん、栗まん、チーズマド

レーヌ、幻のロールケーキ３種、焼きショコラ

G-19 十日町商工会議所 食品・食材

O-02 とも子の神楽（佐渡連合商工会） 食品・食材 神楽なんばん味噌、まんまペペロン

M-09 長岡市南部地区商工会 食品・食材

I-19
株式会社中島屋商店（新潟市健幸づくり応援食品

ネットワーク）
食品・食材 新潟市産の柿の葉を練りこんだうどん・パスタ麺　ほか

J-11 なかつがわ農家民宿組合（飯豊町） 食品・食材
山菜水煮、きゃらぶき、くるみなんばん、炊き込みご飯の

素

I-19
新潟柿酢事業協同組合（新潟市健幸づくり応援食

品ネットワーク）
食品・食材

ぱしもんビネガー（新潟県特産の八珍柿を使用した柿

酢）

M-21
新潟市あぐりサポートセンター（新潟市福祉部障がい

福祉課）
食品・食材 農福連携事業による農産物加工品

M-24
新潟市アグリパーク食品加工支援センター(新潟市農

業活性化研究センター)
食品・食材 農産物の加工試作品の展示

M-19 新潟市北区特産物研究協議会 食品・食材 農産加工品

I-19 新潟市健幸づくり応援食品ネットワーク 食品・食材 新潟市健幸づくり応援食品認定制度 認定食品

L-21 新潟市江南区食の特産品開発協議会 食品・食材

I-21 公益財団法人新潟市産業振興財団 食品・食材
新潟市内食品事業者対象の支援事業利用者との共

同出展

J-21 新潟市西蒲区産業観光課 食品・食材
にしかん　なないろ野菜（色や大きさ、形などに特徴の

ある珍しい野菜類）

J-19 新潟市西区・いもジェンヌ農商工連携協議会 食品・食材
新潟砂丘さつまいも「いもジェンヌ」や西区の飲食店によ

る加工食品など

M-24 新潟市農業活性化研究センター 食品・食材 事業紹介

M-21 新潟市福祉部障がい福祉課 食品・食材
アレルゲン不使用の米粉パン、農福連携事業による農

産物加工品

L-19 新潟市南区産業振興課 食品・食材 エダマメ、カジュカコウヒン

F-13 新潟商工会議所 食品・食材; その他

J-24 株式会社新潟農商 食品・食材 自社集荷・自社精米の新潟米

I-21
新潟ボイセンベリー生産組合（公益財団法人新潟市

産業振興財団）
食品・食材

ボイセンベリージュレ、ボイセンベリースティックジュレ、ス

テーキソース

F-20 新潟薬科大学 食品・食材; その他 産学連携による学生主体の商品開発等の紹介

O-21
新潟薬科大学 栄養生化学研究室（Akihaもち麦プ

ロジェクト）
食品・食材

もち麦ファイバー（βグルカンなどの食物繊維、ビタミンE、

カルシウム等を多く含む業務用食品素材）

J-13 新潟ゆうき株式会社（村上市） 食品・食材 こめんぼう

M-14 株式会社西陣屋 食品・食材
九条ねぎ原体 根付・根切、カットねぎ カップ(大)(小)、

加工品 肉みそベーゼ・ピクルス

M-01 沼垂ビール株式会社 食品・食材 ビール
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L-02 株式会社能水商店 食品・食材
混合醸造タイプの新しい甘口鮭魚醤「最後の一滴」を

はじめ、各種魚醤ブレンド調味料

N-01 農村木島平株式会社 食品・食材 米粉100％のスイーツや米粉菓子

I-01 株式会社ハーモニーファーム 食品・食材 ミニトマト、ミディトマト、はつこいトマト、ラララとまと

J-07
八米（HACHIBEI)（阿賀野「食」ビジネスマッチング

協議会）
食品・食材 はちみつ、ひまわりオイル

I-13 株式会社花の米（上越商工会議所） 食品・食材 米（カルナローリ、かに米コシヒカリ）、切り餅

I-03 ハナマルキ株式会社 食品・食材 味噌、即席みそ汁、塩こうじ、他

A-14 パルク化学工業株式会社（株式会社渡森） 食品・食材; その他

O-02 farm EASE（佐渡連合商工会） 食品・食材 かきリン、ラムアンシャンテ

I-13 フーディーコネクト株式会社（上越商工会議所） 食品・食材 雪蓮茶、酵素が生きているコシヒカリ糀パウダー

K-01 福島アグリネットワーク 食品・食材 納豆麹漬

L-12 フタバ食品株式会社 食品・食材 宇都宮餃子会加盟店「豚きっき」餃子各種

O-02 Brillian（佐渡連合商工会） 食品・食材
さどのめぐみっ茶各種（柿の葉ブレンド、クロモジブレン

ド、いちじくの葉ブレンド）・クロモジ珈琲

O-18 有限会社プリンセス（南魚沼市） 食品・食材 南魚沼産大豆を使用した豆のお菓子

F-02 フルーティア 食品・食材 フルーツティー、ドライフルーツ

L-13 株式会社ブルボン 食品・食材 コロネクッキー

I-24 古町糀製造所（峰村醸造） 食品・食材 糀の甘酒及び玄米の加工食品

L-24 株式会社ベジ・アビオ 食品・食材

高糖度フルーツトマト「とマとマとマと」、ドライトマト、トマト

ペースト「サルチャ」の他、中玉トマトやミニトマトも展示い

たします。

O-15
ホリカフーズ株式会社（食まちうおぬまネットワーク推進

協議会）
食品・食材

災害食レスキューフーズ、越後魚沼脂肪低減コンビー

フ、牛肉大和煮

J-13 本間農園（村上市） 食品・食材 里芋、にんじん、ごぼう

J-03 前田海産株式会社 食品・食材 辛子明太子・明太子加工商品・水産加工品

I-13
有限会社町田醤油味噌醸造場（上越商工会議

所）
食品・食材

辛味噌鬼胡椒、しょうゆの実【ごはんが恋しい越後あじも

ろみ】（唐辛子・生姜・葱）、旨口醤油 等

L-03 株式会社丸越 食品・食材
にんにく・しょうが無添加加工品、有機にんにく・有機黒

にんにく及びペースト

J-09 丸三食品株式会社 食品・食材 だしパック、つゆ、中華調味料、洋風コンソメなど

J-11 マルシチ米穀株式会社（飯豊町） 食品・食材
山形県で食べる雑草「ひょう（スベリヒユ）」を使った

「ひょうまんじゅう」

I-03 マルダイ味噌販売株式会社 食品・食材 味噌・即席みそ汁・調味料

O-10 見附ブランド（一般社団法人見附市観光物産協会） 食品・食材
新潟のどまん中「見附」より、見附ブランドに認定された

選りすぐりをご紹介します。

L-14 株式会社皆川組 植物工場研究所 食品・食材 リーフレタス（フリルレタス・グリーンリーフ）

O-18 南魚沼市 食品・食材

I-24 峰村醸造 食品・食材
「玄米を、もっと美味しく もっと手軽に 毎日続けてほしい

から」をテーマに商品展開

J-13 村上市 食品・食材 村上産農産物・加工品

Ｍ-16 村松商工会 食品・食材

L-06
安田温泉やすらぎ（阿賀野「食」ビジネスマッチング協議

会）
食品・食材 安田温泉ゆたからサーモン

M-09
有限会社山岸モータース 小国町特産品（長岡市南

部地区商工会）
食品・食材

ぎんなん揚げ・れんこんチップス・ぎんなん洋かん・ぎんな

んアイス他

M-09 有限会社ゆきぐに企画（長岡市南部地区商工会） 食品・食材 かぐら南蛮味噌・ふきのとう味噌・棚田のおもち

G-19 雪国Base（十日町商工会議所） 食品・食材 野生鳥獣（ジビエ）の生肉・ソーセージ・ハム

J-21 りゅうのひげ会（新潟市西蒲区産業観光課） 食品・食材
伝統食用菊「りゅうのひげ」生鮮品、加工品（すし酢、

佃煮、菊茶）

A-14 レオン自動機株式会社（株式会社渡森） 食品・食材

J-05
株式会社脇坂園芸（阿賀野「食」ビジネスマッチング協

議会）
食品・食材 エディブルフラワー関連加工品

A-14 株式会社愛工舎製作所（株式会社渡森） 機器・器具
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A-06 アマノ株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
人事労務勤怠管理システム「TimeProシリーズ」、ク

リーンシステム「EGシリーズ」

A-14 株式会社飯田製作所（株式会社渡森） 機器・器具

A-03 イーデーエム株式会社 機器・器具 卓上サーマルプリンタ、ラべリングマシン、印字検査機

A-14 エスケーミキサー株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

D-06 株式会社エピック 機器・器具

米国キャンブロ社カムシェルフ（3モデル）・米国バイタ

ミックス社業務用ブレンダー(バイタプレップ3の新デザイン

モデルをご紹介）

A-14 株式会社エフ・エム・アイ（株式会社渡森） 機器・器具

A-06 株式会社エム・アイ・ケー（中静産業株式会社） 機器・器具
ライスロボ、洗米ロボ、シャリロボ、ロボシェフ（1分間で4

人前のチャーハンが作れます）

A-14 遠藤商事株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

A-06 株式会社オーディオテクニカ（中静産業株式会社） 機器・器具
業務用シャリ板成形機、業務用すし成形機、おむサンド

ロボット

A-14 カルピジャーニ・ジャパン株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

A-14 共立プラント工業株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

A-06 グローリー株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
タッチパネル式券売機　おすすめメニューを大きく表示し、

キャッシュレス決済対応で売上げUP！

A-06 古賀産業株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
急速凍結機３Dフリーザー　360度から冷却し細胞を

壊さず凍結！　超高品質冷凍庫

E-17 COSMO SOUND 機器・器具
店舗、厨房、作業場、オフィス、食堂、休憩場等、あら

ゆる場所で活用できる高機能LBOXコンポ

A-06 株式会社コマツ製作所（中静産業株式会社） 機器・器具

酸化値低減　食用油ろ過機。使用後の油をろ過しつつ

汚れを吸着し、色目と酸化値を低減します。（油品質

を改善し大きな経費削減になります）

E-13 株式会社権文 機器・器具
捨てていたお湯が資源に変わる！排水用熱回収装置

で直ぐにできる省エネ

A-06 株式会社坂井機械製作所（中静産業株式会社） 機器・器具
定量充填機（塩麹・味噌・調味液・ジャム・ドレッシン

グ・グラタン・餡子）分解・洗浄も簡単！

D-05 シール栄登株式会社 機器・器具 シール機、真空包装機

C-21 ショーワグローブ株式会社 機器・器具
ニトリルゴム製使いきり手袋、耐切創手袋、インナー手

袋など

F-03 株式会社シンテック 機器・器具

川崎重工業製協働型双腕スカラロボット「duAro」を使

用した双腕ロボットならではの特徴を活かしたピック＆プ

レースのデモンストレーション。

D-07 鈴茂器工株式会社 機器・器具
寿司ロボットやご飯盛付機などの米飯加工に関連のある

機器

A-06 ストラパック株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具

封函機から排出された段ボールケースをバンド掛けを行

うシステムライン。人が梱包作業することなく省人化が図

れます。

B-02 有限会社セットバック 機器・器具; その他 カーツ活性水 蛇口・シャワー、化粧品

A-06 株式会社タイガーカワシマ（中静産業株式会社） 機器・器具
食品洗浄機TWS-LS500と小型洗浄機TWS-125

（微細な泡が異物をかき出す）

A-06 大紀産業株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
野菜乾燥機E-3H、プチミニⅡ。野菜、果物、海産物な

どそのまま食品乾燥できます

E-02 株式会社滝沢製作所（カネコ総業株式会社） 機器・器具 キッチンツール・鰹節削り器

A-14 タニコー株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

A-14 株式会社田村商店（株式会社渡森） 機器・器具; その他

A-06 株式会社テクニカン（中静産業株式会社） 機器・器具 リキッドフリーザー凍眠・凍眠ミニTM-01

A-14 株式会社デナリ（株式会社渡森） 機器・器具

A-06 東亜工業株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
卓上小型餃子製造機　「餃子革命」1時間に1000個

製造可能！

A-06 東京サラヤ株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具

「ピュアスター」はカット野菜や鮮魚の加工に最適！低刺

激の微酸性で、ジ亜同等の殺菌力があります。他ニュー

クリーン、シュットマンも展示します。
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A-06 東京食品機械株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具

トレーシーラー「ガス置換包装機」T100（容器内の空

気をガスに置換。色合い鮮度そのまま賞味期限の延長

実現）

A-06 東芝テック株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
POS、軽減税率対応レジ、小型ラベルプリンター、自動

券売機、卓上型真空機、コピー機

A-06 株式会社TOSEI（中静産業株式会社） 機器・器具 真空包装機（できたて熱いまま真空できます）

A-06
株式会社ドクターフライジャパン（中静産業株式会

社）
機器・器具 エアバスター、エアキューブ、Dr.Fly、Freshtron

A-06 中静産業株式会社 機器・器具
自動化・省人化機器、包装機、食品加工機、栄養成

分分析、ＨＡＣＣＰ対応機器

D-03 株式会社中西製作所 機器・器具
連続式過熱水蒸気調理器・ＳＶロースター（3Ｄ模

型）

D-20 株式会社ナンバ 機器・器具

食品事業者様のHACCP対応の支援、コンサルタントの

無料相談会を実施。また、様々なウィルス・細菌に除菌

効果のある次亜塩素酸水生成器を展示。

A-06 新潟日立（中静産業株式会社） 機器・器具 インクジェットプリンター、オイルフリースクロール圧縮機

A-14 日仏商事株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

A-06 日本ポリスター株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
正ピロー包装機　プロトC700B　、小型逆ピロー包装機

ｅｇ１（たたみ1畳あれば設置可能）

B-21 株式会社ネクシィーズ 機器・器具
省エネ商材（LED照明・業務用厨房機器・業務用空

調機器・空間除菌脱臭機）

D-19 長谷川化学工業株式会社 機器・器具
ウルトラ耐熱ハセガワターナー、マルチスタンド、抗菌カ

ラーまな板等の調理用品

A-06 株式会社ピー・エム・ティー（中静産業株式会社） 機器・器具 米菓・製菓の高速トレー移載ロボットシステム

A-06 株式会社平山製作所（中静産業株式会社） 機器・器具
美味しさそのまま！加熱・調理・殺菌。Ｆ値制御で食の

安全管理できる小型レトルト釜。

E-19 富士化工株式会社 機器・器具 高温排水管フジGRPパイプ（食品工場・厨房向け）

A-06 株式会社Fujitaka（中静産業株式会社） 機器・器具

スモークポイント（喫煙ブース）　スタイリッシにしっかり分

煙！排気ダクト工事不要で高層階でも圧倒的ローコス

ト設置

A-20 ホシザキ北信越株式会社 機器・器具 食品①加工機器②鮮度保持機器③衛生管理機器

A-06 株式会社MASS（中静産業株式会社） 機器・器具 LED照明

F-07 株式会社マスターマインド 機器・器具 卓上型フードプリンタ「MMP-F13」の展示

A-06
株式会社マブチ・エスアンドティー（中静産業株式会

社）
機器・器具 紫外線手袋殺菌装置、小型オゾン除菌消臭器

F-09 株式会社ミタカ 機器・器具
省エネ冷凍冷蔵ショーケース、無風冷蔵庫「雪室革

命」、冷凍冷蔵設備機器、食品加工機器

C-19 株式会社ムラコシ 機器・器具 100V仕様サイクロン式集じん機

A-06 山崎産業株式会社（中静産業株式会社） 機器・器具
小型インクジェットプリンター　卓上型からライン組み込み

型まで、賞味期限やロット番号を自在に印字致します。

D-02 株式会社ユニバック 機器・器具

真空脱気＆ガス循環充填横型ベルトシーラー　ＦＧ－

２０４型 強力脱気装置付き横型ベルトシーラー　Ｋ

Ｓ－０７Ｎ

E-05 株式会社ラショナル・ジャパン 機器・器具 スチームコンベクションオーブン・多機能調理機

A-14 株式会社ワールド精機（株式会社渡森） 機器・器具

A-14 渡辺工業株式会社（株式会社渡森） 機器・器具

A-14 株式会社渡森 機器・器具 製菓製パン用関連機器、小道具類、空間除菌機能水

C-03 株式会社朝日化成 容器・包装
真空成形用木型・プラスチックトレー各種・プラスチック加

工品各種・円筒ケース 他

E-21 紀州技研工業株式会社 容器・包装 産業用インクジェットプリンターおよび印字検査装置

D-21 株式会社キントラ 容器・包装
環境に配慮した、食品向けのパッケージ（袋、シール、

トレー等）
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G-05 株式会社クラウン・パッケージ 容器・包装
素材・印刷・形状を自由に組合せ出来るマイクロフルー

トでお客様のニーズを形にします

F-21 株式会社サンユー印刷 容器・包装; その他 エアー緩衝材、梱包資材、遮熱シート等々

F-19 株式会社新潟印刷 容器・包装 抗菌印刷加工を施した、包装・パッケージを出展予定

C-02 新潟総合紙器 容器・包装 おせち箱、貼箱

F-05 西巻印刷株式会社 容器・包装 紙器パッケージ・POP・紙製什器 等

B-19 ヤマコー株式会社 容器・包装
業務用調理道具・器・演出小物・備品（客室・浴

場）等。コロナ禍でのご提案品も。

E-03 株式会社R-CRAFT その他
食品工場の営繕。遮熱工事による光熱費削減の提

案。

I-06/M-06
阿賀野市商談コーナー（阿賀野「食」ビジネスマッチング

協議会）
その他 共同商談コーナー

A-02 株式会社アソポリ その他 「エアー看板」「ビームライト」

E-15 INNOVA グローバルトレンドゾーン その他

これを知らずにグローバルでは戦えない！食品トレンドリ

サーチの世界大手Innova Market Insightsが、世

界から集めた、いま知っておくべき最新トレンドと商品開

発、マーケティングのアイデアをご紹介します。

C-20
INPIT新潟県知財総合支援窓口（一般社団法人新

潟県発明協会）
その他

臨時知財相談窓口（無料）の開設、知的財産に係

る課題解決方法・関連資料の提供

F-06 株式会社外食産業新聞社 その他
飲食企業に気づきと学びの情報を提供する《日本外食

新聞》を月に3回発行します。

E-02 カネコ総業株式会社 その他

農林水産省推進農業女子・水産女子参画商品 

Lacuno、キッズガーデン品・ガーデニング用品・植物活

力水 Megumi21

A-06 キャンシステム株式会社（中静産業株式会社） その他
防犯カメラ（クラウド型防犯カメラは安価で安心）、

BGM音楽放送、ポケトーク

F-13 行政書士オフィス Last Hope（新潟商工会議所） その他
補助金・融資の申請代行サービス、外国人労働者の受

け入れサポート、法人成り支援など

G-19 着る山菜ショップ（十日町商工会議所） その他
着る山菜（山菜柄のTシャツ、パーカー、バッグ等）、着

るメニュー、ほか

A-06
株式会社江東微生物研究所（中静産業株式会

社）
その他

栄養成分分析（最短5日で結果出ます）を始めとした

食品検査全般と、一般衛生管理の整備及び、

HACCP導入支援。自社商品の成分分析はお済です

か？

B-03 ダスキン その他
衛生商品、AI清掃ロボットWhiz、捕虫器、デザインマッ

ト、衛生サービス紹介

A-14
にいがた食育・保育専門学校えぷろん（株式会社渡

森）
その他

E-20 新潟農業・バイオ専門学校 その他
学校の教育活動や企業連携の紹介と、学生が実習で

栽培したコシヒカリを販売します。

F-13 新鉄貿易株式会社（新潟商工会議所） その他 翻訳・通訳サービス

F-13 ニッケンナウ株式会社（新潟商工会議所） その他 遮熱材

B-24 日本食糧新聞社 その他 日本食糧新聞社 書籍コーナー

L-07
丸三安田瓦工業株式会社（阿賀野「食」ビジネスマッ

チング協議会）
その他

TSUKI YASUDAKAWARA JAPAN／YUKI 

YASUDAKAWARA JAPAN／ZIPANGU／

PU.LE.LA

F-13 有希化学株式会社（新潟商工会議所） その他
安定型次亜塩素酸ナトリウム「セイバーＪＩＮ」 耐カビ

塗料「PERMA-WHITE（パーマホワイト）」

B-20 株式会社雪包装 その他 アルコール製剤、衛生消耗品
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