
2020 みえのまるみえ大商談会  出展企業一覧 開催日：   令和 3年 1月 27 日（水）
会　場 :　フレックスホテル

No. No.企業名・出展商品・商品内容等 展示商品 企業名・出展商品・商品内容等 展示商品 企業名・出展商品・商品内容等 展示商品No.

1

519-5835 南牟婁郡紀宝町大里 3415
TEL 0735-34-0215　FAX 0735-34-0215
https://oknouen.stores.jp/
＜出展商品＞

施設栽培によって水分管理されており、一般のデ
コポンよりも大きく、濃厚な味わいです。季節に
よって値段が変わります。

●ハウス不知火（デコポン）

岡農園

●ハウス不知火（デコポン） /  ●セミノール

(農業 )

10

519-2211 多気郡多気町丹生 5643
TEL 0598-49-4300　FAX 0598-49-4300
https://mameya-seiwa.com

＜出展商品＞

丁寧に仕込んだお味噌で、2 年～ 2 年半熟成させ
て作る大豆の形がそのまま残ったお味噌です。

●豆こうじ味噌

有限会社せいわの里まめや

●豆こうじ味噌 /  ●米こうじ味噌 /  ●お豆腐

(食品製造業 )

19

515-2323 松阪市嬉野権現前町 390-6
TEL 0598-42-7137　FAX 0598-42-7137

＜出展商品＞

みずみずしくて甘みのある松阪市の特産品「うれ
しの大根」を甘酢漬けにしました。添加物は一切
使っていません。

●うれしの大根の甘酢漬

株式会社権現前営農組合

●うれしの大根の甘酢漬 /  ●嬉野大豆のむき枝豆 ( 冷凍 ) /  ●権現米 ( 精米 )

(農業・食品製造業 )

2

519-5713 南牟婁郡紀宝町成川 629
TEL 0735-22-2139　FAX 0735-23-1557
http://mifunesu.com/
＜出展商品＞

寒い時期に玄米からお酒（どぶろく）を作り、発酵、
長期の熟成を経て、旨味の多い美味しいお酢に仕
上げました。

●玄米酢

合資会社中野商店

●玄米酢 /  ●原酢 /  ●無添加白米酢 /  ●万能酢

(酢製造業・販売業 )

11

519-2181 多気郡多気町相可 179
TEL 0598-38-2007　FAX 0598-38-2186
http://www.ayunokanroni.com

＜出展商品＞

せせらぎの水音に感謝。これぞ古来より「みなとや」
に伝わる絶品の味です。

●本鮎甘露煮

有限会社みなとや

●本鮎甘露煮 /  ●若鮎甘露煮 /  ●子持鮎甘露煮

(食品製造業 )

20

515-2112 松阪市曽原町 902-3
TEL 0598-56-7227　FAX 0598-56-4588
https://www.torioke.com
＜出展商品＞

味噌・醤油に加えて黒胡椒味、山椒生姜味、唐辛子味の
3 種類の味が登場！肉はもちろん、色々なお料理に使えま
す。それぞれ特徴的な味でインスタ映えする商品です。

●千乃たれ

有限会社エンジェルサービス

●千乃たれ /  ●ゼロの雫

(食肉卸・食品製造業 )

3

519-5413 熊野市紀和町板屋 78
TEL 0597-97-0640　FAX 0597-97-0641
http://www.kumano-furusato.com/

＜出展商品＞

熊野市特産の柑橘新姫の 100％果汁。酸味と爽や
かな香りが特徴。

●新姫果汁

一般財団法人熊野市ふるさと振興公社

●新姫果汁 /  ●生きている紀和みそ

(食品製造業 )

12

519-2174 多気郡多気町五桂 234
TEL 0598-37-2037　FAX 0598-39-3077
http://www.hokosugi.com

＜出展商品＞

新酒造好適米認定品　多気町産弓形穂100％仕込み
●弓形穂しずく純米吟醸

河武醸造株式会社

●弓形穂しずく純米吟醸 /  ●特撰純米吟醸 /  ●ワインタイプ KH 改純米酒

(酒類製造業 )

21

519-2731 度会郡大紀町野原 2898-1
TEL 080-3275-9143
http://www.okuisenanahofarm.jp

＜出展商品＞

農薬不使用、有機栽培
●冷凍木いちご

奥伊勢ななほ農園

●冷凍木いちご /  ●冷凍いちじく /  ●木いちごジャム /  ●いちじくジャム /  ●キウイジャム　他

(農業・食品加工業 )

4

519-2424 多気郡大台町栃原 275
TEL 0598-85-7031　FAX 0598-85-7032
http://www.safetyrefarm88.co.jp/
＜出展商品＞

5 種類の粉末茶のスティックタイプ。茶葉の栄養素
まるごと頂けます。持ち運びも便利で、いつでもど
こでも自分好みのティータイムをお楽しみください。

●有機粉末スティックティ

株式会社セーフティ・リ・ファーム88

●有機粉末スティックティ

(製茶業 )

13

519-2203 多気郡多気町片野 81-232
TEL 0598-49-2698　FAX 0598-49-2698
https://xn--n8jzav4a4cvinb3194gepuae15f.com/yamazaki/
＜出展商品＞

傘の直径が 4 センチから 5 センチのやや肉厚の乾
しいたけです　冷水でじっくりと時間をかけて戻
すと、より美味しく召し上がっていただけます

●原木乾しいたけ香信

ヤマザキ椎茸園

●原木乾しいたけ香信 /  ●原木乾しいたけちーたん 

(農業・食品製造業 )

22

517-0502 志摩市阿児町神明 682-16　海遊苑 2Ｆ
TEL 0599-44-1234　FAX 0599-43-4114
http://www.yamazaki-iseshima-pearl.com

＜出展商品＞

特産品の真珠貝の貝柱のおいしさをギュッと詰め
て燻製にした商品（志摩ブランド認定商品）

●真珠貝柱燻製オリーブオイル漬

株式会社山﨑

●真珠貝柱燻製オリーブオイル漬 /  ●パールせんべい（塩）（醤油）

(食品製造業 )

5

519-2423 多気郡大台町新田 258-2
TEL 0598-85-0026　FAX 0598-85-0212
https://tea-maruai.com
＜出展商品＞

三重県の山間地域で育まれる大台茶。春になり新芽が出始める 5 月に採
れる一番茶を発酵させた紅茶がファーストフラッシュです。上品な甘み
でクセがなく、爽やかな香りが特徴の生産量が少なく貴重な紅茶です。

●和紅茶ファーストフラッシュ

合資会社丸合製茶工場

●和紅茶ファーストフラッシュ /  ●和紅茶セカンドフラッシュ /  ●和紅茶オータム

(製茶業 )

14

519-2162 多気郡多気町笠木 678-1
TEL 0596-58-5304
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/24441/388691
＜出展商品＞

伊勢の清流宮川の水で育み、地元が世界に誇るブラ
ンド「松阪牛」の堆肥を使い、化学肥料を慣行の 5
割以下に抑えた特別栽培米のミルキークイーンです。

●特別栽培米（ミルキークイーン）

たっちゃん

●特別栽培米（ミルキークイーン） /  ●特別栽培米杵つき切り餅 /  ●ふところもち

(農業・食品製造業 )

23

515-0506 伊勢市植山町 80-1
TEL 0596-37-3010　FAX 0596-37-3618
http://www.ri8.co.jp/

＜出展商品＞

三重県産食材使用
●あおさクッキーアイス

株式会社利八屋

●あおさクッキーアイス /  ●伊勢茶アイス /  ●マイヤーレモンアイス

(食品製造業・卸販売業 )

6

519-2405 多気郡大台町弥起井 267-3
TEL 0598-89-4302　FAX 0598-89-4353
http://www.miyafoods.com
＜出展商品＞

奥伊勢育ちの鮎の干物です。焼かずに袋から出し
てそのまま骨までお召し上がりいただけます。お
酒、ご飯の一品にどうぞ。

●奥伊勢鮎干もの

株式会社宮川物産

●奥伊勢鮎干もの /  ●ゆずごまドレッシング /  ●ゆずみそポンダレ 

(食品製造業 )

15

515-1411 松阪市飯南町粥見 4209-2
TEL 0598-32-5588　FAX 0598-32-5586
https://www.shinsabo.com

＜出展商品＞

お茶の栄養まるごと！そのまま飲んで良し、お菓
子づくりにも良し

●粉末緑茶

有限会社深緑茶房

●粉末緑茶 /  ●千寿 /  ●伊勢茶ティーバッグ

(製茶業・製造販売業 )

24

517-0214 志摩市磯部町迫間 446
TEL 0599-56-0029　FAX 0599-56-1129
https://www.uda-meat.com

＜出展商品＞

松阪牛を 100％使用した贅沢志向で手軽なジュー
シーハンバーグ

●松阪牛ハンバーグ

有限会社宇田ミート

●松阪牛ハンバーグ /  ●伊勢ポーク生ハム /  ●伊勢どり生ハム

(食肉卸業 )

7

515-0302 多気郡明和町大淀乙 708
TEL 0596-55-2017　FAX 0596-55-2031
http://isemarui.com/
＜出展商品＞

伊勢志摩地方で採取された天然ひじきを蒸気で蒸
し上げ（伊勢製法）天日干しした、ミネラル・鉄分・
食物繊維が豊富な健康食品

●伊勢志摩産芽ひじき

伊勢丸い水産株式会社

●伊勢志摩産芽ひじき（30ｇ）（60ｇ）  /  ●伊勢志摩産長ひじき

(食品加工業 )

16

515-1411 松阪市飯南町粥見 3027
TEL 0596-52-7295　FAX 0596-52-7295
https://www.m-marche.com

＜出展商品＞

松阪産茶葉 100％の日本の紅茶。砂糖なしでも自
然の甘みがあります。

●伊勢の和紅茶

株式会社松阪マルシェ

●伊勢の和紅茶 /  ●伊勢の和紅茶（柚子ティー）（ジンジャーティー）

(食品製造業・卸小売業 )

25

517-0501 志摩市阿児町鵜方 1224-3
TEL 0599-44-0707　FAX 0599-44-0708
https://miedonya.jp

＜出展商品＞

志摩市大王崎かつおの天ぱくとコラボした出汁の
風味が活きたあられです。

●かつおあられ

3e BASE DESIGN株式会社

●かつおあられ

(食品卸業 )

8

515-0353 多気郡明和町根倉 1333
TEL 090-9179-1908
https://ibroom-mie.com

＜出展商品＞

元料理人の農家が、食感、旨味、添加物不使用に
こだわった加工品です。

●ひとしのきゅうり佃煮

i Broom

●ひとしのきゅうり佃煮

(農業・食品製造業 )

17

515-1502 松阪市飯高町宮前 1468-1
TEL 0598-46-0007　FAX 0598-46-1307
https://konnyaku.co.jp/

＜出展商品＞

香肌峡産の玄米を使用した極細のこんにゃく麺
●こんにゃく香肌麺

有限会社上野屋

●こんにゃく香肌麺 /  ●さしみこんにゃく /  ●冬期限定こんにゃく

(食品製造業 )

26

517-0404 志摩市浜島町浜島 1787-95
TEL 0599-53-0278　FAX 0599-53-2483
http://kitaya278.com

＜出展商品＞

志摩のあおさ豚を使った燻製ロースハムです。
●志摩あおさ豚燻製ロース生ハム

有限会社肉の喜多家

●志摩あおさ豚（燻製ロース生ハム、フランクフルト、ポークウインナー）

(食肉販売業 )

9

519-2211 多気郡多気町丹生 6096
TEL 080-4848-6685　FAX 059-993-7088
https://pomonafarm.jp
＜出展商品＞

地域の子どもたちが、大人になっても食べたくなる。 地元から愛され、
みんなの記憶に残るような美味しいトマトを作りました。 三重県多気町
に根をはり元気に育つ、美味しくてやさしい、そんなトマトジュースです。

●トマトジュース

株式会社ポモナファーム

●トマトジュース /  ●トマトケチャップ /  ●マイクロリーフ /  ●新鮮トマト 

(農業・食品製造業 )

18

515-2354 松阪市嬉野下之庄町 1688-5
TEL 0598-31-2088　FAX 0598-31-2088
https://www.cultivate.jp
＜出展商品＞

ミシュランガイド三重 2019 特別版でビブルグマ
ンを獲得した当店の人気 No.1 メニュー「豆乳坦々
麺」が冷凍食品になりました。

●濃厚豆乳担々麺

レストラン カルティベイト

●濃厚豆乳担々麺

(飲食業 )

27

517-0502 志摩市阿児町神明 350-2
TEL 0599-43-5888　FAX 0599-43-5888
http://www.em-yokoyama.jp

＜出展商品＞

自家栽培のさとうきびをしぼり、7 時間じっくり
煮詰めた志摩の自然の甘みです。

●情熱のさとうきびシロップ

よこやま株式会社

●情熱のさとうきびシロップ /  ●里山の佃煮（プレーン、あおさ、さんしょう）

(食品製造業 )
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大紀町商工会
明和町商工会

度会町商工会
松阪北部商工会

伊勢小俣町商工会玉城町商工会

みえ熊野古道商工会 紀宝町商工会
大台町商工会

志摩市商工会

熊野商工会議所

伊勢商工会議所
南伊勢町商工会
松阪香肌商工会 多気町商工会

【 参加商工会議所・商工会一覧 】

三重県
【 後援 】 【 協力 】

有限会社 ワイズ
【 企画 】

TE L  0596-52-0133 / FAX  0596-52-1320
三重県商工会連合会　南部経営支援センター

三重県商工会議所連合会
三重県商工会連合会

松阪市産業支援センター

お問い合わせ先

No. No.企業名・出展商品・商品内容等 展示商品 企業名・出展商品・商品内容等 展示商品 企業名・出展商品・商品内容等 展示商品No.

28

517-0703 志摩市志摩町和具 1959-1
TEL 0599-85-6859　FAX 0599-65-7711
https://mederincoffee.com

＜出展商品＞

酸味が少なく香り高い、先代から受け継いだ味。
●オリジナルドリップコーヒー

有限会社ジョイフル

●オリジナルドリップコーヒー /  ●珈琲飴 /  ●ぜんざい珈琲 

(食品小売業 )
516-0221 度会郡南伊勢町宿浦 1114-10
TEL 0599-69-3111　FAX 0599-69-3222
https://www.decotan.com

＜出展商品＞

みかんの王様「デコタン」を丸ごと加工したよう
かん

●でこたんようかん

有限会社マサヤ

●でこたんようかん（4 個箱入、6 個箱入） /  ●あおさ焼酎「この空この海このあおさ」

(酒類・食品卸・小売業 )

29

517-0503 志摩市阿児町立神 1780-1
TEL 0599-45-2608　FAX 0599-45-2608
https://inoue-pearl.com

＜出展商品＞

あこや貝柱を真珠養殖屋の秘伝の酒粕漬けにした、
三重県食材にこだわった逸品。

●兵九郎粕漬け

井上真珠

●兵九郎粕漬け /  ●兵九郎勾玉干し 

(真珠養殖・食品製造・販売業 )
516-2118 度会郡度会町田口 166
TEL 0596-64-0048　FAX 0596-64-0751
http://chakanet.com

＜出展商品＞

特上のかぶせ茶と深蒸し茶をブレンドした上質な
お茶

●特上煎茶緑宝

喜多製茶

●特上煎茶緑宝 /  ●ほうじ煎茶 /  ●粉末玄米茶

(製茶業 )

30

517-0703 志摩市志摩町和具 2568-3
TEL 0599-85-7900　FAX 0599-85-7900
http://www.shima.mctv.ne.jp/~ohmatuya/index.html

＜出展商品＞

大松屋の考える最高の酒のアテ！
●志摩さば冷燻

大松屋

●志摩さば冷燻 /  ●イカソーセージ /  ●ほたて冷燻 

(食品加工業 )
516-2118 度会郡度会町田口 153-4
TEL 0596-64-0580　FAX 0596-64-0581
http://wataraicha.co.jp/
＜出展商品＞

一番茶収穫時期の中でも特に早い時期に収穫され
た茶葉を使用しています。火入れを少し強めた香
りと甘みが特徴。

●有機初摘み煎茶和（なごみ）

株式会社新生わたらい茶

●有機初摘み煎茶和（なごみ）/  ●有機上青柳 /  ●和紅茶粉末茶 

(製茶業 )

31

517-0403 志摩市浜島町迫子 2586-2
TEL 090-5864-2805

＜出展商品＞

鳥羽市国崎の海で汲み上げた海水を直接加熱する
直煮製塩製法で塩本来の味を引き出しています

●ひごと朝夕いにしゑの塩

いせしま竈膳部

●塩

(塩干・塩蔵品製造業 )
516-1247 度会郡度会町小萩 7
TEL 0596-65-0565　FAX 0596-65-0856
http://ichinose-nougyou.com
＜出展商品＞

日本一の清流宮川の支流一之瀬川で栽培された小
粒で味が引き締まって濃い味です。甘味、粘り、
香り、柔らかさすべてにおいて優れたお米です

●極コシヒカリ

一之瀬農業株式会社

●極コシヒカリ（10kg、5kg)

(農業 )

45

519-2731 度会郡大紀町野原 64-1
TEL 090-6112-6880
https://tardmie.wixsite.com/tard

＜出展商品＞

10 種類以上の木材とアフリカン生地を組み合わせ
たオリジナル下駄

●下駄

TARD

●下駄

(木材加工業 )

32

516-0222 度会郡南伊勢町田曽浦 3907-1
TEL 0599-69-3489　FAX 0599-69-3439
http://www.yamatou.net

＜出展商品＞

「てんねん・てびらき・天日干し」片手で食べるプ
チ干物。

●焼き串ひもの

有限会社山藤

●焼き串ひもの /  ●冷凍イセエビ /  ●南伊勢カキ

(食品製造業 )
519-3204 北牟婁郡紀北町東長島 2295-2
TEL 0597-47-3630　FAX 0597-47-5116
http://www.maruhisa.jp/
＜出展商品＞

タイをまるごと骨まで加圧したフレークを入れ込
んだ味わい深く栄養価の高い「鯛ごはんの素」と、
活あわびを柔らかく煮た「あわびの姿煮」のセット。

●紀州みやび鯛ごはんの素×あわ美人

株式会社丸寿海産

●紀州みやび鯛ごはんの素 ×あわ美人 /  ●紀州みやび鯛 /  ●ビンチョウマグロ ( スキンレス )　他

(海産物販売等、養殖業 )
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517-0501 志摩市阿児町鵜方 3317-3
TEL 0599-43-0566　FAX 0599-43-0566
https://sk-kaizaiku.com

＜出展商品＞

真珠をあしらい、真珠貝を加工し、三重県産の木
材を使った箸。

●真珠箸

境工芸社

●真珠箸 /  ●シェルネイル 

(貝細工業 )

33

516-1422 度会郡南伊勢町神前浦 206
TEL 0596-76-0156　FAX 0596-77-0838
https://appappaya.net

＜出展商品＞

キッシュ・オ・コキアージュは太陽と風の「Mariade」。
そこから育まれる豊かな自然の味をお楽しみ下さい。

●あっぱ貝のキッシュ

アッパッパ屋

●あっぱ貝貝柱冷燻 /  ●あっぱ貝ひもの燻製 /  ●あっぱ貝のキッシュ

(水産物卸売業 )
515-0504 伊勢市磯町 2243-1
TEL 0596-27-1013　FAX 0596-27-1015
http://www.sankenshokuhin.com

＜出展商品＞

三重県発祥。三重大学生物資源学部との共同研究。
甘くてプルーン感覚、臭いが残らない。

●熟成黒にんにく

三健食品株式会社

●熟成黒にんにく /  ●黒にんにく入カレー

(食品製造業 )

47

516-2117 度会郡度会町麻加江 782-1
TEL 0596-64-0211　FAX 0596-64-0462
http://sekorin.com

＜出展商品＞

桧のオイルを使用
●森の香り桧除菌スプレー

有限会社世古林業

●森の香り桧除菌スプレー /  ●桧アロマワックス /  ●桧消臭スプレー

(建築業 )

34

516-1534 度会郡南伊勢町古和浦 147-19
TEL 0596-78-0014　FAX 0596-78-0017
https://www.yamaka-shouten.com
＜出展商品＞

手間暇を惜しまない、伝統的な手火山式製法で造る鰹節です。
焙乾には地元産のウバメガシ原木を使用した大量生産では出す
ことのできない一本一本丹精込めた本物の味をご賞味ください。

●鰹生節

ヤマ加商店

●鰹生節 /  ●鰹生節しょうゆ味 /  ●花かつお

(食品製造業 )
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519-0501 伊勢市小俣町明野 1140
TEL 0596-37-1123　FAX 0596-37-1028
https://www.nishi-unagi.com

＜出展商品＞

美味しさを追求した鰻です。
●伊勢鰻かば焼

西養鰻株式会社

●伊勢鰻かば焼き /  ●伊勢鰻白焼

(養鰻業 )

48

516-0024 伊勢市宇治今在家町 18
TEL 0596-63-6777　FAX 0596-63-6103
https://ichishina.com

＜出展商品＞

三重県伝統工芸品伊勢木綿を使用したがま口やハ
ンカチ等

● ichi ガマ（伊勢木綿雑貨）

有限会社奥野家

● ichi ガマ /  ●伊勢ご当地手ぬぐい /  ●伊勢ご当地マスキングテープ

(卸・小売業 )

2021.1.10

●松阪
・松阪北部商工会 ( 松阪市曽原町 )
・松阪香肌商工会 ( 松阪市飯南町 )
・明和町商工会 ( 明和町 )
・多気町商工会 ( 多気町 )
・大台町商工会 ( 大台町 )

●伊勢・志摩
・伊勢商工会議所 ( 伊勢市 )
・玉城町商工会 ( 玉城町 )
・伊勢小俣町商工会 ( 伊勢市 )
・度会町商工会 ( 度会町 )

・南伊勢町商工会 ( 南伊勢町 )
・志摩市商工会 ( 志摩市 )
・大紀町商工会 ( 大紀町 )

参加商工会・商工会議所分布

紀州

松阪

伊勢・志摩

●東紀州
・熊野商工会議所 ( 熊野市 )
・みえ熊野古道商工会 ( 紀北町 )
・紀宝町商工会 ( 紀宝町 )

35

36

37

38

39

40

44

519-0414 度会郡玉城町佐田 626
TEL 0596-58-7040　FAX 0596-58-5288
https://curian.co.jp

＜出展商品＞

キレイ肌のために。植物由来100%で作りました！
●ボタニカルローション & クリームセット

株式会社エムフーズ

●月桃にげーる（ポットタイプ） / ●cure75 / ●ボタニカルクリーム / ●ボタニカルローション&クリームセット

(食品・化粧品・販売業 )

42

519-0601 伊勢市二見町松下 1727-2
TEL 0596-44-1212　FAX 0596-44-1313
https://koufukudo.jp
＜出展商品＞

豪華な金のパッケージに引けを取らない内容のお煎餅に
は、伊勢海老まるごとパウダーを使用しており、香ばし
い海老の香り、そしてカリッとした食感が特徴です。

●伊勢極み海老せんべい

株式会社幸福堂

●伊勢極み海老せんべい（8枚）（12 枚）（24 枚）

(卸売業 )

43

516-0005 伊勢市竹ヶ鼻町 373
TEL 0596-63-6950　FAX 0596-63-6952
http://www.goodnal.com

＜出展商品＞

スパイスと地元柑橘類をブレンドしたオリジナル
クラフトコーラ

●伊勢 CARDAMON COLA

株式会社グッド・ナル

●伊勢 CARDAMON COLA

(食品販売業・介護用品取扱 )

お お ま つ や

やまとう

がまかしわでべ

にしようまん

まるひさ さかい

タ ー ド

QRコードから各企業の商談シート
が閲覧できます。

前年までの紙媒体での商談
シートを廃止し、様々な
シーンでご利用頂けます。

・出展商品の詳細
・個人商談会会場での商談時
・リモート (AR) 商談　他


