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1

511-1136 桑名市長島町白鶏 71 番地
TEL 090-5852-3355 / FAX 0599-93-0893
https://okamuranouen.com
＜出展商品＞

とにかくあま～い、高糖度ミニトマト「あまりこ」にな
ります。甘みと酸味が絶妙なバランスに仕上げており、
一口食べるとお口の中からお姫様気分を味わえます。

あまりこ

株式会社岡村農園

のむりこ（高糖度ミニトマトジュース）

(農業 )

2

511-0102 桑名市多度町香取 488-1 
TEL 0594-48-2612 / FAX 0594-48-2713

＜出展商品＞

国内産うるち米 100％のおせんべいにじっくり煮込んだ和
風カレーたれをたっぷり浸み込ませ、ブラックペッパーを
ピリッと利かせたスパイシーな本格派カレー味せんべい。

カレーのおせんべい

株式会社山盛堂本舗
さんせいどうほんぽ

たがねせんべい、お米せんべい、サラダ小僧、のり巻

(米菓製造業 )

3

511-0521 いなべ市藤原町古田 1162 
TEL 0594-46-2144 / FAX 0594-46-4567
https://fujiwarafarm.jp
＜出展商品＞

いなべの自然豊かな地で育てたお米でかき餅を作りました。
昔ながらの製法で作り、添加物の入らないおやつでお子様
からご年配まで喜んで食べて頂ける飽きのこない商品です。

里山のおかき

有限会社藤原ファーム

草餅、切り餅、赤飯、米

(農業 )

4

511-0427 いなべ市北勢町麻生田 1253-3 
TEL 0594-72-7435 / FAX 0594-72-3892
http://yumeyann.com
＜出展商品＞

いなべ産ブランド豚さくらポークを使用。東海地方随一のい
なべ市梅林公園に因み、梅とにんにく有・にんにく無しの３
種類。紅白で縁起が良い贈答用冷凍餃子として販売する。

夢やんいなべ餃子

株式会社夢畑家
(飲食料品小売業 )

ゆ め ば た け

5
|

1

511-0244 員弁郡東員町大木 779 番地 2 
TEL 0594-76-2339 / FAX 0594-76-0438
https://r.goope.jp/mizutani-kon
＜出展商品＞

国産のこんにゃく粉に、大豆まるごとの大豆粉・大豆飲料
を練りこみ、通常の蒟蒻麺の製造方法ではなく、板こんにゃ
くに製造後、突き出してうどん状に加工してあります。

こんにゃくうどん

水谷蒟蒻店

黒米蒟蒻、純生芋こんにゃく、肉じゃが・すき焼き糸こん、生芋ちぎりこんにゃく

(食料品製造・小売業 )

5
|

2

510-0025 四日市市東新町 3-18 
TEL 059-331-2158 / FAX 059-331-7324
https://www.minamisangyo.com
＜出展商品＞

大豆パウダーを原料とし、大豆まるごとの油揚げ
です。

萬来やみつき油揚げ

ミナミ産業株式会社
(食料品製造業 )

6

510-1321 三重郡菰野町田口 2456 
TEL / FAX  059-344-1765 

＜出展商品＞

ウィスキーに付け込んだ豆を焙煎した美味しい珈
琲。

ウィスキー珈琲

かふぇたかの

 

(飲食業 )

7

510-1324 三重郡菰野町大字田光 23-1 
TEL 059-396-0006 / FAX 0120-251-831

＜出展商品＞

糖尿病、腎臓病、透析をされている方が、湯通し
せず、生野菜のサラダとして食べていただける野
菜。

低カリウム野菜「DrULHA」

株式会社アクア菰野辻農場

 

(農業 )

8

510-1231 三重郡菰野町神森 186 
TEL 059-327-5868 / FAX 059-327-5883
https://earthonefarm.co.jp
＜出展商品＞

紫もち麦には食物繊維が 100ｇ中 14.7ｇ含まれ、精白米の 29
倍になります。白米と炊飯するだけで食物繊維が摂れ、健康志
向食材、腸活に興味のある方にお奨めです。

紫もち麦（ダイシモチ）

アースワンファーム株式会社

無添加「紫もち麦ポンセン」、紫もち麦、山芋、納豆せんべい、アボガド、ジェノベーゼせんべい 

(農業・菓子製造業 )

9

510-8124 三重郡川越町南福崎 1291-1 
TEL 059-361-1111 / FAX 059-361-1110
http://kuni-seafood.co.jp
＜出展商品＞

三重県のブランド肉であるさくらポークを大正３
年より続く三重県の蔵元「伊勢蔵」の無添加たま
り醬油で煮込んだつくだ煮屋のチャーシュー。

たまり叉焼（チャーシュー）

有限会社荒木國一商店

しらすのジェノベーゼ、しらすのセサミオイル、しらすのチリトマト

(食料品製造業 )

あらきくにいち

10

510-8121 三重郡川越町大字高松 829 番地 
TEL / FAX 059-365-0038 
http://www.ten-iti.com
＜出展商品＞

三重県産の酒造好適米「山田錦」を県産酵母
「MK-3」で醸した香り豊かなお酒です。

純米吟醸酒　天慶　720ml

合資会社早川酒造部

梅酒「天紅」「天白」、米麹パウダー、天一奈良漬け、純米酒天一

(酒類製造業 )

12

514-2221 津市高野尾町 4198 
TEL 059-230-0015 / FAX 059-230-3611

＜出展商品＞

三重県産小麦（あやひかり）を使用しもちもちのやわらかい
極太麺に三重県産のたまりしょうゆのコクとこんぶや鰹だし
のきいたタレが絶妙に絡む伊勢を代表するソウルフード。

伊勢うどん

有限会社赤塚製麺

2 食入り伊勢うどん、3 食入り伊勢うどん  

(食料品製麺業 )

13

514-2221 津市高野尾町 5316-2 
TEL 059-230-7105 / FAX 059-230-7106
https://takanoo-yomogi.com
＜出展商品＞

津市高野尾町で栽培された農薬不使用のヨモギ粉末です。
1 本 1 本地元の農家さんによって丁寧に手摘みされたヨモ
ギを使用し、香りが良く自然な色に仕上げてあります。

ヨモギ粉末

企業組合高野尾ヨモギ会

ヨモギペースト、ヨモギ微粉末、ヨモギボイル（冷凍品）、ヨモギ蒸し用乾燥ヨモギ（開発中 )

(農業 )

た か の お

※No. は「北勢→中勢→南勢→雑貨カテゴリー」の商工会・商工会議所の並び順になります。展示レイアウトもこの番号順になります。

14

514-0124 津市大里川北町 88 
TEL 059-271-8037 / FAX 059-253-4659
http://yorokoba.com
＜出展商品＞

ホエイは、栄養価が高く、美容や健康に良い食材と
言われています。三重県産小麦にホエイを加え、無
添加、着色料不使用、乳化剤不使用で作っております。

よろこばのホエイクッキー　プレーン

株式会社喜場

ホエイパスタ、ホエイピザ、マルゲリータ、楽チンホエイパスタ、松阪牛のミートソース、糖質オフたんぱく質強化ホエイパスタ

(食料品製造業 )

よろこば



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

15

515-2621 津市白山町佐田 2745-1 
TEL 059-264-0550 / FAX 059-262-4364
https://inosan-farm.co.jp
＜出展商品＞

ブルーベリーの果実をできるだけ潰さず使用し、甘麹をつ
かいまろやかな甘さに仕上げました。甘麹は必須アミノ酸
を含み、香りづけにブランデーを隠し味にいれてあります。

ブルーベリージャム

いのさん農園

ブルーベリー冷凍、いちご冷凍、ブルーベリーキャンディ、ブルーベリー飲む酢

(農業 )

16

515-3313 津市美杉町丹生俣 1440 
TEL 080-3639-1133 / FAX 059-261-4733 
https://shikayama.shop
＜出展商品＞

里山のキレイな水と空気に育まれた青トマトを
使ったピクルス。混ぜる、乗っける、そのままでも。
あらゆる料理に合う天才ピクルス。

しかやまグリーントマトピクルス

シカヤマ
(食品製造業（酢漬）)

17

515-2132 松阪市松崎浦町 315-16 
TEL 0598-51-7188 / FAX 0598-51-7199
https://www.kotobuki-fr.com
＜出展商品＞

あおさの香りが醸す粉末タイプのドレッシング。
粉ドレッシング

有限会社寿総合食品

美里在来ソイジャム、美里在来蒸し大豆、美里在来しょうゆ豆

(食料品製造業 )

18

515-2323 松阪市嬉野権現前町 911 
TEL / FAX 0598-42-7137 
https://r.goope.jp/gonzu
＜出展商品＞

甘みが違う、香りが違う、12 年の歳月をかけて復
活した幻の大豆「嬉野大豆」の枝豆を無添加・無
着色でペーストにしました。

枝豆ペースト

株式会社権現前営農組合

むき枝豆、権現米、うれしの大根、うれしの大根甘酢漬

(農業・食料品製造・小売業 )

ごんげんまえ

64

515-2323 松阪市嬉野権現前町 775 
TEL 0598-42-2521 / FAX 0598-42-6166 
http://ureshino-toufu.com
＜出展商品＞

嬉野大豆を使用した、マッシュポテト風のオカラ。
オカラペースト

有限会社野瀬商店

むき枝豆、権現米、うれしの大根、うれしの大根甘酢漬

(食料品製造業 )

19

515-1724 松阪市飯高町桑原 287
TEL 0598-47-0825 / FAX 0598-32-4675

＜出展商品＞

自然栽培にこだわる。
クレソン

はぜの風

ジェラート

(飲食業 )

20

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

三重県松阪産茶葉１００％で作った日本の紅茶。
ほんのり香る紅茶の香りと緑茶の旨味がマッチし
た日本らしい紅茶です。

伊勢の和紅茶

株式会社松阪マルシェ

伊勢の和紅茶柚子ティー、伊勢の和紅茶マイヤーレモンティー、伊勢の和紅茶ジンジャーティー、伊勢の和紅茶ペットボトル

(飲食料品卸売業・小売業 )

21

510-0101 四日市市楠町小倉 1603 
TEL 059-398-1071 / FAX 059-398-1072
http://www.e-haieki.com
＜出展商品＞

台所から出た天ぷら油が植物の栄養に変わります。
役目の終わった天ぷら油を流し込むだけ。吸取り
君は自然鉱物、畑の土に戻ります。

廃油固化剤【家庭用 吸取りくん】

日本サンプル・サービス有限会社

シンナー分離剤【リソルベンツ無機】、廃シンナー固化剤【J- ロック】、水性廃塗料固化処理剤【エマストップ】、他

(その他の製造業 )

510-1312 三重郡菰野町竹成 370-8
TEL 080-6966-4917 / FAX 059-396-0517
https://aigama.shopselect.net
＜出展商品＞

職人により手描きでつくられた手作りの器です。やきもの
の彩料を代表する呉須（藍）を使った器です。その他手彫
りや新シリーズのエスタ、カメリアも展開しています。

十草モーニングマグカップ（大）

藍窯堀内製陶所

藍彫り椿 夫婦湯呑（大）、エスタ パスタ皿、カメリア モーニングプレート、エスタ スープカップ

(製陶業 )

あいがま

23

510-1322 三重郡菰野町大字田口新田 147 番地 11
TEL 059-340-9970 / FAX 059-340-9971
https://ing-co-ltd.com
＜出展商品＞

新型コロナウイルス対策、光触媒コーティングマ
スク。

灯触媒エコララホワイトマスク

ＩＮＧ株式会社

灯触媒エコララマスクスプレー

(サービス業 )

24

515-3133 津市白山町南家城 1093-1
TEL 059-262-3003 / FAX 059-262-3061
https://893yamachou.info
＜出展商品＞

おてぶとんはその名の通り「手のおふとん」です。
焼きたての高級食パンのような触感が、おやすみ
前の「心がホッと休まる私時間」を作ります。

おてぶとん

やまちょう
(その他小売業 )

25

519-2189 多気郡多気町津留 501 番地 1F
TEL 0598-38-2757 / FAX 0596-43-4656

＜出展商品＞

伊勢バナナは糖度が高く、香りもよく、口当たりも芳醇な
甘さに満ちた贅沢な逸品であります。農薬を使わず大切に
育てているからこそ皮まで美味しく食べられるバナナです。

伊勢バナナ

ともいきふぁーむ多気株式会社

 

(農業 )

26

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」
に伝わる気品の味。

本鮎甘露煮

有限会社みなとや

鮎の一夜干し、若鮎甘露煮、子持鮎甘露煮、多気町名産の詰め合わせ” たきにきた”

(食品製造業 )

27

519-2216 多気郡多気町古江 840-1 
TEL 0598-49-4341 
http://www.yosa-hachiemon.com
＜出展商品＞

地魚料理の煮魚・刺身・焼魚にあった醤油をつく
りました。

八右衛門醤油

The dining YOSA 八右衛門
(飲食店 )

　= 農産物、　= 海産物、　= 加工品、　= 食品、　= 菓子、　= 雑貨、　= その他

22
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515-0332 多気郡明和町馬之上 1180-1 
TEL / FAX  0596-52-0006

＜出展商品＞

１．健康ベーグル
２．世界にたった一つだけの商品

ベーグル

株式会社AruruJapon
(食料品製造業 )

29

28

515-0324 多気郡明和町金剛坂 690 
TEL 0596-52-0214 / FAX 0596-52-0339
https://www.kobayashi-agri.co.jp
＜出展商品＞

環境にやさしい生産方法と農薬の低減により、厳し
いチェックをクリアし、三重県から「みえの安心食
材」に認定された『安心・安全なコシヒカリ』です。

「みえの安心食材」三重県産コシヒカリ（明和町産）

株式会社小林農産

杵つき餅（白もち・緑茶・ほうじ茶・こだわりの醬油味・濃いよもぎ・もち玄米）

(農業 )

30

515-0302 多気郡明和町大淀甲 184 
TEL 0596-55-2701 / FAX 0596-55-2165 
http://kanedai.sub.jp
＜出展商品＞

ひじきグラノーラは今まで市場にない新しい商品です。
「カルシウム」「鉄」「食物繊維」が豊富であり、ダイエッ
トにぴったりの低カロリーで健康的なグラノーラです。

ひじきグラノーラ

有限会社辻丈蔵商店

国内産芽ひじき、しそひじき、伊勢産きざみめかぶ、ひじきうどん

(食料品製造業 )

31

519-2424 多気郡大台町栃原 275 
TEL 0598-85-7037 / FAX 0598-85-7032
https://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下さい。

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
(農産物卸売業 )

32

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

春の 5 月に入ると新芽が出始めます。この時期に採れる一
番茶を発酵させた紅茶がファーストフラッシュです。渋みが
少なく上品な甘みでクセがなく、爽やかな香りが特徴です。

和紅茶ファーストフラッシュ

合資会社丸合製茶工場

和紅茶オータム、和紅茶セカンドフラッシュ 

(製茶業 )

33

519-2405 多気郡大台町弥起井 267-3 
TEL 0598-89-4302 / FAX 0598-89-4353
https://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

鮎干物 1 匹、ゆず搾り汁、柚子ごまドレッシング

(製造業 )

34

519-2801 度会郡大紀町柏野 2054
TEL / FAX 0598-74-1538 

＜出展商品＞

原木の伐採、植菌、仮伏せ、本伏せ、発生、収穫、乾燥、
梱包まで全て自家製で昔ながらの製法にて丁寧に仕上げて
います。勿論、菌種も昔から国産に拘り自然の中での栽培。

三重県産原木椎茸（生椎茸・乾椎茸）

小倉しいたけ

三重県産コシヒカリ

(農業、食料品製造業 )

35

519-2802 度会郡大紀町崎 2483 
TEL 090-6586-4120
https://peraichi.com/landing_pages/view/ramenhachiya
＜出展商品＞

10 時間以上煮込んで作られた「鯛だし鶏白湯ラーメン」
をまるごと冷凍‼鍋で温めるだけ‼手間いらず水いらず
‼お好みの具をのせたらオリジナルラーメンの完成‼

お水がいらない冷凍ラーメン

ラーメン八家

 

(飲食業 )

は ち や

36

519-0426 度会郡玉城町中角 821 
TEL 0596-58-8711 / FAX 0596-58-8715

＜出展商品＞

花苗生産者が作る全国屈指の食べられるお花。
エティブルフラワー

玉城園芸株式会社 

伊勢しめ縄

(農業 )

37

519-0427 度会郡玉城町宮古 2287-5
TEL 0596-65-6820 / FAX 0596-65-6821
https://taiyaki-warashibe.com
＜出展商品＞

【Taiyaki for well-being】20 店舗を展開する伊勢志摩の鯛焼き
専門店。ウェルネスの視点で、食物繊維豊富な『低糖質たいやき』、
動物性食品不使用の『ヴィーガンたいやき』を開発しました。

低糖質たいやき

有限会社わらしべ

ヴィーガンたいやき

(菓子製造業 )

38

519-0504　伊勢市小俣町宮前 68-1 
TEL 0596-22-3584 / FAX 0596-22-3671
https://www.nakanomilk.com
＜出展商品＞

県内の新鮮な源乳を使用し、大正 15 年より続く昔
ながらの製法で安心安全にこだわった商品です。
また、中野牛乳は伊勢ブランド認定品です。

中野牛乳

中野乳業

中野コーヒー、中野ヨーグルト

(食料品製造業 )

40

516-0012 伊勢市通町 507
TEL 0596-23-6100 / FAX 0596-23-3387

＜出展商品＞

伊勢海老とあおさの風味を生かした生みそタイプ
の即席みそ汁です。

新伊勢海老みそ汁

有限会社磯笛

 

(食料品製造業 )

41

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

令和 2 年にみえセレクションに選定された商品。5 月初
旬に収穫された茶葉（一番茶）を使用した、甘みと渋
味のバランスが良く、旨味も感じられるのが特徴です。

煎茶のどか

株式会社新生わたらい茶
(製茶業 )

39

519-0504 伊勢市小俣町宮前 115 番地 2
TEL 0596-28-2876 / FAX 0596-24-2984
https://iseya-meat.com
＜出展商品＞

三重県立明野高等学校生産科学畜産専攻生が JGAP 認証農場（豚
舎）でエコフィードを与えて大切に育てた伊勢ブランド認定の
ブランドポークで年間出荷頭数が 100 頭程の幻の豚肉です。

伊勢あかりのぽーく（豚肉）

有限会社伊勢屋精肉店

高級肉味噌「やん」、あかりのソーセージ（ねぎ味・トマト味）、トン（豚）でもないカレー 

(食肉販売業（卸・小売）)



517-0501 志摩市阿児町鵜方 4947 
TEL 0599-77-6283 / FAX 0599-77-7873
https://mederincoffee.com
＜出展商品＞

大量生産できない小さな焙煎機で少量ずつ丁寧に
焙煎しております。香り、新鮮さを大切に、先代
の味を守り続けています。

志摩ブレンド（豆・挽）（オリジナルブレンド）

有限会社ジョイフル

オリジナルブレンドドリップコーヒー（白）、メデリンブレンドドリップコーヒー（黒）、珈琲飴、オリジナルデザインドリップコーヒー

(飲食・小売業 )

516-2103 度会郡度会町棚橋 1393-1 
TEL 0596-62-0630 / FAX 0596-62-0919
https://www.isecha.co.jp
＜出展商品＞

在来種の茶葉でつくった無農薬紅茶。紐を付けて
ティーパック加工してあります。

無農薬紅茶

丸中製茶有限会社

特別栽培粉末緑茶、鈴鹿の抹茶、在来種一番茶、茶葉深蒸し

(製茶業 )

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

516-0111 度会郡南伊勢町内瀬 1537-8 
TEL 0599-67-8100 / FAX 0599-67-8101
http://www.naize.net
＜出展商品＞

南伊勢町特産のセミノール果実の収穫前の青いみ
かんの果汁です。レモン果汁のセミノール版です。
すっぱさの中にも甘さと香りがあります。

こりゃすっぱい

ないぜしぜん村

うめ酢、梅ジュース、しそジュース、さわやかセミノール

(飲食料品小売業 )

44

42

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＞

伊勢志摩で獲れた魚を使い、骨を取り除いて焼き上げた新し
い形の商品です。袋から出してそのまま召し上がれ、添加物
不使用となっており、伊豆大島の天然塩を使っています。

焼き串ひもの

有限会社山藤

生串ひもの、南伊勢牡蠣、冷凍伊勢海老

(水産加工・鮮魚貝類販売 )

やまとう

45

517-0503 志摩市阿児町立神 1780-1 
TEL / FAX  0599-45-2608
http://inoue-pearl.com
＜出展商品＞

あこや貝柱を三重県産にこだわった希少な調味粕
に漬け込んだ志摩の伝統食です。

兵九郎粕漬け

井上真珠
(真珠養殖・粕漬け製造販売 )

46

517-0214  志摩市磯部町迫間 446 
TEL 090-4793-0029 / FAX 0599-56-1129
https://www.uda-meat.com
＜出展商品＞

松阪牛を 100％使用した肉汁たっぷりのハンバー
グ。

松阪牛ハンバーグ

有限会社宇田ミート

伊勢どり生ハム、伊勢の国ポーク生ハム（健康豚）

(食肉卸売業 )

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/food
＜出展商品＞

真珠アクセサリー販売の当社と海のシェフがタイアップして伊勢志摩名産の
全国発信に向け開発。真珠のふる里のアコヤ貝柱と三重県の牛乳を使用した
志摩ブランド認定商品。

パールコロッケ

株式会社山﨑

真珠焼売（パールシュウマイ）、パールせんべい（塩味・しょう油味）、真珠貝柱オリーブオイル漬け、真珠貝柱燻製オリーブオイル漬け

(食料品製造業 )

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

伊勢志摩で有機肥料と海藻で土作りをしさとうきびを栽培し
ています。黒糖作りには欠かせない食用石灰を入れずシロッ
プへと加工しており濃厚な旨味とキレの良さが特徴です。

情熱のさとうきびシロップ

よこやま株式会社

里山の佃煮 3 種（プレーン・あおさ入り・実山椒入り）

(農業・加工販売業 )

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＞

三重県産具材と国産野菜にこだわりました。
釡めしの素（たこ・牡蠣）

株式会社利八屋

肉味噌各種、まぐろのパテ各種、サメジャーキー

(製造・卸売業 )

519-3208 北牟婁郡紀北町三浦 157-4 
TEL 090-5622-2492 / FAX 0597-49-3902
https://dealke.com
＜出展商品＞

高濃度トマト　安全　安心
トマト

株式会社デアルケ

トマトジュース

(農業 )

519-5204 南牟婁郡御浜町阿田和 3414-1 
TEL / FAX 0597-92-3201 

＜出展商品＞

紀州熊野の郷土料理、乳酸発酵食品
なれ寿し

なれ寿しあやこ

さんま寿し、めはり寿し

(食料品販売業 )

519-4325 熊野市有馬町 5821-33 
TEL 0597-89-6810 / FAX 0597-89-6820
https://www.monimage-kumano.com
＜出展商品＞

2016 年 G7 伊勢志摩サミットにて、乾杯酒・食中酒に選ば
れた三重県鈴鹿の蔵元「清水清三郎商店」の銘酒作 zaku の
酒粕を使用し、しっとりとした食感のフィナンシェです。

作フィナンシェ

有限会社もんいまぁじゅ
(菓子製造・小売業 )

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＞

志摩の豊かな自然の中で、ビタミンやカルシウム
が豊富な「あおさ」を食べて、健康にのびのびと育っ
ています。

志摩あおさ豚

有限会社肉の喜多家

志摩あおさ豚燻製ロース生ハム、志摩あおさ豚フランクフルト、志摩あおさ豚ウインナー、志摩あおさ豚スタミナ漬

(食肉販売業 )

519-0503 伊勢市小俣町元町 138 
TEL 090-6760-0759
https://ise15.jp
＜出展商品＞

伊勢市にて生産販売している苺農園。2019 年オー
ガニックエコフェスタにて抗酸化力日本一を獲得
したいちごを生産。

いちご

伊勢苺園
(農業 )

　= 農産物、　= 海産物、　= 加工品、　= 食品、　= 菓子、　= 雑貨、　= その他
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47
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51
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53

54

55



※No. は「北勢→中勢→南勢→雑貨カテゴリー」の商工会・商工会議所の並び順になります。展示レイアウトもこの番号順になります。

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

516-0005 伊勢市竹ヶ鼻町 373 番地 
TEL 090-9941-5618 / FAX 0596-63-6952
https://isecardamoncola.jp
＜出展商品＞

2 月に発売を開始した、三重県初のクラフトコーラ。三重
県産マイヤーレモンや不知火を使用し、十数種類のスパイ
スをブレンドした炭酸水などと割ってお召し上がり下さい。

ISE CardamonCola（イセカルダモンコーラ）

ＦＬＯＷＮＡＬ
(飲食料品小売業 )

57
|

1

517-0015 鳥羽市小浜町 300-22
TEL 0599-25-5201 / FAX 0599-25-3962
https://www.iseebihonpo-chinkaido.com
＜出展商品＞

地元産の伊勢海老を使用した商品を色々開発して
おります。

伊勢開運海老だし茶漬

有限会社珍海堂

伊勢海老オイル、伊勢開運海老せんべい、海の宝せんべい

(食料品製造・卸売業 )

57
|

2

517-0014 鳥羽市堅神町 90-2
TEL 0599-26-3141 / FAX 0599-26-5868 

＜出展商品＞

めかぶの風味と食感、磯の香と旨みが凝縮された
だし入のスープは最高の逸品です。

あごだし入めかぶスープ

株式会社丸愛

あごだし入しじみスープ

(土産物製造・卸売業 )

58
|

1

517-0032 鳥羽市相差町 389
TEL 0599-33-6106 / FAX 0599-33-7382

＜出展商品＞

お湯を注ぐだけでめかぶや昆布のとろみと一緒に
すっきりとした梅味のスープが簡単便利に楽しめ
ます。

海藻うめ味スープ

マツキクフーズ株式会社

あおさスープ、とろーりめかぶスープ、めかぶ茶、あおさ入りみそ汁の具 

(飲食料品卸売業 )

517-0081 伊勢市朝熊町 1 番地 11
TEL 0599-26-3111 / FAX 0599-26-3006

＜出展商品＞

地元の魚だけを使った商品です。
季節の魚オイル漬け

株式会社伊勢志摩中央市場　ザ・朝市
(土産物小売業 )

58
|

2

59
|

1

517-0004 鳥羽市菅島町 86
TEL 080-6900-3440 / FAX 0599-20-0117
https://www.kazenoshimafoods.com
＜出展商品＞

独特のねばりとシャキシャキの食感が楽しめ、身体にやさしい有
用成分も多く含まれています。使いやすい小分けのパック、便利
なキャップ付きもポイント。他、250、500ｇ袋入りもあります。

アカモク

合同会社風の島フーズ

島めかぶ、塩蔵わかめ、干物（サワラ・ブリ・タチウオ）

(食料品製造業 )

59
|

2

517-0024 鳥羽市高丘町 6-34
TEL 0599-25-3030 / FAX 0599-93-0934
http://www.ta-nishimura.jp
＜出展商品＞

超ハイクオリティーな特殊冷凍商品です！活？冷凍？眠った
まま凍っているの？貴方は見分けられますか？他の冷凍技術
では完成出来ない超ハイクオリティー商品の出来上がりです。

活〆凍眠冷凍伊勢海老

株式会社TA西村

凍眠冷凍伊勢まだい生ハム、凍眠冷凍伊勢マグロ食べ比べセット、作・酒粕漬け骨取り鯖フィレ、凍眠冷凍生あおさ

(魚介類卸加工販売 )

60

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＞

大紀町の様々な木とアフリカン生地の鼻緒を組み
合わせた下駄。

オリジナル下駄

TARD
(木製品製造業 )

61

519-0438 度会郡玉城町原 3429-2 
TEL 0596-58-6959

＜出展商品＞

溶接の技術カケルデザインのコラボ商品。
鉄のオブジェ　鉄脚

浦田工業
(金属加工業金属アート )

62

519-0504 伊勢市小俣町宮前 338-3 
TEL 0596-58-7070 / FAX 0596-58-7072
https://fukuneko-club.com
＜出展商品＞

爪が研げる猫用ベッド。1 段・2 段・3 段と 3 種類
有り。

爪とぎ猫ベッド

有限会社アサヒ木工
(木工業 )

63

516-2117 度会郡度会町麻加江 782-1 
TEL 0596-64-0211 / FAX 0596-64-0462
https://www.sekorin.com
＜出展商品＞

300 年以上の年月を伊勢神宮の神域で育った御山
杉から抽出したエッセンシャルオイルを使用した
アロマワックスです。

Ise Miyama cedar Aroma wax

有限会社世古林業

御山杉のうちわ

(建築業 )

56

タ ー ド

フ ロ ー ナ ル

※64 野瀬商店は 17 と 18 の間に記載しています。


